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「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。）

第1.0版
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備考変更箇所等日時

第1.0版（初版）として発行2010.6.11

■変更履歴
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■基本編

ファイル管理

P25ファイル/ディレクトリ一覧の表示

P27ファイルの表示/編集

P29ファイル/ディレクトリの作成

P32ファイル/ディレクトリのコピー

P33ファイル/ディレクトリの移動

P34ファイル/ディレクトリの名前の変更

P35ファイル/ディレクトリの属性編集

P36ファイル/ディレクトリの削除

P37ファイル/ディレクトリの圧縮

P38ファイル/ディレクトリの解凍

P40ショートカットの作成

P42ファイルのアップロード

P44ファイルのダウンロード

P24プロフィールの確認/変更

P12メール管理者の作成

概要

P6初めに

ユーザ管理

コントロールパネル

P20管理者パスワードの変更

P21メールエイリアスの追加

P22メールエイリアスの削除

P17ユーザの停止

P14ユーザ情報の確認/編集

P18ユーザの開始

P19ユーザの削除

P10エンドユーザの作成

P9ヘルプの表示

頁数設定項目

P7コントロールパネルへのログイン
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■基本編

P45サービスの一覧表示

P80

P78

P77

P73

P70

P69

P68

P67

P66

P65

オプション

自動ログアウト

タイムゾーン/日時表示形式の設定

ユーザ管理の設定

ドメイン管理の設定

ファイル管理の設定

Podcast

Podcastとは/Podcastチャネルの作成

Podcastコンテンツの追加

Podcastチャネルの公開

Podcastチャネルの編集/削除

Podcastコンテンツの編集/削除

P63シェルアクセス

サーバ管理

P46サービスの停止/起動/再起動

P49サーバの再起動

P50タスクの作成

P53タスクの編集/無効/有効/削除

P57Apacheログの表示

P60アカウント情報の表示

P61タイムゾーンの設定

P62ソフトウェアファイヤーウォール

頁数設定項目
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■基本編

P98迷惑メール/隔離メールの確認

P97フォルダの一覧の表示

P94ゴミ箱の確認/削除

巻末資料

P122ソフトウェアファイヤーウォールセキュリティレベル一覧

P124メールフォルダ一覧

P121表示オプション

P120フォルダ表示オプション

P119送信メールオプション

P118自動返信の削除

P116自動返信の有効/設定

P115メール転送の削除

P114メール転送の追加

P113ウィルススキャンの有効/無効

P109ホワイトリストの追加/削除

webメール

P83webメールとは/webメールへのログイン

P84メールの表示/返信/削除/移動

P87メールの作成/送信

P90下書きの確認/送信/削除

P92送信済みメールの確認/削除

P101フォルダの追加

P102アドレス帳の表示/簡易追加

P103アドレス帳の追加

P105グループの作成

P106アドレス帳のインポート/エクスポート

P108スパムフィルタリングの有効/無効

P111ブラックリストの追加/削除

頁数設定項目
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初めに

VPS・Proサーバとは、verio社のVPSシリーズを元に、ぷらら社独自のカスタマイズを加えたホスティング
サーバになります。お客様で運用、トラブル対応を行っていただく事により安価な価格での提供を実現して
おります。

当マニュアルではお客様での運用、トラブル対応にあたり必要となる、コントロールパネルの操作方法につ
いて記載をしております。

VPS・Proサーバとは、verio社のVPSシリーズを元に、ぷらら社独自のカスタマイズを加えたホスティング
サーバになります。お客様で運用、トラブル対応を行っていただく事により安価な価格での提供を実現して
おります。

当マニュアルではお客様での運用、トラブル対応にあたり必要となる、コントロールパネルの操作方法につ
いて記載をしております。

お客様で調査、対応を行い原因が不明な場合、対応が困難な場合は当社にてサポートを行います。お問い
合わせの際は、お客様で行った調査内容についてお尋ねする場合もありますのでご了承下さい。

お客様で調査、対応を行い原因が不明な場合、対応が困難な場合は当社にてサポートを行います。お問い
合わせの際は、お客様で行った調査内容についてお尋ねする場合もありますのでご了承下さい。

1. 初めに

1.1 VPS・Proサーバについて

1.3 セキュリティ対応

1.4 サポートへの問い合わせについて

■基本編

VPS・Proサーバでは、セキュリティ対応や機能拡帳の為定期的にアップデートを行っております。
当マニュアルに記載されている機能、操作方法に関しては2010年4月現在の物になっております。
仕様、構成の変更が発生する場合があります、ご了承下さい。

VPS・Proサーバでは、セキュリティ対応や機能拡帳の為定期的にアップデートを行っております。
当マニュアルに記載されている機能、操作方法に関しては2010年4月現在の物になっております。
仕様、構成の変更が発生する場合があります、ご了承下さい。

VPS・Proサーバで提供しているサービスについては、下記のURLをご確認下さい。

BUSINESSぷらら：ビジネスサーバ：サービス内容

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

VPS・Proサーバで提供しているサービスについては、下記のURLをご確認下さい。

BUSINESSぷらら：ビジネスサーバ：サービス内容

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

1.2 提供サービスについて

designer
テキストボックス
VPS：http://biz.plala.or.jp/service/hosting/vps/index.htmlpro：http://biz.plala.or.jp/service/hosting/pro/function.html

designer
テキストボックス
BUSINESSぷらら：ビジネスサーバ　サービス内容

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/vps/index.html
http://biz.plala.or.jp/service/hosting/pro/function.html
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コントロールパネルへのログイン

VPS・ProシリーズではGUIを用いた管理を行う事が
可能となっております。
下記URLにアクセスを行いログインを行って下さい。

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

管理者向けコントロールパネルへアクセスを行う場合は
ホスティングログインIDでログインを行い
その他の場合は、お客様で作成されたユーザ名で
ログインを行ってください

※サーバの管理を行う為にはホスティングログインIDで
ログインする必要があります。

ホスティングログインIDでログインを行った場合は
サーバ管理者としてログインします。
ユーザ機能に加えて全ての機能を表示します。

サーバの管理やユーザの追加、管理などを行う場合は
管理者権限が必要となりますので、こちらをご利用下さい。

複数のドメインをご利用する場合にのみ必要なユーザ
になります。

1.コントロールパネルへのログイン

1.1 コントロールパネルへのログイン

1.2 サーバ管理者

ドメイン管理者でログインを行った場合は
ドメイン管理者権限に対応した機能を表示します。

サーバ管理者権限と比較し、存在しない機能は
下記の項目となります。

・ユーザ管理 (ドメイン管理者の追加)
・ドメイン管理 (ドメインの追加)
・システム管理(サービス管理、タスク管理、アカウント
情報の表示、タイムゾーンの設定、ソフトウェアファイ
ヤーウォール)

1.3 ドメイン管理者
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コントロールパネルへのログイン

1.4 メール管理者

1.5 エンドユーザ

メール管理者でログインを行った場合は
メール管理者権限に対応した機能を表示します。

サーバ管理者権限と比較し、存在しない機能は
下記の項目となります。

・ユーザ管理
(ドメイン管理者の追加、メール管理者の追加)

・ドメイン管理(全て)
・システム管理(全て)
・グローバルツール(PodCast)

エンドユーザ権限に対応した機能を表示します。

サーバ管理者権限と比較し、存在しない機能は
下記の項目となります。

・ユーザ管理 (全て)
・ドメイン管理 (全て)
・メールシステム(全て)
・ファイル管理(全て)
・オプション（ユーザ管理の設定、ドメイン管理の設
定、ファイル管理の設定)

・グローバルツール(PodCast)
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ヘルプの表示

2.2 ヘルプの表示

左記はヘルプの表示例になります。

2. ヘルプの表示
2.1 ヘルプボタン

コントロールパネル右上にヘルプと書かれた
ボタンがあります。

こちらをクリックする事により、ヘルプを見ることが
可能です。

※コントロールパネルの操作方法、用語説明
など記載されています。本書とあわせて、ご
利用下さい。

2.3 ヘルプ内の検索

またヘルプでは、ヘルプ内の検索も行えます。
ヘルプ画面下部の検索ボックスに探したい単
語を入力し、カテゴリを選択後検索ボタンをク
リックして下さい。
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エンドユーザの作成

3.2 エンドユーザ情報の入力

登録画面が表示されます。
下記の情報を入力し、次へをクリックして下さ
い。

・氏名
ユーザの氏名
・ログインID
ログインID名
・パスワード
ユーザが使用するパスワード
・新パスワードの確認
同上
・ユーザディスク容量
ユーザが使用するディスク容量
・エンドユーザ権限
ユーザが利用する権限
・ドメイン名
ユーザを登録したいドメイン
・コメント
備考欄

※ユーザディスク容量は十分に余裕を持った
値を設定し、ディスク容量が100%にならない
ように設定を行ってください。

3. エンドユーザの作成

3.1 エンドユーザの作成
VPS・Proではお客様でユーザの作成を行う事
が可能となっています。エンドユーザの作成を
行うには、下記の操作を行ってください。

初めにユーザ管理内のエンドユーザの追加を
クリックして下さい。
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エンドユーザの作成

3.5 作成の確認

保存をクリックすると画面上部に、ユーザを
追加しました。と表示されます。

ユーザ作成の際はこちらを必ず確認して下さ
い。

3.3 メール設定

メール設定の画面が表示されます。下記の情
報を入力し次へをクリックして下さい。

・メールアドレス
メールアドレス
・メールアプリケーション
ウェブメール/Spamassassin/ClamAntiVirusの
使用有無

以上で、エンドユーザの作成が完了します。

VPS・Proでは、登録が行えるユーザ数の上限はありませんが
お客様のメール送受信数やwebサイトのヒット数などのサーバのご利用状況により
同時に利用できるユーザ数が前後する場合があります。

サーバのパフォーマンスを使い切ると、コントロールパネルへのアクセスが行えない状態となりますので余
裕を持ったユーザ数でご利用していただきますようお願いします。

以上で、エンドユーザの作成が完了します。

VPS・Proでは、登録が行えるユーザ数の上限はありませんが
お客様のメール送受信数やwebサイトのヒット数などのサーバのご利用状況により
同時に利用できるユーザ数が前後する場合があります。

サーバのパフォーマンスを使い切ると、コントロールパネルへのアクセスが行えない状態となりますので余
裕を持ったユーザ数でご利用していただきますようお願いします。

3.4 プレビューの確認

設定のプレビュー画面が表示されます。
登録内容を確認し、保存をクリックして下さい。
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メール管理者の作成

4.2 メール管理者情報の入力

登録画面が表示されます。
下記の情報を入力し、次へをクリックして下さ
い。

・氏名
ユーザの氏名
・ログインID
ログインID名
・パスワード
ユーザが使用するパスワード
・新パスワードの確認
同上
・ユーザディスク容量
メール管理者が使用するディスク容量
・メール管理者権限
メール管理者が利用する権限
・ドメイン名
メール管理者を登録したいドメイン
・コメント
備考欄

※ユーザディスク容量は十分に余裕を持った
値を設定し、ディスク容量が100%にならない
ように設定を行ってください。
※ユーザディスク容量を0MBに設定する事に
より、無制限に設定する事が可能です。

4. メール管理者の作成
4.1 メール管理者の作成

VPS・Proではお客様でユーザの作成を行う事
が可能となっています。
メール管理者の作成を行うには、下記の操作
を行ってください。

初めにユーザ管理内のメール管理者の追加
をクリックして下さい。

※メール管理者はエンドユーザより上位の権
限を持っています。詳細は前述のコントロール
パネルへのログイン内の、メール管理者をご
確認下さい。
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メール管理者の作成

4.5 作成の確認

保存をクリックすると画面上部に、ユーザを
追加しました。表示されます。

メール管理者の作成の際はこちらを必ず確
認して下さい。

4.3 メール設定

以上で、メール管理者の作成が完了します。

VPS・Proでは、ご契約のプランにより登録が行えるユーザ数
同時にご利用になられるユーザ数の上限が異なります。
また、お客様のメール送受信数やwebサイトのヒット数などのサーバのご利用状況により
同時に利用できるユーザ数が前後する場合があります。

サーバのパフォーマンスを使い切ると、コントロールパネルへのアクセスが行えない状態となりますので余
裕を持ったユーザ数でご利用していただきますようお願いします。

以上で、メール管理者の作成が完了します。

VPS・Proでは、ご契約のプランにより登録が行えるユーザ数
同時にご利用になられるユーザ数の上限が異なります。
また、お客様のメール送受信数やwebサイトのヒット数などのサーバのご利用状況により
同時に利用できるユーザ数が前後する場合があります。

サーバのパフォーマンスを使い切ると、コントロールパネルへのアクセスが行えない状態となりますので余
裕を持ったユーザ数でご利用していただきますようお願いします。

4.4 プレビューの確認

設定のプレビュー画面が表示されます。
登録内容を確認し、保存をクリックして下さい。

メール設定の画面が表示されます。下記の情
報を入力し次へをクリックして下さい。

・メールアドレス
メールアドレス
・メールアプリケーション
ウェブメール/Spamassassin/ClamAntiVirusの
使用有無
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ユーザ情報の確認/編集

5.2 ユーザ情報の入力

ユーザリストが表示されます。

5. ユーザ情報の確認/編集

5.1 ユーザ一覧
VPS・Proではお客様にてユーザ情報の確認、
編集を行う事が可能となっています。
ユーザ情報の確認、編集を行うには
下記の操作を行ってください。

初めにユーザ管理内のユーザ一覧をクリック
して下さい。

5.3 ユーザのリスト表示

標準でユーザリストは１ページ５人単位の表示
となっています。対象のユーザが見つからな
い場合は、画面上部の前へや次へクリックし
該当のユーザを表示させて下さい。

5.4 特定ユーザのリスト表示結果

確認を行いたいユーザのプロパティをクリック
して下さい。
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ユーザ情報の確認/編集

5.5 プロフィールの表示

ユーザの情報が表示されます。

※左記はエンドユーザの表示例になります。

5.6 プロフィールの編集

プロフィールの編集を行う場合はプロフィー
ル編集をクリックして下さい。

5.7 エンドユーザ情報の入力

プロフィールが表示されます。
任意の情報を入力し、保存をクリックして下さ
い。

※左記はエンドユーザの表示例になります。

5.8 変更の確認

保存をクリックすると、画面上部に変更しまし
た。と表示されます。

プロフィールの変更の際は、必ずこちらを確
認して下さい。
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ユーザ情報の確認/編集

5.9 メール設定の編集

メール設定の編集を行う場合はメール設定
編集をクリックして下さい。

5.10 プロフィールの編集

メール設定が表示されます。
任意の情報を入力し、保存をクリックして下さ
い。

※左記はエンドユーザの表示例になります。

5.11 エンドユーザ情報の入力

保存をクリックすると、画面上部に変更しまし
た。と表示されます。

メール設定変更の際は、必ずこちらを確認し
て下さい。

以上で、ユーザ情報の確認/編集が完了します。以上で、ユーザ情報の確認/編集が完了します。
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ユーザの停止

6.2 ユーザ情報の入力
ユーザリストで停止を行いたいユーザを表示
し、利用停止をクリックして下さい

6. ユーザの停止
6.1 ユーザ一覧

VPS・Proではお客様にて特定のユーザを使
用停止にする事が行えます。
特定のユーザの停止を行うには下記の操作
を行ってください。

初めに停止を行いたいユーザをユーザリスト
にて表示させて下さい。

※ドメイン管理者を停止させた場合は該当の
ドメインも停止されますので、ご注意下さい。

6.3 ユーザのリスト表示

停止をクリックすると画面上部に、ユーザが停
止されましたと表示されます。

ユーザの停止を行う場合はこちらを必ず確認
して下さい。

以上で、ユーザの停止が完了します。以上で、ユーザの停止が完了します。
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ユーザの開始

7.2 ユーザ情報の入力
ユーザリストで開始を行いたいユーザを表示
し、利用開始をクリックして下さい

7. ユーザの開始

7.1 ユーザ一覧
ユーザ停止の機能で使用停止にしたユーザ
を再度利用可能にする事ができます。停止し
たユーザを再度利用可能とするには下記の
操作を行ってください。

初めにユーザ設定内のユーザリストをクリック
して下さい。

※ドメイン管理者を開始させた場合は該当の
ドメインも開始されますので、ご注意下さい。

7.3 ユーザのリスト表示

開始をクリックすると画面上部に、利用開始し
ましたと表示されます。

ユーザの開始を行う場合はこちらを必ず確認
して下さい。

以上で、ユーザの開始が完了します。以上で、ユーザの開始が完了します。
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ユーザの削除

8.2 ユーザの削除操作

ユーザリストで削除を行いたいユーザに
チェックを入れ、削除をクリックして下さい。

8. ユーザの削除

8.1 ユーザ一覧

VPS・Proではお客様にてユーザの削除が行
えます。ユーザの削除を行うには下記の操作
を行ってください。

初めに削除したいユーザをユーザリストにて
表示させて下さい。

8.3. 削除の確認

削除の確認画面が表示されます。

削除を行うユーザが問題ない事を確認し
OKをクリックして下さい。

8.4 削除の表示

以上で、ユーザの削除が完了します。以上で、ユーザの削除が完了します。

削除をクリックすると画面上部に、ユーザが
削除されましたと表示されます。

ユーザの削除を行う場合はこちらを必ず確認
して下さい。
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管理者パスワードの変更

9.2 パスワード変更操作

パスワードの変更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。

・元のパスワード
現在のパスワード
・新パスワード
新しいパスワード
・新パスワードの確認
新しいパスワード

下記の要素を満たすパスワードである事を強
くお勧めします。
・16文字以上
・英字、数字の混在
・単純な並びでは無い事(1234....やabcdなど)
・英単語、ローマ字の綴りではない事

9. 管理者パスワードの変更

9.1 パスワードの変更

VPS・Proでは管理者やお客様で作成したユー
ザのパスワードの変更が行えます。エンド
ユーザ/メール管理者/ドメイン管理者は6. 
ユーザ情報の確認/編集 でパスワードの変更
が行えますが管理者パスワードの変更はユー
ザリストから行えませんので、下記の操作を
行ってください。

初めにアカウント設定内にあるパスワード変
更をクリックして下さい。

※管理者パスワードの変更は、管理者用のコ
ントロールパネルで行って下さい。

以上で、管理者パスワードの変更が完了します。以上で、管理者パスワードの変更が完了します。
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メールエイリアスの追加

10.2 メールアドレスの追加

メールアドレスの追加画面が表示されます。
下記の情報を入力し、次へをクリックして下さ
い。

・メールアドレス
追加するメールアドレス
・メール受信
上記のアドレスでメールを受信した場合、ど
のような処理を行なうかどうか。
メール拒否/メールの自動削除/ローカルメー
ルボックス/転送から選択。

10. メールエイリアスの追加
10.1 メールアドレスの追加

VPS・Proでは、ユーザに対して複数のメール
アドレスを設定する事が可能です。
こちらをメールエイリアスと言います。
メールエイリアスを使用する場合には、下記
の操作を行ってください。

初めにメールシステム内にあるメールアドレス
の追加をクリックして下さい。

※メール転送とは異なりますのでご注意下さ
い。お手持ちの携帯電話や他のドメインへ
メールを転送したい場合は、後述のメール転
送の追加をご利用下さい。

設定例

左記はplala_tarou2宛てに届いたメールを
plala_tarouのメールボックス(受信箱)に配信す
る例になります。

10.3 追加の確認

保存ボタンをクリック後、画面上部に追加しま
した。と表示されます。

メールエイリアスの追加の際は、こちらを必ず
ご確認下さい。

以上で、メールエイリアスの追加が完了します。以上で、メールエイリアスの追加が完了します。
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メールエイリアスの削除

11.2 メールアドレスの一覧表示

メールアドレスの一覧が表示されます。

11. メールエイリアスの削除
11.1 メールアドレス一覧

お客様で作成を行ったメールエイリアスの削
除を行う場合は、下記の操作を行ってください。

初めにメールシステム内にあるメールアドレス
一覧をクリックして下さい。

※メールエイリアスの設定や確認は管理者用
コントロールパネルで行って下さい。

11.3 対象ユーザの選択

削除を行いたいメールアドレスの削除をクリッ
クして下さい。

11.4 対象ユーザの選択

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。
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メールエイリアスの削除

以上で、メールエイリアスの削除が完了します。以上で、メールエイリアスの削除が完了します。

11.5 変更の確認

OKをクリック後、画面上部に削除しました。と
表示されます。

メールエイリアスの削除の際は、必ずこちらを
確認して下さい。
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プロフィールの確認/変更

12. プロフィールの確認/変更

12.1 プロフィールの表示

プロフィールの確認/変更を行うには、下記の
操作を行ってください。

プロフィール内のプロフィールの表示を選択し
て下さい。

12.2 プロフィールの確認

現在設定されているプロフィールが表示され
ます。

左記はホスティングログインIDでログインした
場合のサーバ管理者の表示例になります。

・氏名
氏名
・ログインID
ログインIDに使用したID
・パスワード
パスワードの変更をクリックする事によりパス
ワードの変更が行えます。
・ホームディレクトリ
シェルログイン時のホームディレクトリ
・サーバディスク容量
現在のサーバの容量、使用している容量が確
認できます。
・ユーザディスク容量
プロフィールを開いているユーザの割り当て
容量、使用している容量が確認できます。
※容量制限が設定されていない場合は割り
当てされている容量は0Mと表示されます。
・サーバ管理者権限
割り当てられているサーバ管理者権限の一覧
が表示されます。
・エンドユーザー権限
割り当てられているエンドユーザー権限が表
示されます。
・ドメイン一覧
サーバに登録されている、ドメイン一覧が表示
されます。
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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



32
NTT Plala Inc.

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。



43
NTT Plala Inc.

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。
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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。
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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。
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自動ログアウトの設定

1.自動ログアウト

1.1 自動ログアウト
VPS・Proではコントロールパネルにログイン
後、一定時間操作を行わなかった場合に自動
的にログアウトを行なう機能があります。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自動ログアウトをク
リックしてください。

1.2 自動ログアウトの設定

自動ログアウトの設定画面が表示されます。
自動ログアウトまでの時間を設定し、保存をク
リックして下さい。

1.3 設定の確認

保存をクリックすると、画面上部に、変更を保
存しました。と表示されます。

自動ログアウトの設定を行った場合は、こちら
を確認して下さい。

以上で、自動ログアウトの設定が完了します。以上で、自動ログアウトの設定が完了します。
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タイムゾーン/日時表示形式の設定

2.タイムゾーン/日時表示形式の設定

2.1 日付と時刻
VPS・Proではコントロールパネルでの日時表
示について、変更を行う事ができます。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日付と時刻をクリッ
クしてください。

2.2 日付と時刻のオプション

下記の設定を行い、保存をクリックして下さい。

・タイムゾーン
タイムゾーン
・日付表示の形式
年月日の表示順
・時間表示の形式
12/24時間表記
・日付と時刻の順序
日付、時刻の表示順

※サーバのタイムゾーンの設定ではありませ
ん。ご注意下さい。

2.3 変更の確認

保存をクリックすると、画面上部に、変更を保
存しました。と表示されます。

設定を行った場合は、こちらを確認して下さい。

以上で、タイムゾーン/日時表示形式の設定が完了します。以上で、タイムゾーン/日時表示形式の設定が完了します。
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3.ユーザ管理の設定

3.1 ユーザ管理の設定
ユーザ一覧の表示件数の変更が行えます。
ユーザ一覧の設定を行うには、下記の作業を
行ってください。

初めにオプション内のユーザ一覧の設定をク
リックして下さい。

3.2 ユーザ管理の設定

1ページあたりの表示ユーザ数を選択し、保存
をクリックして下さい。

3.3 変更の確認

保存をクリックすると、画面上部に、変更を保
存しました。と表示されます。

設定を行った場合は、こちらを確認して下さい

以上で、ユーザ管理の設定が完了します。以上で、ユーザ管理の設定が完了します。
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4.ドメイン管理の設定

4.1 ドメイン管理の設定
ドメイン一覧の表示件数の変更が行えます。
ドメイン管理の設定を行うには、下記の作業を
行ってください。

初めにオプション内のドメイン管理の設定をク
リックして下さい。

4.2 ドメイン管理の設定

1ページあたりの表示ドメイン数を選択し、保存
をクリックして下さい。

4.3 変更の確認

保存をクリックすると、画面上部に、変更を保
存しました。と表示されます。

設定を行った場合は、こちらを確認して下さい

以上で、ドメイン管理の設定が完了します。以上で、ドメイン管理の設定が完了します。
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5.ファイル管理の設定

5.1 ファイル管理の設定
ファイル管理を利用した場合の、開始ディレク
トリや隠しファイルの表示有無について変更
が行えます。ファイル管理の設定を行うには、
下記の作業を行ってください。

初めにオプション内のファイル管理の設定をク
リックして下さい。

5.2 ファイル管理の設定

ファイル管理をクリックした際の表示ディレクト
リや、隠しファイルの表示の有無が選択できま
す。

設定を行った場合は、保存をクリックして下さ
い。

5.3 変更の確認

保存をクリックすると、画面上部に、変更を保
存しました。と表示されます。

設定を行った場合は、こちらを確認して下さい。

以上で、ファイル管理の設定が完了します。以上で、ファイル管理の設定が完了します。
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1.Podcastとは

1.1 Podcastとは

Podcastとは、RSSを使用し文章、動画、音楽を配信する為の仕組みです。
VPS・Proでは、コントロールパネルよりPodcastの設定を行う事が出来ます。

Podcastとは、RSSを使用し文章、動画、音楽を配信する為の仕組みです。
VPS・Proでは、コントロールパネルよりPodcastの設定を行う事が出来ます。

1.2 配信の手順

Podcastでの配信を行うには、
1. Podcastチャネルの作成
2. Podcastチャネルへのコンテンツの追加
3. Podcastチャネルの公開
の手順で行います。
本書では、コントロールパネルを利用しPodcastチャネルの作成及びコンテンツを作成し
コンテンツを閲覧する手順について記載しています。

Podcastでの配信を行うには、
1. Podcastチャネルの作成
2. Podcastチャネルへのコンテンツの追加
3. Podcastチャネルの公開
の手順で行います。
本書では、コントロールパネルを利用しPodcastチャネルの作成及びコンテンツを作成し
コンテンツを閲覧する手順について記載しています。

2.1 Podcast
VPS・Proではコントロールパネル上で
Podcastの管理が行なえます。Podcastチャネ
ルの作成を行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Podcastをク
リックして下さい。

2.2 Podcastチャネルの作成

Podcastの管理画面が表示されます。Podcast
チャネルを作成するには、新たにRSSフィード
を作成するをクリックして下さい。

2. Podcastチャネルの作成
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Podcastとは/Podcastチャネルの作成

2.3 Podcastチャネルの作成

Podcastチャネルの追加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。

・Podcastチャネルのタイトル
チャネルのタイトル名
・RSSフィードが存在するドメイン名
ドメイン名
・RSSフィードが存在するディレクトリ名
サーバ上のディレクトリ名
・Podcastチャネル(RSSフィード)のファイル名
サーバ上のRSSフィードのファイル名
※拡帳子 .rssまで指定して下さい。
・RSSフィードロゴを設置するサイトURL
ロゴのURL
・Podcastチャネル(RSSフィード)概要
チャネルを開いた際に表示されるRSSフィード
の概要
・言語
情報の配信に使用する言語
・Copyright
著作権表示
・公開日
コンテンツの公開日及びタイムゾーン
・RSSリーダー用imageファイル
RSSリーダーで使用する画像ファイル

2.4 iTunesディレクトリ関連情報

iTunesディレクトリ登録時に必要となる情報を
入力するには、iTunesディレクトリ関連情報を
表示するをクリックして下さい。
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2.5 iTunesディレクトリ関連情報

iTunesディレクトリ関連情報が表示されます。

・Podcastチャネル(RSSフィード)のサブタイトル
チャネルのサブタイトル名
・RSSフィード作成者
RSSフィードの作成者名
・概要
チャネルの概要
・Podcastチャネル(RSSフィード)のカテゴリー
チャネルのカテゴリー
・所有者
所有者名
・所有者メールアドレス
所有者連絡先メールアドレス
・iTunesディレクトリ用imageファイルURL
・露骨/卑猥な内容の有無
露骨/卑猥な内容がまったく存在しない場合は、
クリーンを選択して下さい。存在する場合は有
りを選択して下さい。
iTunes Player上にCLEANやEXPLICITマーク
が表示されるようになります。
無しを選択した場合は両マークとも表示されま
せん。

・iTuneディレクトリからの参照一時停止
一時停止の有無
※iTunes Music StoreのPodcastのディレクトリ
に登録した方がディレクトリの参照を一時的に
停止する場合に利用します。

2.6 Podcastチャネルの確認

保存をクリックすると、画面上部に作成されま
したと表示されます。また、作成したPodcastチ
ャネルが一覧に表示されます。

Podcastチャネル作成の際は、こちらを確認し
て下さい。

以上で、Podcastチャネルの作成が完了します。以上で、Podcastチャネルの作成が完了します。
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3.1 Podcast

VPS・Proではコントロールパネル上で
Podcastの管理が行なえます。Podcastチャネ
ルへのコンテンツの追加を行うには下記の作
業を行ってください。

初めにグローバルツール内のPodcastをク
リックして下さい。

3. Podcastコンテンツの追加

3.2 Podcastチャネルの一覧

Podcastチャネルにコンテンツを追加するには、
Podcastコンテンツの追加をクリックして下さい。

3.3 コンテンツ追加

コンテンツの追加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。

・コンテンツのタイトル
タイトル
・コンテンツファイル
コンテンツファイル
・コンテンツ概要
コンテンツの概要
・コンテンツ作成者メールアドレス
コンテンツ作成者のメールアドレス
・コンテンツ公開日
コンテンツの公開日
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3.4 コンテンツファイルの追加

コンテンツファイルを選択する場合は、

アップロードをクリックして下さい。

3.5 コンテンツファイルの選択

アップロードをクリックすると、コンテンツファイ
ルの選択画面が表示されます。

サーバ内にアップロードされているファイルを
選択する場合は画面中央部のディレクトリの
変更を選び、ファイルのselectをクリックして下
さい。



75
NTT Plala Inc.

Podcastコンテンツの追加

3.6 コンテンツファイルの選択

リストにファイルを追加するにはアップロードを
行ってください。

画面下部にファイルパスを入力しアップロード
をクリックして下さい。

3.7 ファイルのアップロードの確認

アップロードをクリックすると、画面上部にアッ
プロードされました。と表示されます。

リストにファイルを追加する場合は、こちらをご
確認下さい。

3.8 iTunesディレクトリ関連情報

iTunesディレクトリ登録時に必要となる情報を
入力するには、iTunesディレクトリ関連情報を
表示するをクリックして下さい。
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Podcastコンテンツの追加

3.9 iTunesディレクトリ情報の入力

以上で、Podcastコンテンツの追加が完了します。以上で、Podcastコンテンツの追加が完了します。

3.10 確認

保存をクリックすると、画面上部に作成されま
したと表示されます

Podcastコンテンツの追加の際は、こちらを確
認して下さい。

iTunesディレクトリ登録時に必要となる情報の
入力が行えます。

・コンテンツサブタイトル
Podcastコンテンツサブタイトル
・コンテンツ作成者
Podcastコンテンツの作成者
・コンテンツの概要
Podcastコンテンツの概要
・再生時間
Podcastコンテンツの総再生時間
・コンテンツのキーワード
Podcastコンテンツ公開時のキーワード
・露骨/卑猥な内容の有無
露骨/卑猥な内容がまったく存在しない場合は、
クリーンを選択して下さい。存在する場合は有
りを選択して下さい。
iTunes Player上にCLEANやEXPLICITマーク
が表示されるようになります。
無しを選択した場合は両マークとも表示されま
せん。
・iTunesディレクトリからの参照一時停止
※iTunes Music StoreのPodcastのディレクトリ
に登録した方がディレクトリの参照を一時的に
停止する場合に利用します。
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4.1 Podcast

作成したPodcastチャネルを公開するには、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Podcastをク
リックして下さい。

4. Podcastチャネルの公開

4.2 Podcastチャネルの一覧

公開したいPodcastチャネルのアイコンをクリッ
クして下さい。

4.3 リンクの表示

Podcastチャネルの公開リンクが表示されます。

ホームページなどで公開する場合は、左記の
タグをそのまま掲載して下さい。

以上で、Podcastチャネルの公開が完了します。以上で、Podcastチャネルの公開が完了します。
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5.1 Podcast

作成したPodcastチャネルを編集/削除するに
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Podcastをク
リックして下さい。

5. Podcastチャネルの編集/削除

5.2 Podcastチャネルの一覧

編集を行ないたいPodcastチャネルの編集をク
リックして下さい。

5.3 Podcastチャネルの編集

編集画面が表示されます。任意の編集を行い、
保存をクリックして下さい。
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5.4 変更の確認

保存をクリックすると、画面上部に変更されま
したと表示されます。

Podcastチャネルの編集の際はこちらを確認し
て下さい。

5.5 Podcastチャネルの削除

Podcastチャネルの削除を行うには、削除を行
いたいフィードの削除をクリックして下さい。

5.6 削除の確認

削除をクリックすると、画面上部に削除されま
したと表示されます。

Podcastチャネルの削除の際はこちらを確認し
て下さい。

以上で、Podcastチャネルの編集/削除が完了します。以上で、Podcastチャネルの編集/削除が完了します。
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Podcastコンテンツの編集/削除

6.1 Podcast

作成したPodcastチャネルのコンテンツの編集
/削除を行うには、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Podcastをク
リックして下さい。

6. Podcastコンテンツの編集/削除

6.2 Podcastチャネルの表示

編集を行ないたいPodcastチャネルのアイコン
をクリックして下さい。

6.3 Podcastコンテンツの編集

Podcastコンテンツが表示されます。編集した
いコンテンツの編集をクリックして下さい。
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6.4 コンテンツの編集

Podcastチャネルのコンテンツの編集画面が
表示されます。任意の編集を行い、保存をク
リックして下さい。

6.5 変更の確認

保存をクリックすると、画面上部に変更されま
したと表示されます。
Podcastチャネルのコンテンツの編集の際は、
こちらをご確認下さい。

6.6 コンテンツの削除

Podcastチャネルのコンテンツの削除を行なう
場合は削除をクリックして下さい。
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6.7 削除作業の確認

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。

6.8 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。

Podcastチャネルのコンテンツの削除を行う場
合はこちらをご確認下さい。

以上で、Podcastチャネルのコンテンツの編集/削除が完了します。以上で、Podcastチャネルのコンテンツの編集/削除が完了します。



83
NTT Plala Inc.

webメールとは/webメールへのログイン

2.3 メール一覧

webメールが表示されます。

1.webメール

2.2 webメール

ログイン後、画面左側上部のメールをクリック
して下さい。

下記URLにアクセスを行い
メールを利用したいユーザでログインを行って下さい。

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

※webメールで設定を行った場合は、webメールにログインし
たユーザに対してのみ設定が反映されます。

2.1 コントロールパネルへのログイン

以上で、webメールへのログインが完了します。以上で、webメールへのログインが完了します。

1.1 webメールとは

VPS・Proでは、標準でブラウザを利用したメールクライアントが搭載されています。
こちらのwebメールは全てのユーザが利用する事が可能です。
メールを利用したいユーザでログインを行いご利用下さい。

また、各種設定を行った場合はログインしているユーザのみ設定が反映されます。

VPS・Proでは、標準でブラウザを利用したメールクライアントが搭載されています。
こちらのwebメールは全てのユーザが利用する事が可能です。
メールを利用したいユーザでログインを行いご利用下さい。

また、各種設定を行った場合はログインしているユーザのみ設定が反映されます。

2.webメールへのログイン
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3.2 メール一覧

受信したメールの一覧が表示されます。表示
したいメールの件名をクリックして下さい。

3.メールの表示/返信/削除/移動

3.1 受信箱
webメールでメールの確認/表示/返信/削除/
移動を行うには、下記の作業を行ってください。

初めに、メールフォルダ内の受信箱をクリック
して下さい。

3.3 メールの表示

メールが表示されます。
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3.4 返信

返信を行なうには、返信をクリックして下さい。

3.5 返信メールの記入

件名、本文が自動的に引用され、返信メール
の作成画面が表示されます。

作成画面では、宛先、Cc、Bcc、件名、本文、
オプション、添付ファイルの入力が行えます。

入力が完了しましたら、送信をクリックして下さ
い。

3.6 送信の確認

送信をクリックすると、画面上部に送信しまし
た。と表示されます。

メールの返信を行なう際は、必ずこちらをご確
認下さい。
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3.7 削除

届いたメールが不要な場合は、削除をクリック
して下さい。

3.8 削除の確認

削除をクリックすると、画面上部に削除しまし
た。と表示されます。メールの削除を行なう際
は、必ずこちらをご確認下さい。

※メールの削除を行ってもメールは削除され
ずゴミ箱に移動されます。完全にメールを消去
する場合は、後述のゴミ箱の確認/削除を参考
に消去を行ってください。

3.9 メールの移動

メールを他のフォルダに移動するには、画面
上部のプルダウンメニューを利用し、メールの
移動を行なってください。

移動先のディレクトリを選択し、移動をクリック
して下さい。

3.10 移動の確認

移動をクリックすると、画面上部に移動しまし
た。と表示されます。

メールの移動を行なう際は、必ずこちらをご確
認下さい。

以上で、メールの表示/返信/削除/移動が完了します。以上で、メールの表示/返信/削除/移動が完了します。
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4.2 メール作成

メールの作成画面が表示されます。

差出人、宛先、Cc、Bcc、件名、本文、オプショ
ン、添付ファイルを入力して下さい。

※また、送信せずに下書きとしてメールを保存
する事が可能です。下書きとして保存する場
合は、送信ボタンの横の下書き保存をクリック
して下さい。

4.メールの作成/送信

4.1 新規作成

webメールでメールの作成/送信を行なうには、
下記の作業を行ってください。

初めにメールフォルダ内の新規作成をクリック
して下さい。

4.3 添付ファイル

添付ファイルを追加するには、添付ファイル内
にある、追加、編集をクリックして下さい。
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メールの作成/送信

4.6 添付ファイルの確認

終了をクリックするとメールに添付ファイルが
追加されます。

4.4 添付ファイルの追加

追加、編集をクリックすると添付ファイルの追
加画面が表示されます。
参照をクリックしファイルを選択し、ファイル添
付をクリックして下さい。

4.5 添付ファイルの一覧

ファイル添付をクリックすると、画面中央部に
添付したファイルの一覧が表示されます。

※送信メールの最大サイズは添付ファイルを
含め10MBとなっています。最大サイズを超え
ないように送信を行ってください。

4.7 アドレス帳からの入力

送信先は手動で入力も行なえますが、後述の
アドレス帳より宛先やCCなどを入力する事も
可能です。

アドレス帳に登録されたアドレスに送信を行う
には、宛先やCCなどをクリックして下さい。
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4.8 メール作成

アドレス帳が表示されます。
送信を行いたいアドレスにチェックを入れ、OK
をクリックして下さい。

4.11 送信の確認

送信をクリックすると、画面上部に送信しまし
た。と表示されます。

メールの送信の際は、必ずこちらをご確認下さ
い。

4.9 送信先の自動入力

OKをクリックすると、自動的に入力が行われま
す。

4.10 メール作成

宛先や、本文の入力が終わりましたら送信を
クリックして下さい。

以上で、メールの作成/送信が完了します。以上で、メールの作成/送信が完了します。
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下書きの確認/送信/削除

5.2 下書きの一覧

下書きの一覧が表示されます。中身を表示し
たい下書きの件名をクリックして下さい。

5.下書きの確認/送信/削除

5.1 下書き
メールの返信、送信時に下書きに保存を選択
した場合、下書きが保存されます。

下書きの確認/送信/削除を行なうには、下記
の作業を行ってください。

初めにメールフォルダ内の新規作成をクリック
して下さい。

4.4 送信の確認

送信をクリックすると、画面上部に送信しまし
た。と表示されます。

下書きしたメールの送信の際は、必ずこちらを
ご確認下さい。

※下書きを送信する事により、保存された下
書きは自動的に消去されます。

5.3 下書きの送信

保存した下書きが表示され編集が行えます。

下書きを送信する場合は、送信をクリックして
下さい。
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下書きの確認/送信/削除

5.5 下書きの削除

下書きの削除を行う場合は、下書きの一覧か
ら削除したいメールにチェックを入れ、削除を
クリックして下さい。

5.6 削除の確認

削除をクリックすると、画面上部に削除しまし
た。と表示されます。下書きの削除を行なう際
は、必ずこちらをご確認下さい。

※メールの削除を行ってもメールは削除され
ずゴミ箱に移動されます。完全にメールを消去
する場合は、後述のゴミ箱の確認/削除を参考
に消去を行ってください。

以上で、下書きの確認/送信/削除が完了します。以上で、下書きの確認/送信/削除が完了します。
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送信済みメールの確認/削除

6.2 送信済みメールの一覧

送信済みメールの一覧が表示されます。中身
をメールの件名をクリックして下さい。

6.送信済みメールの確認/削除

6.1 送信済み

メールの返信、送信時にメールのコピーを送
信済みフォルダに保存を選択した場合、送信
したメールのコピーが保存されます。

送信済みメールの確認/削除を行なうには、下
記の作業を行ってください。

初めにメールフォルダ内の送信済みをクリック
して下さい。

6.3 送信済みメールの確認

送信済みメールが表示されます。
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送信済みメールの確認/削除

6.4 送信済みメールの削除

送信済みメールの削除を行う場合は、メール
の一覧から削除したい送信済みメールに
チェックを入れ、削除をクリックして下さい。

6.5 削除の確認

削除をクリックすると、画面上部に削除しまし
た。と表示されます。

送信済みメールの削除を行なう際は、必ずこ
ちらをご確認下さい。

※メールの削除を行ってもメールは削除され
ずゴミ箱に移動されます。完全にメールを消去
する場合は、後述のゴミ箱の確認/削除を参考
に消去を行ってください。

以上で、送信済みメールの確認/削除が完了します。以上で、送信済みメールの確認/削除が完了します。
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ゴミ箱の確認/削除

7.2 ゴミ箱の一覧

ゴミ箱に移動されたメールの一覧が表示され
ます。中身を表示したいメールの件名をクリッ
クして下さい。

7.ゴミ箱の確認/削除

7.1 ゴミ箱

メールの削除を行った場合、サーバからメー
ルは削除されず、ゴミ箱へ移動されます。

ゴミ箱の確認/削除を行なうには、下記の作業
を行ってください。

初めにメールフォルダ内のゴミ箱をクリックし
て下さい。

7.3 メールの確認

ゴミ箱に移動されたメールが表示されます。
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ゴミ箱の確認/削除

7.6 メールの消去

メールの消去を行うには、ゴミ箱のメールの一
覧から消去したいメールにチェックを入れ、削
除をクリックして下さい。クリックと同時にメー
ルが削除されます。

※確認メッセージは表示されませんので、ご注
意下さい。
※ゴミ箱から削除を行った場合は、サーバか
ら完全に消去されます。

7.4 メールの移動

誤って削除を行ったメールなどは、画面上部
のプルダウンメニューを利用し、メールの移動
を行なってください。

移動先のディレクトリを選択し、移動をクリック
して下さい。

7.5 移動の確認

移動をクリックすると、画面上部に移動しまし
た。と表示されます。

メールの移動を行なう際は、必ずこちらをご確
認下さい。

7.7 ゴミ箱を空にする

ゴミ箱にあるメール全てを消去するには、ゴミ
箱を空にするをクリックして下さい。
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ゴミ箱の確認/削除

以上で、ゴミ箱の確認/削除が完了します。以上で、ゴミ箱の確認/削除が完了します。

7.8 確認

ゴミ箱を空にするをクリックすると、画面上部に
ゴミ箱は空です。と表示されます。

ゴミ箱からメールの消去を行なう際は、必ずこ
ちらをご確認下さい。

※確認メッセージは表示されませんので、ご注
意下さい。
※ゴミ箱から削除を行った場合は、サーバか
ら完全に消去されます。
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フォルダ一覧の表示

8.2 フォルダの一覧

メールフォルダの一覧が表示されます。

8.フォルダ一覧の表示

8.1 フォルダ一覧
VPS・Proでは、複数のメール用のフォルダが
存在します。フォルダの一覧を確認するには
下記の作業を行ってください。

初めにフォルダ管理内のフォルダ一覧をクリッ
クして下さい。

以上で、メールフォルダの表示が完了します。以上で、メールフォルダの表示が完了します。
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迷惑メール/隔離メールの確認

9.2 フォルダの一覧

メールフォルダの一覧が表示されます。

9.迷惑メール/隔離メールの確認

9.1 フォルダ一覧
VPS・Proでは、オプションとしてスパムメール
ウィルスメールが自動的に振り分けられる機
能があります。スパムメールは迷惑メール、
ウィルスメールは隔離メールとして振り分けら
れます。振り分けられた迷惑メールを確認す
るには下記の作業を行ってください。

初めにフォルダ管理内のフォルダ一覧をクリッ
クして下さい。

※迷惑メール、隔離メールの振り分け機能を
有効にするには後述のオプションを参照して
下さい。また、迷惑メール、隔離メールの振り
分け機能を利用すると、サーバの負荷があが
りますのでご注意下さい。

9.3 迷惑メールの確認

迷惑メールを確認するには、フォルダ一覧内
の迷惑メールをクリックして下さい
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迷惑メール/隔離メールの確認

9.4 迷惑メールの一覧

迷惑メール一覧が表示されます。メールの確
認を行うには件名をクリックして下さい。

※迷惑メールとして振り分けられたメールは件
名に[SPAM]の文字列が追加されます。

9.6 メールの移動

メールの振り分け設定によっては、正常なメー
ルも迷惑メールとして振り分けられてしまう事
があります。

必要なメールが振り分けられてしまった場合
は、画面上部の移動を利用し、受信箱にメー
ルを移動させて下さい。

9.5 メールの削除

メールが表示されます。

不要である場合は画面上部の削除をクリック
しメールを削除して下さい。
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迷惑メール/隔離メールの確認

9.7 フォルダの一覧

隔離メールを確認するには、フォルダ一覧内
の隔離メールをクリックして下さい。

※隔離メールとは後述のオプションClam 
AntiVirusによりウィルス付きのメールとして
判別されたメールになります。

9.9 隔離メールの確認

メールが表示されます。

不要である場合は画面上部の削除をクリック
しメールを削除して下さい。

※隔離されたメールはウィルス付きメールの
恐れがありますので、確認には十分ご注意下
さい。

9.8 隔離メールの一覧

隔離メール一覧が表示されます。メールの確
認を行うには件名をクリックして下さい。

以上で、迷惑メール/隔離メールの確認が完了します。以上で、迷惑メール/隔離メールの確認が完了します。
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フォルダの追加

10.2 フォルダの一覧

フォルダの追加画面が表示されます。

作成したいフォルダ名を入力し保存をクリック
して下さい。

10.フォルダの追加

10.1フォルダの追加
サーバ上にメール用の新しいフォルダを作成
する事が出来ます。

フォルダの追加を行うにはフォルダ管理の中
のフォルダの追加をクリックして下さい。

10.3 フォルダの一覧

保存をクリックすると、画面上部に作成しまし
たと。表示されますまた、フォルダ一覧に作成
したフォルダが表示されます。

フォルダ作成時にはこちらをご確認下さい。

※作成されたフォルダに関しては巻末に記載
のメールフォルダ一覧に記載のパスに作成さ
れます。

以上で、フォルダの追加が完了します。以上で、フォルダの追加が完了します。
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アドレス帳の表示/簡易追加

11.2 アドレス帳

アドレス帳が表示されます。

アドレス帳に追加するには、姓、名、電子メー
ルアドレスを入力し追加をクリックして下さい。

11.アドレス帳の表示/簡易追加

11.1 メールアドレス
VPS・Proでは、メールアドレスやその他の連
絡先を登録できる、アドレス帳があります。ア
ドレス帳の表示/簡易追加を行うには下記の
作業を行ってください。

初めにフォルダ管理内のフォルダ一覧をクリッ
クして下さい。

11.3 フォルダの一覧

追加をクリックすると、画面上部に、追加しまし
た。と表示されます。また、リストに追加したア
ドレスが表示されます。

追加を行った場合は、こちらを確認して下さい。

以上で、アドレス帳の追加が完了します。

より詳細な情報を追加する場合には後述のアドレス帳の追加を行ってください。

以上で、アドレス帳の追加が完了します。

より詳細な情報を追加する場合には後述のアドレス帳の追加を行ってください。
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アドレス帳の追加

12.2 フォルダの一覧

12.アドレス帳の追加

12.1 連絡先の追加
アドレス帳に詳細な情報を追加するには、下
記の操作を行ってください。

初めにアドレス帳内の連絡先の追加をクリッ
クして下さい。

連絡先の追加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。
姓、名、電子メールアドレスの入力は必須ですが、
他の項目は入力しなくても保存が行えます。

・基本情報
姓、名、ニックネーム、電子メールアドレス
・電話番号
個人、取引先、携帯電話、ポケットベル、その他
・個人
番地、市区町村、都道府県、国地域、郵便番号
・勤務先
会社名、番地、市区町村、都道府県、国地域、
郵便番号
・その他
誕生日、ホームページ、その他、メモ
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アドレス帳の追加

12.3 フォルダ一覧

保存をクリックすると、画面上部に、追加しまし
た。と表示されます。また、リストに追加したア
ドレスが表示されます。

追加を行った場合は、こちらを確認して下さい。

以上で、アドレス帳の追加が完了します。以上で、アドレス帳の追加が完了します。
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グループの作成

13.2 グループの作成

13.グループの作成

13.1 グループの追加
アドレス帳に登録を行っている、ユーザをまと
めグループとして登録を行う事が可能です。
グループを作成するには、下記の操作を行っ
てください。

初めにアドレス帳内のグループの追加をクリッ
クして下さい。

グループの作成画面が表示されます。

グループ名、グループのニックネームを入力し、
中央のリストから追加したいメンバーを選択し
追加をクリックし、保存をクリックして下さい。

13.3 アドレス帳

保存をクリックすると、アドレス帳にグループが
追加されます。

以上で、グループの作成が完了します。以上で、グループの作成が完了します。
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アドレス帳のインポート/エクスポート

14..2 インポート

後述のエクスポートで出力したアドレス帳をイ
ンポートするには、ファイルのインポートでエク
スポートしたファイルを指定し、インポートする
をクリックして下さい。

また、インポートのフォーマット形式がカンマで
区切る、文字コードの選択がUTF-8である事
を確認して下さい。

14.アドレス帳のインポート/エクスポート

14.1 インポートエクスポート
作成したアドレス帳のバックアップやリストアを
行うには、アドレス帳のインポート/エクスポー
トを行なってください。

初めにアドレス帳のインポート/エクスポートを
クリックして下さい。

14.3 フォルダの一覧

インポートするをクリックすると、画面上部にイ
ンポート完了と表示されます。

また、インポートを行なった件数が表示されま
す。
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アドレス帳のインポート/エクスポート

14.4 エクスポート

作成したアドレス帳を出力するには、エクス
ポートのフォーマット形式を指定し、エクスポー
トするをクリックして下さい

14.5 ファイルの保存

エクスポートするをクリックすると、ファイルの
ダウンロードが開始されます。

保存するをクリックし保存を行ってください。

以上で、アドレス帳のインポート/エクスポートが完了します。以上で、アドレス帳のインポート/エクスポートが完了します。
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スパムフィルタリングの有効/無効

15.2 スパムフィルタリング

スパムの振り分け機能を有効にするには、
Spamassasinを適用する。にチェックを入れ、
フィルタ精度を選択し、保存をクリックして下さ
い。無効にする場合はチェックを外し保存をク
リックして下さい。

※フィルタ精度によっては、必要なメールもスパ
ムとして振り分けられる可能性があります。
※必要なメールがスパムメールとして判定され
てしまう場合には、フィルタの精度を落とすかホ
ワイトリストへ登録を行ってください。

15.スパムフィルタリングの有効/無効

15.1 スパムフィルタリング

VPS・Proでは、到着したメールのスパムメー
ルの振り分けを行なう事が可能です。スパム
メールの振り分けを行なうには、下記の作業
を行ってください。

初めにフィルタリング内のスパムフィルタリン
グをクリックして下さい。

※スパムフィルタリングを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

15.3 保存の確認

保存をクリックすると、変更を保存しました。と
表示されます。

SpamAssasinを設定した場合は、必ずこちら
をご確認下さい。

以上で、スパムフィルタリングの有効/無効が完了します。以上で、スパムフィルタリングの有効/無効が完了します。
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ホワイトリストの追加/削除

16.2 ホワイトリストの管理

スパムフィルタリングの画面が表示されます。
ホワイトリストの管理をクリックして下さい。

16.ホワイトリストの追加/削除

16.1 スパムフィルタリング
VPS・Proのスパムメールの振り分けで必要な
メールが隔離されてしまう場合には、送信元
のメールアドレスをホワイトリストへ登録して下
さい。ホワイトリストに登録されたアドレスは
フィルタの精度を問わず、振り分けが行なわ
れなくなります。；

初めにフィルタリング内のスパムフィルタリン
グをクリックして下さい。

※スパムフィルタリングを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

16.3 ホワイトリストへの追加

ホワイトリストに登録したいメールアドレスを入
力しリストに追加をクリックして下さい。

※ドメイン単位で入力を行う場合は、*@ドメイ
ン名と言った形で登録を行ってください。
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ホワイトリストの追加/削除

16.4 追加の確認

リストに追加をクリックすると、画面上部に変更
を保存しましたと表示されます。
また、ホワイトリストに登録を行ったアドレスが
表示されます。

ホワイトリストに追加を行った場合は、こちらを
必ずご確認下さい。

2.6 削除の確認

リストから除去をクリックすると、画面上部に変
更を保存しましたと表示されます。

また、ホワイトリストから削除を行ったアドレス
がリストから除去されます。

ホワイトリストからの削除を行った場合は、こ
ちらを必ずご確認下さい。

16.5 ホワイトリストからの削除

ホワイトリストに追加を行ったアドレスを削除す
るには、リスト内の削除したいアドレスを選択し、
リストから除去をクリックして下さい。

以上で、ホワイトリストの追加/削除が完了します。以上で、ホワイトリストの追加/削除が完了します。
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ブラックリストの追加/削除

17.2 ブラックリストの管理

スパムフィルタリングの画面が表示されます。
ブラックリストの管理をクリックして下さい。

17.ブラックリストの追加/削除

17.1 フォルダ一覧
VPS・Proのスパムメールの振り分けで不要な
メールが隔離されない場合は、送信元のメー
ルアドレスをブラックリストへ登録して下さい。
ブラックリストに登録されたアドレスはフィルタ
の精度を問わず、迷惑メールとして振り分けま
す。

初めにフィルタリング内のスパムフィルタリン
グをクリックして下さい。

※スパムフィルタリングを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

17.3 ブラックリストへの追加

ブラックリストに登録したいメールアドレスを入
力しリストに追加をクリックして下さい。

※ドメイン単位で入力を行う場合は、*@ドメイ
ン名と言った形で登録を行ってください。



112
NTT Plala Inc.

ブラックリストの追加/削除

17.4 追加の確認

リストに追加をクリックすると、画面上部に変更
を保存しましたと表示されます。
また、ホワイトリストに登録を行ったアドレスが
表示されます。

ブラックリストに追加を行った場合は、こちらを
必ずご確認下さい。

17.6 除去の確認

リストから除去をクリックすると、画面上部に変
更を保存しましたと表示されます。

また、ブラックリストから削除を行ったアドレス
がリストから除去されます。

ブラックリストからの削除を行った場合は、こち
らを必ずご確認下さい。

17.5 ブラックリストからの削除

ブラックリストに追加を行ったアドレスを削除す
るには、リスト内の削除したいアドレスを選択し、
リストから除去をクリックして下さい。

以上で、ブラックリストの追加/削除が完了します。以上で、ブラックリストの追加/削除が完了します。
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ウィルススキャンの有効/無効

18.2 ウィルススキャンの設定

メールのウィルススキャンを有効にするには、
ClamAntiVirusを適用する。にチェックを入れ、
保存をクリックして下さい。無効にする場合は
チェックボックスを外し保存をクリックして下さ
い。

※ClamAntiVirusを利用することによりサー
バに負荷がかかります。また、ウィルスメール
として判定されたメールは隔離メールのディレ
クトリに保存されます。

18.ウィルススキャンの有効/無効

18.1 ウィルススキャン
VPS・Proでは、到着したメールのウィルスス
キャンを行なう事が可能です。ウィルススキャ
ンを行なうには、下記の作業を行ってください。

初めにフィルタリング内のウィルススキャンを
クリックして下さい。

※ウィルススキャンを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

18.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更を保存しました。と
表示されます。

ClamAnitiVirusを設定した場合は、必ずこちら
をご確認下さい。

以上で、ウィルススキャンの有効/無効が完了します。以上で、ウィルススキャンの有効/無効が完了します。
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メール転送の追加

19.2 メール転送の追加

転送の設定画面が表示されます。以下のア
ドレスに転送にチェックを入れ、転送を行ない
たいアドレスを入力して下さい。

メール転送をし、サーバに転送したメールの
コピーを保存するには、サーバに転送メール
のコピーを利用するにチェックを入れてくださ
い。

設定例

以上で、メール転送の追加が完了します。

※メール転送の登録数に上限はありませんが、メール転送はサーバへの負荷が高い為
極力少ない数で使用していただきますようお願いします。

以上で、メール転送の追加が完了します。

※メール転送の登録数に上限はありませんが、メール転送はサーバへの負荷が高い為
極力少ない数で使用していただきますようお願いします。

左記は届いたメールを
plala_hanako@plala.co.jpに転送し、メール
のコピーを残す例になります。

19.3 変更の確認

保存ボタンをクリック後、画面上部に変更を
保存しました。と表示されます。

メール転送の追加の際は、こちらを必ず確認
して下さい。

19.1 転送

VPS・Proでは、到着したメールに自動的に転
送する機能があります。転送機能を使うには
下記の作業を行ってください。

初めにオプション内の転送をクリックして下さ
い。

19.メール転送の追加
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メール転送の削除

20. メール転送の削除
20.1 転送

作成したメール転送を削除するには、下記の
作業を行ってください。

初めに、オプション内の転送をクリックして下さ
い。

20.2 メール転送の削除

転送の設定画面が表示されます。転送しな
いにチェックを入れ、記載されている転送先
アドレスを削除して下さい。また、サーバに転
送メールのコピーを保存するのチェックも外し
てください。

上記設定後、保存をクリックして下さい。

以上で、メール転送の削除が完了します。以上で、メール転送の削除が完了します。

20.3 変更の確認

保存ボタンをクリック後、画面上部に変更を
保存しました。と表示されます。

メール転送の削除の際は、こちらを必ず確認
して下さい。
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自動返信の有効/設定

21.2 自動返信の設定

21.自動返信の有効/無効

21.1 自動返信
VPS・Proでは、到着したメールに対して自動
的に返信を行なう機能があります。自動返信
を使うには下記の作業を行ってください。

初めにオプション内の自動返信をクリックして
下さい。

設定例

下記の設定を入力し保存をクリックして下さい。

・自動返信
自動返信しない/以下のメールを自動返信する。
・返答
差出人メールアドレス
・件名
メール件名
・空白
メール本文
・自動返信の間隔
すぐに/1日おき/3日おき/1週間
・エンコード
メールのエンコード

左記はメール到着後、即時UTF-8を利用し
差出人：plala@plala.co.jp
件名：休暇中です
本文：来週までオフィスを不在にします。

と言ったメールを返信する例になります。
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自動返信の有効/設定

21.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更を保存しました。と
表示されます。

自動返信を設定した場合は、必ずこちらをご
確認下さい。

以上で、自動返信の有効/設定が完了します。以上で、自動返信の有効/設定が完了します。
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自動返信の削除

22.2 自動返信の設定

22.自動返信の削除

22.1 自動返信
作成した自動返信を削除するには下記の作
業を行ってください。

初めにオプション内の自動返信をクリックして
下さい。

自動返信しないにチェックを入れ、保存をクリック
して下さい。

22.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

自動返信を無効にした場合は、必ずこちらをご
確認下さい。

以上で、自動返信の削除が完了します。以上で、自動返信の削除が完了します。
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送信メールオプション

23.2 送信メールオプションの設定

23.送信メールオプション

23.1 送信メール
VPS・Proでは、送信するメールの差出人名や
返信用アドレス署名などを設定する事が可能
です。

各種設定を行うには、初めにウェブメールオプ
ション内の送信メールをクリックして下さい。

23.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

送信メールオプションを設定した場合は、必ず
こちらをご確認下さい。

送信メールオプションの設定画面が
表示されます。
下記の設定を入力し保存をクリックして下さい。

・差出人名
送信メールの差出人として表示される名前
・初期メールアドレス
・返信用アドレス
返信用アドレスに表示
・署名
メールに自動的に記載される署名内容
・エンコード
送信メールの文字コード
・送信済みメールを保存
送信したメールの自動保存の有無

以上で、送信メールオプションの設定が完了します。以上で、送信メールオプションの設定が完了します。
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フォルダ表示オプション

24.2 フォルダオプションの設定

24. フォルダ表示オプション

24.1 フォルダの表示

メールフォルダの表示形式を変更するには、
下記の作業を行ってください。

初めに、ウェブメールオプション内のフォルダ
の表示をクリックして下さい。

24.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

フォルダオプションを設定した場合は、必ずこ
ちらをご確認下さい。

※こちらのメッセージは後日修整予定です。

表示オプションの設定画面が表示されます。
下記の設定が行えます。
設定を変更し保存をクリックして下さい。

・フォルダ表示
全フォルダ表示/購読フォルダのみ表示
※購読フォルダのみ表示を選択しスパム
フィルタリング、ウィルススキャンを使用して
いない場合はディレクトリが表示されなくなり
ます。
・受信箱:自動的にメールをチェックする間隔
OFF/1分/5分/10分/15分

以上で、フォルダ表示オプションの設定が完了します。以上で、フォルダ表示オプションの設定が完了します。
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表示オプション

25.2 表示オプションの設定

25.表示オプション

25.1 表示オプション
メールボックス内の表示方法を変更するには、
下記の作業を行ってください。

初めに、ウェブメールオプション内の表示オプ
ションをクリックして下さい。

25.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

表示オプションを設定した場合は、必ずこちら
をご確認下さい。

メールボックス内の表示オプションの設定画
面が表示されます。
下記の設定が行えます。設定を変更し保存
をクリックして下さい。

・1ページの表示量
10/25/50/100
・エンコード
UTF-8/英語/日本語/西欧
・標準設定メッセージ
テキスト箇所の表示/HTML箇所の表示
・挿入画面
挿入画像を表示しない/表示する
・外部からのリンク画像
外部からのリンク画像を表示しない/表示す
る
・添付画像の表示
文中の画像を表示しない/表示する
/添付画像を表示しない

以上で、表示オプションの設定が完了します。以上で、表示オプションの設定が完了します。
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セキュリティレベル一覧

1.セキュリティレベル別

1.1 許可ポート 一覧

TCP113Outbound Auth またはidentd

UDP123NTP

TCP,UDP53DNSクライアント

TCP8080Webキャシュ

TCP443HTTP-S

TCP80HTTP

TCP25Outbound SMTP

TCP992Telnet-S

TCP22SSH

TCP989,999FTP-S

プロトコルポート番号サービス名

サーバタイプ:               ウェブポートのみ許可する

TCP113Outbound Authまたはidentd

UDP123NTP

TCP,UDP53DNS

TCP993IMAP-S

TCP995POP3-S

TCP8080Webキャシュ

TCP443HTTP-S

TCP80HTTP

TCP465SMTP-S

TCP25SMTP

TCP22SSH

プロトコルポート番号サービス名

メールとウェブポート両方許可するサーバタイプ:

レベル高セキュリティレベル
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セキュリティレベル一覧

TCP113Outbound Authまたはidentd

UDP123NTP

UDP,TCP53DNSクライアント

TCP8080Webキャッシュ

TCP443HTTP-S

TCP80HTTP

TCP25Outbound SMTP

TCP992Telnet-S

TCP22SSH

TCP989,999FTP-S

プロトコルポート番号サービス名

ウェブポートのみ許可するサーバタイプ:

TCP113Outbound Authまたはidentd

UDP123NTPクライアント

TCP,UDP53DNSクライアント

TCP993IMAP-S

TCP143IMAP

TCP995POP3-S

TCP110POP3

TCP8080Webキャシュ

TCP443HTTP-S

TCP80HTTP

TCP443SMTP-S

TCP25SMTP

TCP992Telnet-S

TCP22SSH

TCP989,999FTP-S

プロトコルポート番号サービス名

メールとウェブポート両方許可するサーバタイプ:

レベル中セキュリティレベル

どのポートにも、どのサービスにもファイヤーウォールルールが適用されません。

レベル無効セキュリティレベル

ポートスキャンの試行をブロックし、サービス拒否攻撃の影響を限定する機能
※特定のICMPパケットタイプのみ処理

レベル低セキュリティレベル
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メールフォルダ一覧

2.メールフォルダ一覧

2.1 一覧

/home/ユーザ名/Maildir/.追加メールフォルダ名追加メールフォルダ※1

/home/ユーザ名/Mail/.Trashごみ箱

/home/ユーザ名/Mail/.Sent Items送信済み

/home/ユーザ名/Mail/.Quarantine隔離メール

/home/ユーザ名/Mail/.Junk迷惑メール

/home/ユーザ名/Maildir/.Drafts草稿

/home/ユーザ名/Maildir受信箱

パスメールフォルダ名

メールフォルダ一覧

※1 追加メールフォルダとは、フォルダ管理からフォルダの追加を行ったメールフォルダになります。




