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このセクションの内容: 

対象読者 ............................................................................................................ 7 

表記規則 ............................................................................................................ 7 

フィードバック ................................................................................................. 8 
 
 

対象読者 

当ガイドは Plesk コントロールパネル経由でサーバを管理し、コントロールパネルのサーバ

管理者アカウントにアクセス権限があるホスティングリセラーを対象としています。 

表記規則 

当ガイドをご使用いただく前に、文書内の表記上の規則をご理解くださいますようお願い致

します。  

特殊な意味を持つ箇所は、以下のフォントで区別しています。 

フォント 意味 例 

特殊太字 メニューオプション、コマン

ドボタン、リスト内の項目な

ど、選択する必要のある項

目。 

［システム］タブに進みま

す。 

 章、セクション、サブセクシ

ョンのタイトル。 

「基本管理」の章をご参照

ください。 

斜体 初出用語または実際の名前

や値に置き換えられるコマ

ンドラインのプレースホル

ダーの指定などの、重要な箇

所を強調。 

システムはいわゆるワイル
ドカード文字検索に対応し

ています。 

序文 
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固定幅 コマンド、ファイル、ディレ

クトリの名前。 

ライセンスファイルは
http://docs/common/

licensesディレクトリに

あります。 

書式設定済み コマンドラインセッション

でのコンピュータ画面上へ

の出力、XML や C++ やその

他のプログラミング言語の

ソースコード。 

# ls -al /files 

total 14470 

書式設定済み太字 入力した文字をコンピュー

タ画面上の出力と区別。 

# cd /root/rpms/php 

アルファベット大文

字 

キーボード上のキーの名前 SHIFT、CTRL、ALT 

KEY+KEY ユーザがあるキーを押しな

がら他のキーを押す必要が

あるキーの組み合わせ。 

CTRL+P、ALT+F4 

 
 

フィードバック 

当ガイドの表記ミスを見つけた場合や、当ガイドをより良いものにするアイデアがある方は

、sales@swsoft.co.jp宛てにお知らせいただければ幸いです。 間違いを見つけた場合は、章、

セクション、サブセクション名や該当部分の文章を提示して問題を特定しやすいようにして

くださいますようお願い致します。 

http://docs/common/licenses
http://docs/common/licenses
mailto:sales@swsoft.co.jp


 

  
 

Plesk はホスティング自動化ソリューションであり、ホスティングプロバイダが管理す

る Web ホスティングサーバの完全なコントロールを提供し、ユーザアカウント、Web

サイト、メールアカウントの設定および管理を容易にします。 

Plesk には安定性、安全性、信頼性があり、そして Plesk をご使用いただく一番の利点

は管理者である御社と御社の技術スタッフの時間と労力の削減です。 すべての顧客（お

よびリセラーの顧客）は個別に分離されたコントロールパネル環境を持ち、自分でサイ

トやメールアカウントを管理できるようになります。 

この章の内容: 

Plesk が管理するソフトウェアコンポーネントの概要 ...................................... 10 

ビジネスモデル、ユーザアカウント、許可の概要 ............................................ 11 

当バージョンの新機能 ...................................................................................... 13 
 
 

第 1 章  

Plesk について 
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Plesk が管理するソフトウェアコンポ

ーネントの概要 

Plesk コントロールパネルは以下のサードパーティのコンポーネントおよびサービスで

動作します。 

 Microsoft IIS Web サーバまたは Apache Web サーバ * 

 Microsoft FTP サーバ 

 Gene6 FTP サーバ 3.4.0.16 および Serv-U FTP サーバ ** 

 Bind DNS サーバ  

 Microsoft DNS サーバおよび Simple DNS Plus DNS サーバ ** 

 MySQL、Microsoft Access および Microsoft SQL データベースサーバ *** 

 Acronis True Image Enterprise サーババックアップシステム 

 MailEnable メールサーバ 

 Merak、MDaemon、SmarterMail、hMailServer、 CommuniGate Proメールサーバ 

** 

 Courier-IMAP IMAP/POP3 サーバ 

 SpamAssassin アンチスパムソフトウェア 

 Sitebuilder 

 Dr.Web および Kaspersky Antivirus アンチウィルス 

 ClamAV and Merak Antivirus アンチウィルス ** 

 Webalizer および AWStats 統計パッケージ 

 Urchin および SmarterStats 統計パッケージ ** 

 Microsoft FrontPage 

 Horde IMP H3 Web メールクライアント 

 MailEnable Web クライアント、IceWarp Web Mail 5, SmarterMail Web クライアン

ト ** 

 Apache Tomcat 

* - Plesk は IIS および Apache Web サーバの両方で動作します。 詳細はインストール

ガイドをご参照ください。 

** - システムにインストールされていれば Plesk がサポートする任意のコンポーネント。 

*** - Plesk が MySQL、Microsoft Access、または Microsoft SQL データベースサーバ上

で自身のデータベースをホスティング可能。 詳細はインストールガイドをご参照くだ

さい。 
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注：Web サーバ (IIS または Apache) および Microsoft FTP サーバは、Plesk をインス

トールする前にシステムにインストールしてください。 

Plesk パッケージのインストール後、DNS、Web、FTP、メールなどの必須のサービス

はデフォルトの最適な設定で実行できるように構成され、すぐに顧客へ提供することが

可能です。 しかしながら、そのデフォルト設定が自分のニーズに合うかどうか確認す

ること、そしてホスティングアカウントのセットアップを更に容易にするユーザアカウ

ントテンプレートとドメインテンプレートを作成することをお勧め致します。 

ビジネスモデル、ユーザアカウント、

許可の概要 

Plesk ユーザアカウント階層は以下の 3 つのユーザレベルに制限されています。 

 クライアントアカウント 

 ドメイン管理者アカウント 

 メールユーザアカウント 

ホスティングサービスの再販や多数のドメイン/Web サイトのホスティングが必要な顧

客のためにクライアントアカウントを作成できます。 

注：自分のサイトをホスティングするには、Plesk セットアップの際に作成された特別

なサービスアカウントを使用する必要があります。 そのサービスアカウントはマイド

メインという名前でコントロールパネルに登録されます。 

クライアントアカウントにアクセスできる顧客は、管理者が許可した範囲でいくつでも

サイトをホスティングできます。 また、自分のサイトをホスティングしたり、ホステ

ィングサービスを他のユーザに再販することもできます。 その場合、リセラーは顧客

の為にドメイン管理者アカウントを作成できます。 

ドメイン管理者アカウントにアクセスできる顧客でも、Web ホスティングサービスを

再販したり、ホスティングアカウント上に 1 つ以上のサイトを持つことはできません。 

管理できるのは自分のサイトのみです。 最新のPleskコントロールパネルの実装では、

ドメイン管理者アカウントはそれぞれのドメイン（Web サイト）がサーバ上でホステ

ィングされた後に作成されます。 

すべてのサイトオーナーは自分のメールアカウントをセットアップしたり、他のユーザ

にメールホスティングサービスを提供できます。 その場合はメールユーザアカウント

を作成し、メールユーザにコントロールパネルへのアクセスを許可します。 

サイトオーナーは個人の Web ページや自分のドメインで管理している他のユーザの小

規模なサイトもホスティングできます。 ただし、そのようなサイトのオーナーは通常、

自分のドメイン名を持っておらず、専用のコントロールパネル環境を持つことができま

せん。 
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管理者がコントロールパネル内の動作についての設定でリセラー（クライアントアカウ

ント）に全てを許可すると、リセラーは顧客への割り当てができるようになります。 管

理者が定義したリセラーへのリソース割り当てはリセラーの顧客へさらに再割り当て

することができます。 定義可能な許可およびリソース使用率の制限の詳細な一覧につ

いては「ユーザアカウントの管理」 (132 ページ)のセクションをご参照下さい。   

クライアントやドメイン管理者アカウントへ定めるクォータはすべてソフトクォータ

です。 コントロールパネルはリソース有効範囲をコントロールパネル内にそれぞれの

アイコンを表示することで指摘し、それぞれのユーザにメールで通知します。ただし、

ユーザアカウントや Web サイトを自動的に停止することはありません。 

コントロールパネルは課金システムを内蔵していませんので、サードパーティのソリュ

ーションを使用するか、HSPcomplete を Plesk と共に使用するようお勧め致します。 
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当バージョンの新機能 

Plesk 8.3 では以下の新機能および拡張機能を提供します。 

Microsoft Windows 2008 Server サポート 

Plesk 8.3はMicrosoft Windows 2008 Serverおよび Internet Information Services 7に対

応しています。 

シングルサインオン (SSO) サポート 

異なる SWsoft 製品間で切り替える際に、ユーザ名およびパスワードを指定する必要が

ありません。 詳細は「グローバルアカウントの設定」 (34 ページ)の章をご覧くださ

い。  

PHP FastCGI サポート 

Plesk for Windows は CGI および ISAPI モードに加えて、PHP FastCGI モードに対応す

るようになりました。 FastCGI へのサポートは、ホスティングアカウントの設定中に

切り替えることができます。 

サイトアプリケーションのライセンス供与およびアップグレード 

2、3 回マウスをクリックするだけで、サーバ上で利用可能なサイトアプリケーション

をアップグレードしてそのライセンスキーをインストールします。 

詳細は「顧客が使用できるパッケージ済みのアプリケーション」 (126 ページ)の章を

ご覧ください。 

メーリングリストおよびアンチスパムソフトウェアサポートの向上 

Plesk 8.3 では、SmarterMail & CommunigatePro メーリングリスト、そして Merak お

よび SmarterMail 4 スパムフィルタを使用できます。 

アンチウィルスおよびアンチスパム統計の向上 

スパムメールメッセージを何件防御したか、そしてウィルスを何件検出して削除したか

を参照できるようになりました。 詳細は、「Kaspersky アンチウィルスおよび

Spamassassin 統計の表示」 (299 ページ)のセクションをご覧ください。  

ドメインごとの Web メールプログラム 

各ドメインごとに、メールユーザが使用する Web メールプログラムを選択できます。 

ColdFusion 8 サポート 

Plesk 8.3 は Adobe ColdFusion 8 を完全にサポートしています。 



 

  
 

この章では、Plesk コントロールパネルのインストール後にまず実行するべきことにつ

いて説明します。 

この章の内容: 

Plesk へのログイン ........................................................................................... 15 

Plesk のインターフェースに慣れる .................................................................. 18 

パスワードおよび連絡先情報の変更 ................................................................. 22 
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Plesk へのログイン 

 Plesk コントロールパネルにログインするには、以下を実行してください。 

1 WebブラウザのアドレスバーにPleskコントロールパネルが配置され

ているURLを入力してENTERを押します。  Pleskログイン画面が開き

ます。  

例えばhttps://your-domain.com:8443 では your-domain.com の部分が

Web ホストのドメイン名となります。 

2 ユーザ名「admin」を［ログイン］ボックスに、パスワードを［パスワ

ード］ボックスに入力します。  インストールしたばかりのコントロー

ルパネルに初めてログインする場合はデフォルトパスワードである

「setup」を使用します。  

3 初めてログインする場合、コントロールパネルで使用する言語を［イン

ターフェース言語］ドロップダウンボックスで選択します。 以前にイン

ターフェイス言語を指定し、それをインターフェースのプリファレン

スに保存している場合は、［ユーザデフォルト］を選択したままにしま

す。  

4 ［ログイン］をクリックします。  

初めてのログイン後、ライセンス使用承諾書に同意し、次にサーバに割り当てるホ

スト名および IP アドレスを指定します。 

5 サーバのホスト名を［フルホスト名］フィールドに入力します。  この

ホスト名は省略されておらず一番後ろにドットがついていない必要が

あります（例：host.domain.tld）。 

6 使用可能な IPアドレスのタイプを指定します。 専用または共用になり

ます。 デフォルトではすべての IPアドレスは［専用IPアドレス］フィー

ルドに配置されています。  

 共用 IP アドレス一覧に IP を追加するには、［専用 IPアドレス］フィールドの

IP を選択して［追加 >>］をクリックします。 

 共用 IP アドレス一覧から IP を削除するには、［共用 IP アドレス］フィールドの

IP を選択して［<< 削除］をクリックします。 

注：Plesk では、すべての IP アドレスを顧客に割り当てる前に共用にするか専用に

するかを決めることができます。 これにより、コントロールパネルでその区別がで

き、専用 IP アドレスを一度に複数の顧客に割り当てないようにします。 専用 IP ア

ドレスは 1 人の顧客に割り当てられ、共用 IP アドレスは複数のユーザアカウント間

で共有されます。  

ここではこの作業を省略して後で IP アドレスのタイプを指定することもできます

（［サーバ］>［IPアドレス］）。 

https://your-domain.com:8443/
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7 ［管理者のプリファレンス］セクションでデフォルトの管理者パスワー

ドを変更して［OK］をクリックします。  

デフォルトの管理者パスワードを変更します。 ［新しいパスワード］および［パス

ワードの確認］フィールドで新しいパスワードの入力および確認を行います。 パス

ワードは最大 14 文字です。 パスワードは大文字と小文字を区別しますのでご注意

ください。  

注：管理者パスワードのデフォルトから個別のパスワードへの変更は必ず行ってく

ださい。デフォルトのパスワード「setup」で管理者アカウント下のコントロールパ

ネルへのアクセスが可能であり、それを多数の Plesk ユーザが知っているからです。  

8 次の画面で連絡先情報を入力します。   

9 SWsoftのメーリングリストを申し込むには、［Swsoftからの、新しい製

品情報、ディスカウントキャンペーンなどの情報をメールにて受け取ること

を希望する］チェックボックスを選択します。  

10 Pleskで「My Domains」と呼ばれるデフォルトのクライアントを作成する

には、［デフォルトクライアントアカウントを作成します］を選択します。  

このアカウントは通常、自身のWebサイトをホスティングする際に使

用されます。  

11 ［OK］をクリックします。  

このセクションの内容: 

パスワードを忘れた場合....................................................................................17 
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パスワードを忘れた場合 

パスワードを忘れた場合は、コントロールパネルのパスワードリマインダ機能を利用し

てパスワードを確認できます。 

 パスワードリマインダを利用するには、以下を実行してください。 

1 WebブラウザのアドレスバーにPleskコントロールパネルが配置され

ているURL (例：https://your.domain.com:8443）を入力します。 

2 ENTERを押します。   

Plesk ログイン画面が開きます。 

3 ［パスワードを忘れましたか?］リンクをクリックします。  

4 システムに登録されているログイン名およびメールアドレスを指定し

ます。  

5 ［OK］をクリックします。  

6 パスワードがメールで送信されます。   

7 パスワードリマインダからメールを受信したら、その新しいパスワー

ド作成の支持に従います。  
 

https://your.domain.com:8443???????/
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Plesk のインターフェースに慣れる 

コントロールパネルにログインすると、標準表示または簡略化されたデスクトップ表示

あるいはこの 2 つの組み合わせで画面が開きます。 標準表示はコントロールパネルが

2つのメインエリアを持つ従来どおりの表示方法です。 ナビゲーションペインが左側、

操作が実行されるメイン画面が右側にあります。 

 

図 1: 管理者の標準インターフェース 

デスクトップ表示はサーバ統計値や使用頻度の高い操作へのショートカットが表示さ

れ、必要な項目すべてが 1 つの画面に表示されます。 
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図 2: 管理者のデスクトップ 

コントロールパネルは画面表示を切り替えて使用する（適切なライセンスキーのインス

トールが必要）か、両方の組み合わせを使用できます。 他のコントロールパネルユー

ザに対してどの表示をするかを指定することもできます。 コントロールパネルをカス

タマイズする方法については、「コントロールパネルのカスタマイズ」の章をご参照く

ださい。 

このセクションの内容: 

デスクトップ表示の項目 ................................................................................... 20 

標準表示の項目 ................................................................................................. 21 
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デスクトップ表示の項目 

デスクトップ表示には最初に以下の 4 つのセクションがあります。 

 サーバ情報。 ホスト名、コントロールパネルのバージョン、オペレーティングシス

テムおよびカーネルのバージョン、ライセンスキー番号、システムの使用可能時間

が表示されます。 

 統計。 過去 1 分、5 分、15 分の平均処理負荷、メモリおよびディスク使用率、ク

ライアントアカウントおよびホストドメイン（Web サイト）の数を表示します。 ク

ライアントアカウントには複数のサイトを持つリセラーや顧客が含まれますが、単

一ドメインのオーナーは統計に含まれません。 

 ツール。  このグループはコントロールパネルを通して実行できるオペレーション

へのショートカットを表示します。 これらのショートカットは自由に追加したり削

除したりできます。 

 お気に入り。  このグループは種類別に 5 つのショートカットに分けられ、それぞ

れのタブに配置されています。 ［クライアント］タブは選択されたユーザアカウン

トに対し使用可能な権限を持つツールへのショートカット、［ドメイン］タブはド

メイン管理ツールへのショートカット、［メールアカウント］タブはメールアカウ

ント管理ツールへのショートカットを表示します。 ［ショートカット］タブはユー

ザアカウントやドメインおよびメールアカウント関連以外の全ての種類のショート

カットを表示します。 ［履歴］タブは過去 10 回までに使用されたコントロールパ

ネル画面を表示します。 ［お気に入り］グループはユーザアカウント、Web サイ

トホスティングアカウント、メールアカウントを検索するツールを提供します。 検

索ツールを使用するには、ドロップダウンボックスから項目の種類を選択し、検索

基準（どんな記号や文字の組み合わせでもよく、大文字と小文字は区別されません）

を入力し、［検索］をクリックします。 

 

このセクションの内容: 

ウィザードの使用.............................................................................................. 21 
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ウィザードの使用 

デスクトップ表示で Plesk を使用する際、ウィザードの使用が必要なタスクがあります。 

それぞれのウィザードは一連の画面より成ります。 ウィザードを使用してタスクを実

行するには、ウィザード画面に表示される指示に従います。 個別のオプションについ

ては、このガイドのそれぞれのセクションを参照してください。 

標準表示の項目 

ナビゲーションペインが左側に表示されます。 様々な管理機能にアクセスできます。 

 一般 

 クライアント。 クライアントおよびそのアカウント関連のすべてのデータを管

理します。 

 ドメイン。 Web サイトとそれぞれのメールサービスを管理します。 

 システム 

 サーバ。 このショートカットからサーバ管理機能へのアクセスが可能です。 

 セッション。クライアントやサイトおよびメールボックスのオーナーが、コント

ロールパネルにログインまたは FTP プロトコルを通してサーバに接続した際に、

管理者が監視および強制終了できるセッションを設置できます。 

 マスター。 このショートカットから Plesk が使用可能なサーバの集中管理へア

クセスできます。 

 ログアウト。 コントロールパネルでの作業が終了したら、このアイコンをクリ

ックしセッションを閉じます。 

 Sitebuilder管理者 

 デスクトップ。 タスクおよび統計の 2 つのエリアに分かれている Sitebuilder デ

スクトップを開きます。 タスクエリアから、管理者パネルの主要機能の概要を

見ることができます。 統計エリアから、システムに現時点でいくつのユーザお

よびサイトがあるかを見ることができます。 

 ユーザ。 このショートカットをクリックするとユーザ画面が開きます。 この画

面に有効なユーザ一覧が表示されます。 ここからユーザアカウントを管理する

ことができます。 

 サイト。 この画面に Sitebuilder で作成された有効な Web サイト一覧が表示さ

れ、その Web サイトを管理することができます。 

 サーバ。 このページから Sitebuilder のサーバ管理機能へのアクセスが可能です。  

 ログ。 ［ログ］をクリックすると、従属ユーザが Sitebuilder で実行したオペレ

ーションのシステムログおよびセキュリティログが表示されます。  

 ヘルプ & サポートセット。 

 ヘルプデスク。コントロールパネルと統合されたヘルプデスクシステムです。 顧

客から御社に報告された問題の表示と解決ができます。 
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 ヘルプ。コンテキストヘルプを提供します。 

［ヘルプ］アイコンの下にはコンテキストヘルプヒントエリアがあります。 ここでは

現在の画面の説明や操作可能なオペレーションの概略が表示されます。 マウスポイン

タをシステムの要素や状態アイコンの上に持ってくると、追加的な情報が表示されます。 

Plesk のナビゲートにはパスバーを使用することもできます。 画面右側のバナーエリア

の下に一連のリンクが表示されます。 前の画面に戻るには、画面右上の ［上へ］を

使用します。 

長いリストから項目を見つけたい場合は、すべての項目リストの上にある検索ボックス

を使用します。 入力ボックスに検索基準を入力し［サーチ］をクリックします。 検索

条件にマッチする項目のリストが表示されます。 すべての項目の表示に戻るには［す

べて表示］をクリックします。 検索エリアは［検索を隠す］をクリックすれば非表示

にできます。 非表示の検索エリアを表示するには［検索を表示する］をクリックしま

す。 

特定のパラメータでリストを昇順または降順に並べ替えるには、カラムのヘッダー部分

のパラメータ名をクリックします。 パラメータタイトルの隣の小さな三角印は並び順

を表します。 

パスワードおよび連絡先情報の変更 

 連絡先情報を更新するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［編集］に進みます。  

2 必要に応じて情報を更新し［OK］をクリックします。   

 

 パスワードを変更するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［パスワード変更］に進みます。  

2 今までのパスワードと新しいパスワードを入力して［OK］をクリック

します。  

 

 パスワードを忘れた場合は、以下を実行してください。 

1 WebブラウザのアドレスバーにPleskコントロールパネルが配置され

ているURL (例：https://your.domain.com:8443）を入力します。 

2 ENTERを押します。   

Plesk ログイン画面が開きます。 

3 ［パスワードを忘れましたか?］リンクをクリックします。  

https://your.domain.com:8443???????/
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4 システムに登録されているログイン名およびメールアドレスを指定し

て［OK］をクリックします。  

5 パスワードがメールで送信されます。   

パスワードリマインダからメールを受信したら、その新しいパスワード作成の支持

に従います。 

 



 

  
 

この章では、Plesk コントロールパネルのセットアップや管理に必要な設定手順を説明

します。 

この章の内容: 

コントロールパネルのライセンスキーのアップグレード .................................. 25 

コントロールパネルの保護 ............................................................................... 29 

グローバルアカウントの設定 ............................................................................ 34 

コントロールパネルのカスタマイズ ................................................................. 37 

セッション設定の変更 ...................................................................................... 60 
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コントロールパネルのライセンスキ

ーのアップグレード 

Plesk にはトライアルライセンスキーが付与されており、コントロールパネルへ自動的

にインストールされます。 このライセンスキーにより、1 つのユーザアカウントの作

成や、1 つの Web サイトおよび 1 つのメールボックスのホストが可能です。 従って、

Plesk コントロールパネルを充分に活用するには、SWsoft またはリセラーからライセン

スキーを取得してコントロールパネルにインストールする必要があります。 

Plesk ライセンスキーには有効期限が組み込まれています。 不正行為および盗難を防ぐ

ためです。 Plesk ソフトウェアは 10 日間の猶予期間（有効期限前）中に、盗難の届出

がなく、エンドユーザライセンス契約に従って使用されていること（つまり、1 台のサ

ーバにのみインストールされていること）を SWsoft のライセンスサーバで確認する必

要があります。 確認されると、有効期限は延長されます。 

Plesk はポート 5224 経由でライセンスサーバに TCP/IP 接続しますので、それがファイ

アウォールでブロックされていないことを確認してください。 更新プロセスは自動的

に実行され、Plesk 管理者は問題が発生しない限り何もする必要はありません。 Plesk

キーの期限が切れたら、ファイアウォールを確認して［サーバ］>［ライセンス管理］

へ進み［キーの取得］をクリックしてください。 キーが更新されない場合は、リセラ

ーまたは SWsoft （ライセンスを直接 SWsoft から購入された場合）にご連絡ください。 

ライセンスサーバへの接続はいつでもテストすることができます。それには、［サーバ］

>［ライセンス管理］ へ進み［キーの取得］をクリックしてください。 

このセクションの内容: 

トライアルライセンスキーのアップグレード ................................................... 26 

追加ライセンスキーのインストール ................................................................. 27 

ライセンスキーのアップグレード ..................................................................... 28 

以前使用していたライセンスキーへのロールバック ......................................... 29 
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トライアルライセンスキーのアップグレード 

 トライアルライセンスキーをアップグレードするには以下を実行してくだ
さい。 

1 ［サーバ］>［ライセンス管理］に進んで［新しいキーを注文］をクリック

します。  

2 SWsoftオンラインストアが別のウィンドウで開きます。 このウィンド

ウで、Pleskライセンスに含めたい項目や機能を選択し［送信］をクリ

ックします。 次に、通貨、ライセンスキーの数、連絡先情報、請求先

住所、支払方法を指定してフォームを送信します。 新しいキーが指定

したメールアドレスに送信されます。  

3 新しいキーをローカルマシンのハードドライブに保存します。  

4 Pleskで［ライセンス管理］画面サイド開いて（［サーバ］>［ライセンス

管理］）、［キーのアップロード］をクリックします。   

5 ローカルマシンに保存したキーファイルのパスを入力するか、［参照］

をクリックしてアップロード先の場所を指定します。   

6 ［選択されたキーを、インストールされているライセンスキーと入れ替えま

す］チェックボックスを選択し、新しいライセンスキー変更の続行を確

認します。   

このチェックボックスを選択しないと、新しいライセンスキーはインストールされ

ずインストールが中止されます。 

7 新しいライセンスキーがサーバ上ですでにホストしているサイトより

尐ないサイトしかホスティングできない場合、Pleskは動作を停止しま

す。 実際のリソース使用量と、新しいキーによりカバーされる使用量

をコントロールパネルが比較しないようにするには、［キーにより制限

されたリソース使用の制限をチェックしない］チェックボックスを選択し

ます。  

この設定は、コントロールパネルを介したアップグレードを行う目的でライセンス

キーがカバーしている以上のリソースを一時的にインストールしたい場合に有益で

す。 

8 ［OK］をクリックし、新しいキーをコントロールパネルにインストー

ルします。  
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追加ライセンスキーのインストール 

 SWsoft オンラインストアで追加ライセンスキーを注文しコントロールパネ
ルにインストールするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［ライセンス管理］に進みます。  

2 ［新しいキーの注文］をクリックします。  

3 使用可能なアドオンが一覧表示されたSWsoftオンラインストアが別の

ウィンドウで開きます。  このページで注文したいアドオンを選択し、

［送信］をクリックします。   

4 御社はすでにライセンスキーを1つお持ちですので、Plesk番号確認シ

ステムページが開きます。 ライセンスキーを追加するライセンスキー

の番号を入力して［送信］をクリックします。  

5 次に、通貨、キーの数、連絡先情報、請求先住所、支払方法を指定し

てフォームを送信します。 注文が処理されるとメールで通知が来ます。 

6 メールで通知を受信したら［ライセンス管理］画面（［サーバ］>［ライ

センス管理］）に戻り、［追加ライセンスキー］タブで［キーの取得］を

クリックして注文したライセンスキーを取得します。  Pleskライセン

スマネージャはSWsoftライセンスサーバからアップグレードされたラ

イセンスキーを取得し、コントロールパネルに自動的にインストール

します。  

 

 コントロールパネルに追加のライセンスキーをアップロードし、その後にサ
ーバにそれぞれのアプリケーションをインストールした場合は、以下を実行
してライセンスキーをインストールしてください。     

1 ［サーバ］>［ライセンス管理］>［追加のライセンスキー］に進みます。  

2 インストールするライセンスキーをクリックします。  

3 ［キーのインストール］をクリックします。  
 



 

28 コントロールパネルの設定 

 

ライセンスキーのアップグレード 

顧客ベースの拡張をしたり現在のライセンスのままサーバ上でホストできるサイトの

数を増やしたい場合は、ライセンスキーのアップグレードが必要です。 

 ライセンスキーをアップグレードするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［ライセンス管理］に進みます。  

2 ［新しいキーの注文］をクリックします。  

3 SWsoftオンラインストアページで希望するアップグレードオプション

を選択し、［送信］をクリックします。   

4 次に購入の詳細を指定してフォームを送信します。 注文が処理される

とメールで通知が来ます。  

5 メールで通知を受信したら、［ライセンス管理］画面に戻り（［サーバ］

>［ライセンス管理］）［キーの取得］をクリックして注文したライセン

スキーを取得します。  PleskライセンスマネージャはPleskライセンス

サーバから購入したライセンスキーを取得し、コントロールパネルに

自動的にアップロードします。  
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以前使用していたライセンスキーへのロールバ

ック 

コントロールパネルや Plesk アドオンについて間違ったライセンスキーをインストー

ルしてしまった場合は、以前使用していたライセンスキーにロールバックすることがで

きます。 

 以前使用していたライセンスキーにロールバックするには、以下を実行して
ください。 

1 ［サーバ］>［ライセンス管理］に進みます。  

2 コントロールパネルのライセンスキーを復元するには、この手順のス

テップ4へ進んでください。  アプリケーションに追加のライセンスキ

ーを復元するには、［追加のライセンスキー］をクリックしてください。   

3 ［ロールバックキー］をクリックします。 ロールバックした場合のキー

のプロパティが一覧表示されます。   

4 ［OK］をクリックして以前使用していたライセンスキーにロールバッ

クします。  

注：再度ロールバック機能を使用すると、Plesk は前回のロールバック以前に使用して

いたキーに戻ります。 

コントロールパネルの保護 

このセクションの内容: 

コントロールパネルへの管理アクセスの制限 ................................................... 30 

SSL 暗号化によるサーバ通信の保護 ................................................................. 31 
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コントロールパネルへの管理アクセスの制限 

セキュリティ上の不安を軽減する為、特定の IP アドレスからのコントロールパネルへ

の管理アクセスを制限します。 

 コントロールパネルへの管理アクセスを特定の IP アドレスやネットワーク
からだけ許可するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［アクセス］に進みます。  

2 ［新しいネットワークの追加］をクリックし、必要な IPアドレスを指定

します。  ［OK］をクリックします。  

サブネットの指定には、ワイルドカード記号(*)とサブネットマスクを使用できます。 

3 ［リストにないネットワークからの受信を拒否する］オプションを選択し、

［設定］をクリックします。  確認画面が表示されたら、［OK］をクリ

ックします。  

 特定の IP アドレスやネットワークからの管理アクセスを禁止するには、以下
を実行してください。 

1 ［サーバ］>［アクセス］に進みます。  

2 ［新しいネットワークの追加］をクリックし、IPアドレスを指定します。  

［OK］をクリックします。  

サブネットの指定には、ワイルドカード記号(*)とサブネットマスクを使用できます。 

3 ［リスト上のネットワーク以外からの受信を許可する］オプションを選択

し、［設定］をクリックします。  確認画面が表示されたら、［OK］を

クリックします。  

Plesk のデフォルトでは、同じログイン名とパスワードを使って複数のユーザがコント

ロールパネルにログインし、同時に複数のセッションを実行することができます。 こ

の機能は管理機能を他のユーザに委任したり、間違えてログアウトせずにブラウザを閉

じてしまいセッションの有効期限まで再度ログインできなくなってしまった場合など

に有効です。 必要なければこの機能を無効にできます。 

 管理コントロールパネルへの同時セッションを禁止するには以下を実行し
てください。 

1 ［サーバ］>［編集］に進みます。  

2 ［管理者権限での複数セッションを許可する］チェックボックスの選択を

外して［OK］をクリックします。  
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SSL暗号化によるサーバ通信の保護 

セキュリティ上の理由により、コントロールパネルへのアクセスはセキュアソケットレ

イヤーが有効なハイパーテキスト転送プロトコルにより提供されるセキュア接続を通

してのみ可能です。 Plesk 管理サーバで交換されるすべてのデータは暗号化されており、

機密情報の傍受を防ぎます。 データ暗号化のプロセスで使用される SSL 証明書はコン

トロールパネルのインストール中に自動的に生成され、サーバへインストールされます。 

いわゆる自己署名証明書です。 認証局 （CA） からの承認を受けていないため、コン

トロールパネルに接続しようとすると Web ブラウザに警告メッセージが表示されます。 

顧客の信頼を得るには信頼のおける認証局から SSL 証明書を購入し、コントロールパ

ネルにインストールする必要があります。 

以下のいずれかの方法で、SSL 証明書を入手できます。 

 コントロールパネルの提供する機能を使用してSSL証明書をGeoTrust, Inc. または

GoDaddy から購入。 

または 

 コントロールパネルから証明書署名リクエスト （CSR） を作成し、SSL 証明書を

作成している任意の認証局へ送信。 

注：コントロールパネルの機能を使用して MyPlesk.com オンラインストア経由で証

明書を購入する場合は、証明書署名リクエスト作成にコマンドラインツールを使用

しないでください。 

 MyPleskCom オンラインストア経由で GeoTrust, Inc. または GoDaddy から SSL

証明書を購入し、コントロールパネルを保護するには、以下を実行してくだ
さい。 

1 ［サーバ］>［証明書］に進みます。  リポジトリ内にあるSSL証明書の

リストが表示されます。  

2 ［新しい証明書の追加］をクリックします。  

3 証明書のプロパティを指定します。  

 証明書の名前。 リポジトリ内で証明書を識別するのに役立ちます。 

 暗号化レベル。 SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。 1024 ビット以上を

選択するようお勧めします。 

 場所と組織名の指定。 入力できるのは 64 文字までです。 

 SSL 証明書を購入するホスト名の指定。 例えば、以下のようになります。 

your-domain.com 

 メールアドレスを入力します。 

4  この情報をもとに秘密鍵が生成されるため、間違いがないかよく確認

してください。  

5 ［証明書の購入］をクリックします。   
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秘密鍵と証明書署名リクエストが生成されますので、これは削除しないでください。 

MyPlesk.com ログインページが新しいブラウザウィンドウで開きます。 

6 既存のMyPlesk.comアカウントへ登録またはログインし、ステップバ

イステップの手順に従って証明書を購入します。  

7 購入したい証明書の種類を選択します。  

8 ［購入する］をクリックし、証明書を注文します。  ［承認者メールア

ドレス］ドロップダウンボックスで、正しい承認者メールアドレスを

選択します。   

承認者メールアドレスは、特定のドメイン名の証明書が権限を持つユーザによりリ

クエストされたことを確認するためのメールアドレスです。 

9 証明書リクエストが処理されると確認のメールが送信されます。 承認

すると証明書がメールで送信されます。  

10 受信したSSL証明書はローカルマシンかネットワークに保存してくだ

さい。  

11 SSL証明書レポジトリへ戻ります（［サーバ］ >［証明書］）。 

12 ページの中央にある［参照］をクリックし、保存された証明書のある場

所へ行きます。 証明書をクリックし、［ファイル送信］をクリックしま

す。 証明書がレポジトリにアップデートされます。  

13 追加したばかりの証明書に該当するチェックボックスを選択し ［セキ

ュアコントロールパネル］をクリックします。  

 

 他の認証局からの SSL証明書を使用してコントロールパネルを保護するには、
以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［証明書］に進みます。  リポジトリ内にあるSSL証明書の

リストが表示されます。  

2 ［新しい証明書の追加］をクリックします。  

3 証明書のプロパティを指定します。  

 証明書の名前。 リポジトリ内で証明書を識別するのに役立ちます。 

 暗号化レベル。 SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。 1024 ビット以上を

選択するようお勧めします。 

 場所と組織名の指定。 入力できるのは 64 文字までです。 

 SSL 証明書を購入するホスト名の指定。 例えば、以下のようになります。 

your-domain.com 

 メールアドレスを入力します。 

4  この情報をもとに秘密鍵が生成されるため、間違いがないかよく確認

してください。  
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5 ［リクエスト］をクリックします。  秘密鍵と証明書署名リクエストが

生成され、リポジトリに格納されます。  

6 証明書署名リクエスト  （CSR） ファイルをダウンロードし自分のマ

シンに保存します。  その実行には、それぞれの アイコンをクリック

します。  

7 ダウンロードが完了したらファイルをテキストエディタで開き、テキ

ストを -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- から -----END CERTIFICATE 

REQUEST----- までクリップボードにコピーします。 -----BEGIN CERTIFICATE 

REQUEST----- および   -----END CERTIFICATE REQUEST----- の行も証明書署名

リクエストの一部であるため、必ず含めるようにしてください。  

8 お好みのメールクライアントソフトウェアを使用し、新しいメールメ

ッセージを作成し、テキストをクリップボードから貼り付けます。  こ

のメッセージを認証局に送信します。認証局はあなたが提供した情報

に応じてSSL証明書を作成します。  

9 受信したSSL証明書はローカルマシンかネットワークに保存してくだ

さい。  

10 SSL証明書レポジトリへ戻ります（［サーバ］ >［証明書］）。 

11 ページの中央にある［参照］をクリックし、保存された証明書のある場

所へ行きます。 証明書をクリックし、［ファイル送信］をクリックしま

す。 証明書がレポジトリにアップデートされます。  

12 追加したばかりの証明書に該当するチェックボックスを選択し ［セキ

ュアコントロールパネル］をクリックします。  

 

 何らかの理由で自己署名証明書を作成する必要がある場合は、以下の手順に
従ってください。 

1 ［サーバ］>［証明書］に進みます。  リポジトリ内にあるSSL証明書の

リストが表示されます。  

2 ［新しい証明書の追加］をクリックします。  

3 証明書のプロパティを指定します。  

 証明書の名前。 リポジトリ内で証明書を識別するのに役立ちます。 

 暗号化レベル。 SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。 1024 ビット以上を

選択するようお勧めします。 

 場所と組織名の指定。 入力できるのは 64 文字までです。 

 SSL 証明書を購入するホスト名の指定。 例えば、以下のようになります。 

your-domain.com 

 メールアドレスを入力します。 

4 ［自己署名］ボタンをクリックします。  証明書が生成され、リポジト

リに格納されます。  
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グローバルアカウントの設定 

グローバルアカウントはシングルサインオン・テクノロジー機能であり、1 つのグロー

バルログイン名およびパスワードを用いて、様々な SWsoft 製品にログインできます。 

Plesk に複数のアカウントをお持ちの場合、それらをすべてグローバルアカウントに接

続して、それらのアカウントを毎回パスワードを入力せずに切り替えることができます。 

他の SWsoft 製品のアカウントをグローバルアカウントに接続して、それらのアカウン

トを証明書を入力せずに切り替えることもできます。 

グローバルアカウントを作成してそれにローカルアカウントを接続すると、グローバル

アカウントでログインした場合はグローバルアカウントに接続しているどのアカウン

トも選択できます。 

注： シングルサインオン・テクノロジーおよびグローバルアカウントを使用する機能

は、API またはコマンドラインユーティリティによってのみ有効にできます。 シング

ルサインオンの有効化について詳細は、サービスプロバイダにお問い合わせいただくか

関連の説明書をご覧ください。 

このセクションの内容: 

グローバルアカウントの作成 ............................................................................ 35 

ローカルアカウントをグローバルアカウントに接続 ......................................... 35 

アカウントの切り替え ...................................................................................... 36 

グローバルアカウントパスワードの変更 .......................................................... 36 

グローバルアカウントからローカルアカウントを接続解除 .............................. 37 
 
 



 

 コントロールパネルの設定 35 

 

グローバルアカウントの作成 

 グローバルアカウントを作成するには以下を実行してください。 

1 Pleskにログインして［グローバルアカウント］に進み、［グローバルア

カウントに接続する］をクリックします。  

2 ［新しいグローバルアカウントの作成］を選択して、グローバルアカウン

トのログイン名とパスワードを入力します。  

3 ［OK］をクリックします。  

グローバルアカウントがアクティブになりましたので、そこに他のアカウントを接続す

ることができます。 詳細は「ローカルアカウントをグローバルアカウントに接続」 (ペ

ージ 35)のセクションをご覧ください。 

ローカルアカウントをグローバルアカウントに

接続 

 ローカルアカウントをグローバルアカウントに接続するには以下を実行し
てください。 

1 接続するローカルアカウントでPleskにログインします。  

2 ［グローバルアカウント］に進んで［グローバルアカウントに接続する］

をクリックします。  

3 ［既存のグローバルアカウントを利用する］オプションが選択されている

ことを確認し、接続するグローバルアカウントのログイン名およびパ

スワードを入力します。  

4 ［OK］をクリックします。  

必要に応じて他のローカルアカウントについてもステップ 1 から 4 を繰り返します。 

 SSO 対応の他の製品のアカウントをグローバルアカウントに接続するには、
以下を実行してください。 

1 接続するアカウントで、SSO対応のソフトウェア製品にログインしま

す。  

2 各ソフトウェア製品の説明書の記述に従って、グローバルアカウント

に接続します。 既存のグローバルアカウントの証明書を提供できるよ

うにご用意ください。  

必要に応じて他のアカウントまたは製品についてもステップ 1 から 2 を繰り返します。 
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注： ソフトウェア製品によっては、グローバルアカウント機能の名称が異なる場合が

あります（Federated Identity、Global Login、など）。 詳細は各ソフトウェア製品の説

明書をご覧ください。 

必要なアカウントをすべてグローバルアカウントに接続したら、グローバルアカウント

に接続しているローカルアカウントがあるあらゆる製品において、グローバルアカウン

トでいつでもログインできます。 グローバルアカウントでログインするたびに、そこ

に接続しているローカルアカウント一覧が表示されるので、その時に使用するアカウン

トを選択できます。 いつでも好きなときに他のアカウントへ切り替えることができま

す。 詳細は「アカウントの切り替え」 (36 ページ)のセクションをご覧ください。 

アカウントの切り替え 

 他のアカウントに切り替えるには以下を実行してください。 

1 右上隅の［ユーザ切替］をクリックします。  

2 切り替え先のアカウントを選択します。  

 グローバルアカウントに接続しているアカウント一覧から、所要のローカルアカ

ウントを選択します。 

または 

 ［他のアカウントのクレデンシャルを指定する］を選択して、グローバルアカウ

ントに接続していないローカルアカウントのログイン名とパスワードを入力し

ます。 ［インターフェース言語］メニューからコントロールパネルの言語を指

定することもできます。 以前にそのアカウントのインターフェイス言語を指定

し、それをインターフェースのプリファレンスに保存している場合は、［デフォ

ルト］を選択したままにします。 

3 ［OK］をクリックします。  
 

グローバルアカウントパスワードの変更 

 グローバルアカウントのパスワードを変更するには、以下を実行してくださ
い。 

1 グローバルアカウントまたはそこに接続しているローカルアカウント

でPleskにログインします。  

2 ［グローバルアカウント］に進んで［パスワードを変更する］をクリック

します。  

3 今までのパスワードと新しいパスワードを入力して［OK］をクリック

します。  
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グローバルアカウントからローカルアカウント

を接続解除 

 グローバルアカウントからローカルアカウントの接続を解除するには、以下
を実行してください。 

1 接続解除するローカルアカウントでPleskにログインします。  

2 ［グローバルアカウント］に進んで［グローバルアカウントより接続解除す

る］をクリックします。  

3 接続解除を確認して［OK］をクリックします。  

必要に応じて他のローカルアカウントについてもステップ 1 から 3 を繰り返します。 

コントロールパネルのカスタマイズ 

コントロールパネルのデスクトップ表示およびスタンダード表示（「Plesk のインター

フェースに慣れる」 ( 18 ページ)の章に記載しています）にはそれぞれのカスタマイ

ズ設定があり、コントロールパネルのそれぞれのエリアで変更されています。 

デスクトップ表示のカスタマイズについては、「デスクトップ表示でのコントロールパ

ネルのカスタマイズ」 (54 ページ)のセクションをご参照ください。 

スタンダード表示（コントロールパネルの、デスクトップ用以外のエリアおよび画面す

べて）のカスタマイズについては、「スタンダード表示でのコントロールパネルのカス

タマイズ」 (40 ページ)のセクションをご参照ください。  

コントロールパネルに、デスクトップ表示だけ、またはスタンダード表示だけ、または

一度に両方表示することを選択できます。 それには、そのインターフェース表示をサ

ポートするライセンスキーを取得してインストールする必要があります。 ライセンス

キーの機能に関係なく、他のコントロールパネルユーザに対してどの表示にするかを指

定することもできます。 

この章では以下のタスクを実行する方法についてご説明致します。 

コントロールパネルのインターフェース言語とテーマ（スキン）を変更 (39 ページ) 

コントロールパネルから不要なボタンを削除 (41 ページ) 

コントロールパネルにカスタム・ハイパーリンク・ボタンを追加 (52 ページ) 

コントロールパネルにバナーエリアにカスタムロゴを設定  

より多くのコントロールパネル言語サポートを追加 
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インターフェーステーマ（スキン）を追加 

デスクトップから項目を追加または削除 (54 ページ) 

 

このセクションの内容: 

インターフェース言語およびスキンの変更 ....................................................... 39 

標準表示によるコントロールパネルのカスタマイズ ......................................... 40 

デスクトップ表示でのコントロールパネルのカスタマイズ .............................. 54 
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インターフェース言語およびスキンの変更 

 コントロールパネルのインターフェース言語とテーマ（スキン）を変更する
には以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［編集］に進みます。  

2 以下を指定します。  

a ボタンラベルの長さ。ボタンの翻訳した表題が英語より長くなりにコントロールパ

ネルからはみ出すのを防ぐため、ここで長さを制限することができます。 定義した制

限よりも長いボタンの表題はすべて短縮され省略符号 (...) で終了します。   

b 管理者のインターフェース言語。コントロールパネルの言語を選択します。 

c 管理者のインターフェーススキン。コントロールパネルのスキン（テーマ）を選択

します。 

d デスクトップの事前設定。ひとたび「デスクトップ事前設定の使用」 (56 ページ)

に記載したようにデスクトップをカスタマイズしてその設定をテンプレートに保存す

ると、ここでテンプレートを選択できます。  

e 管理者のインターフェース・カスタマイズ・テンプレート。ひとたび「インターフ

ェース・カスタマイズ・テンプレートの使用」 (41 ページ)に記載したようにコントロ

ールパネルをカスタマイズしてその設定をテンプレートに保存すると、ここでテンプレ

ートを選択できます。  

f 管理者ログインにおける多重セッションの許可。Plesk のデフォルトでは、同じロ

グイン名とパスワードを使って複数のユーザがコントロールパネルにログインし、同時

に複数のセッションを実行することができます。 この機能は管理機能を他のユーザに

委任したり、間違えてログアウトせずにブラウザを閉じてしまいセッションの有効期限

まで再度ログインできなくなってしまった場合などに有効です。 必要なければこの機

能を無効にできます。 

g インターフェース画面が完全にロードされるまでユーザはコントロールパネルで

作業できなくなります。コントロールパネルの準備が出来る前にユーザが作業しようと

して発生するエラーを避けるには、これを選択したままにします。   

3 ［OK］をクリックします。  
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標準表示によるコントロールパネルのカスタマ

イズ 

  

このセクションの内容: 

インターフェースカスタマイズテンプレートの使用 ......................................... 41 

ボタンの表示と非表示 ...................................................................................... 46 

インターフェース言語のインストールおよびアンインストール ....................... 48 

コントロールパネルテーマ（スキン）のインストールおよびアンインストール 49 

コントロールパネルの再ブランディング .......................................................... 50 

カスタムハイパーリンクボタンの追加と削除 ................................................... 52 
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インターフェースカスタマイズテンプレートの使用 

インターフェースカスタマイズテンプレートは Plesk ユーザに割り当てられたインタ

ーフェースカスタマイズオプションのセットです。 インターフェース要素のカスタム

設定ができ、その設定をテンプレートに保存できます。 それからテンプレートを特定

のクライアントアカウントに割り当てます。 

デフォルトカスタマイズテンプレートは Plesk のインストール後に自動的に作成され

ます。 最初に、デフォルトテンプレートによって、ユーザはコントロールパネルの全

てのインターフェース要素へアクセスできるようになります。 他に明確に指定されて

いるテンプレートがない限り、デフォルトテンプレートは管理者を含むすべてのユーザ

アカウントに自動的に適用されます。 デフォルトのテンプレートはコントロールパネ

ルから削除できません。 別のテンプレートをデフォルトとして設定することができま

す。 テンプレート一覧ではデフォルトテンプレートは太字で表示されます。 

よって、特定のクライアントに対しインターフェースのカスタマイズをする場合、デフ

ォルトテンプレートを変更するか、自分のカスタマイズテンプレートを作成しユーザア

カウントに割り当てることができます。 

MyPlesk.com e-コマースポータル関連のボタンおよび現時点で無効な機能に関連する

ボタン（コントロールパネルでグレー表示になっています）だけを非表示にする必要が

ある場合は、インターフェースカスタマイズテンプレートを使用しなくても非表示にで

きます。 それは「ボタンの表示と非表示」でご説明しています。    

このセクションの内容: 

テンプレートの作成 .......................................................................................... 42 

ユーザアカウントへのテンプレートの割り当て ................................................ 43 

テンプレートの削除 .......................................................................................... 44 

デフォルトテンプレートの変更 ........................................................................ 44 

テンプレートのエクスポートとインポート ....................................................... 45 
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テンプレートの作成 

 テンプレートを作成してインターフェース要素にカスタムルールを指定す
るには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］

タブに進み、［インターフェーステンプレートを追加］をクリックします。  

2 次のページで、新規のテンプレートの名前を入力します。 このフィー

ルドは必須です。  

3 ［デフォルト］チェックボックスを選択してこのテンプレートをデフォ

ルトにします。   

他に明確に指定されているテンプレートがない限り、デフォルトテンプレートはす

べてのユーザアカウントに自動的に適用されます。 

4 ［ツールバーを表示します］をクリックして、インターフェース要素の

ルールをカスタマイズします。   

ツールバーを使用してユーザアカウントの Plesk 画面上のボタンの外観をカスタマ

イズします。 ツールバーは Plesk 画面の下部に表示されます。 ツールバーがオン

になっていると、Plesk インターフェース画面の移動や別のボタンのルール定義が

できます。 

5 インターフェース要素をカスタマイズするPlesk画面へ移動します。  

6 ツールバーの［カスタマイズ］ボタンをクリックし、カスタマイズモー

ドを有効にします。   

7 カスタマイズしたいボタンの上の透明な画面をクリックし、ドロップ

ダウンメニュー内の以下のオプションを1つ選択します。  

 非表示 － 管理者を含むすべてのユーザに対しこのボタンを非表示にします。 

 管理者のみ － 管理者にはこのボタンを表示し、それ以外のすべてのユーザには

非表示にします。 

 表示 － すべてユーザに対し常にこのボタンを表示します。 

 デフォルト － 前回このボタンに対して行ったカスタマイズをリセットし、デフ

ォルト設定に戻します。 
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8 ボタンのカスタマイズが終了したらツールバーの［OK］をクリックし

ます。  

9 ［ツールバーを隠す］をクリックしてカスタマイズモードを終了します。 

10 インターフェースカスタマイズテンプレート一覧へ戻ります（［サーバ］

>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］）。  

作成したテンプレートがカスタマイズテンプレート一覧へ追加されます。 これでテ

ンプレートをユーザアカウントへ割り当てることができます。 
 

ユーザアカウントへのテンプレートの割り当て 

 インターフェースへテンプレートを割り当てるには、以下を実行してくださ
い。 

1 ［サーバ］>［編集］に進みます。  

2 ［管理者インターフェースカスタマイズテンプレート］で必要なカスタマ

イズテンプレートを選択し、［OK］をクリックします。  

注：テンプレートリスト内では、管理者のインターフェースに現在使用されているテン

プレートは斜体で表示されます。 デフォルトのテンプレート名は太字で表示されます。 

デフォルトのテンプレートを使用している場合は、太字の斜体で表示されます。 

 クライアントアカウントへテンプレートを割り当てるには、以下を実行して
ください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］

タブに進みます。  

2 テンプレートリスト内で、［使用］の列の数字をクリックします。   

この数字は現在そのテンプレートを使用しているクライアントアカウントの数を表

示しています。 

3 ［クライアントの追加］をクリックしてテンプレートを別のクライアン

トアカウントに割り当てます。  

4 リスト内のクライアントがそのテンプレートを使用していない場合は、

1つまたは複数のクライアントアカウントを選択し［OK］をクリックし

ます。  

選択したクライアントアカウントにテンプレートが割り当てられます。 

注： 新規のクライアントアカウントの作成中やクライアントアカウントプリファレン

スの編集中も、クライアントへテンプレートを割り当てることができます。 新規アカ

ウントを作成するには、ナビゲーションペインで［クライアント］をクリックして［新

しいクライアントアカウントの追加］をクリックします。 クライアントアカウントプ

リファレンスを編集するには、ナビゲーションペイン内の［クライアント］をクリック

し、必要なクライアント名をクリックします。 
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テンプレートの削除 

 コントロールパネルから 1 つまたは複数のテンプレートを削除するには、以
下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］

タブに進みます。  

2 右側のチェックボックスを使用し、1つまたは複数のテンプレートを選

択します。  

3 ［選択対象を削除］をクリックします。  

4 削除を確認して［OK］をクリックします。   

指定したテンプレートがコントロールパネルから削除され、そのテンプレートを使用し

ていたユーザにデフォルトテンプレートが割り当てられます。 
 

デフォルトテンプレートの変更 

 別のテンプレートをデフォルトとして設定するには、以下を実行してくださ
い。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］

タブに進みます。  

2 必要なテンプレートに該当するチェックボックスを選択します。  

3 ［デフォルト］をクリックします。  テンプレートを明示的に指定し

ていないすべてのユーザに、選択したテンプレートが適用されます。  
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テンプレートのエクスポートとインポート 

 ある Pleskサーバで作成したテンプレートを別の Pleskサーバにインポートす
るには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］

タブに進みます。  

2 アイコンをクリックし、ファイルへエクスポートするテンプレート

を保存します。  

3 ［ファイルダウンロード］ダイアログボックスで［保存］をクリックし、

ハードドライブ上でファイルの保存先を指定します。   

テンプレート設定が template_name.xml ファイルとして保存されます。 

4 テンプレートファイルを別のPleskサーバに移行します。  

5 別のPleskが有効になっているサーバで、［サーバ］>［インターフェー

ス管理］>［インターフェーステンプレート］タブへ進み、［アップロード］

をクリックします。  

6 インポートされたテンプレートの名前を入力するか、ハードドライブ

上にテンプレートを配置します .  

ファイルは .xml 形式でなければなりません。 

7 ［OK］をクリックします。 このテンプレートのカスタマイズ設定を表

示します。 ここではテンプレートの編集のため［ツールバーを表示しま

す］をクリックします。  

8 設定が終了したら、［OK］をクリックします。 マシンに新規テンプレ

ートがアップロードされます。  

9 このテンプレートをクライアントアカウントに割り当てます（「ユー

ザアカウントへのテンプレートの割り当て」のセクションを参照して

ください）。  
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ボタンの表示と非表示 

定義済みのボタンを Plesk インターフェースから簡単に非表示にすることができます。 

この場合、ユーザは許可されていないコントロールやサポートされていない（サービス

がインストールされていない）機能を見ることができません。 

 ボタンを非表示にするには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］

タブに進み、［プリファレンス］をクリックします。  

2 チェックボックスを選択して、以下のコントロールのグループを非表

示にできます。  

 ユーザが使用できないボタン。 本来、コントロールパネルインターフェースの

使用できない（グレーで表示される）アイコンは、インストールされていないた

めにコントロールパネルを通して管理できないサービスやコンポーネントを意

味します。 いくつかのサービスが使用できないことでユーザが失望しないよう

に、このボタンを非表示にできます。 使用不可能なすべてのボタンを非表示に

するには、［利用できないボタンを隠します］チェックボックスを選択します。 

 制限管理コントロール。 クライアントに対し使用が許可されていない制限管理

コントロールを非表示にするには、［利用できない制限を隠します］チェックボ

ックスを選択します。 

 権限管理コントロール。 クライアントに対し使用が許可されていない権限管理

コントロールを非表示にするには、［利用できないパーミッションを隠します］

チェックボックスを選択します。 

3 ［ボタンセット］でチェックボックスを選択して、以下のボタンのセッ

トを非表示にできます。  

 MyPlesk.com オンラインストアにより提供されるサービスに関連するボタン。 

ドメイン登録サービスや SSL 証明書を再販する場合は、［ドメイン登録のボタ

ンを隠します］、［認証の必要な課金サービスのボタンを隠します］、［拡張ボ

タンのサービスを隠します］チェックボックスを選択します。 MyPlesk.com に

関連するすべてのボタンはすべてのユーザレベルでコントロールパネルから削

除されます。 

 メール転送コントロール ドメイン内に存在しないメール受信者宛に送られたメ

ールに対する返信ルールをユーザが自分で設定して使用できないようにするに

は、［メールバウンスコントロールを隠します］チェックボックスを選択します。   

4 ［OK］をクリックします。  

 

 非表示のボタンをインターフェースで表示させるには、以下を実行してくだ
さい。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［インターフェーステンプレート］

タブに進み、［プリファレンス］をクリックします。  
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2 インターフェースで再度表示させる非表示のボタンに該当するチェッ

クボックスのチェックを外し、［OK］をクリックします。  
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インターフェース言語のインストールおよびアンインス

トール 

SWsoft サイトから新規の言語パックをダウンロードしコントロールパネルにインスト

ールできます。 コントロールパネルで使用できる言語の数は購入したライセンスキー

によって決まります。 許可されている以上の数の言語をインストールしようとすると、

コントロールパネルから警告が発せられます。 

 コントロールパネルにインストールされているインターフェース言語を表
示するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］に進みます。 以下の情報が表示さ

れます。  

 言語パックは 2 文字の言語コードを含みます。 

 ［言語］は言語の名前を表します。 

 ［使用中］はインターフェースでその言語を使用しているすべてのレベルのコン

トロールパネルのユーザの数を表します。 

 コントロールパネルの新規デフォルト言語を選択するには、以下を実行して
ください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］に進みます。  

2 デフォルトに設定したい言語に街頭するチェックボックスを選択し 

［デフォルト］をクリックします。  

 

 新規の言語パックをインストールするには、以下を実行してください。  

SWsoft の Web サイトから言語パックをダウンロードして実行します。 インストール

ウィザードによって言語パックがシステムにインストールされ、御社および Plesk コン

トロールパネルユーザはログイン時またはパーソナル設定ページで該当する言語を選

択することができます。 

 コントロールパネルから言語パックをアンインストールするには、以下を実
行してください。 

1 OSタスクバーの［開始］をクリックして［コントロールパネル］>［プロ

グラムの追加または削除］ショートカットを選択します。  

2 削除したい言語パックを選択し［変更/削除］をクリックします。  

3 削除を確認します。 選択した言語パックがシステムから削除されます。 

削除した言語パックを他のユーザが使用している場合は、そのインターフェース言語は

自動的にデフォルト言語パックに設定されます。 Plesk ディストリビューションパック

のデフォルト言語 (en-US) は削除できません。 
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コントロールパネルテーマ（スキン）のインストールお

よびアンインストール 

自分のコントロールパネルのカスタムスキンを開発して使用することができます。 サ

ードパーティが作成したスキンを使用するのは、スキンパッケージに悪質なコードが含

まれている可能性があるため危険です。 信頼できるソースから支給されるスキンのみ

を使用するよう強くお勧めします。 

 現在インストールされているスキンを表示するには、以下を実行してくださ
い。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］に進みます。  

2 ［スキン］タブをクリックします。  

 

 デフォルトのスキンを設定するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［スキン］タブに進みます。   

2 デフォルトに設定したいスキンを選択します。  

デフォルトに設定したいスキンを選択して［スキンの設定］をクリックします。 

または 

 該当するチェックボックスを選択して ［デフォルト］をクリックします。 

 ローカルコンピュータにスキンパッケージをダウンロードするには、以下を
実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［スキン］タブに進みます。   

2 適切な  アイコンをクリックするか、スキン名をクリックし、［スキ

ンのダウンロード］をクリックします。  

3 スキンファイルをパックしたいアーカイブの種類を選択し、［OK］を

クリックします   

スキンのダウンロードの準備ができると、ファイルのダウンロードのダイアログウ

ィンドウが表示されます。 

4 ［保存］をクリックし、ファイル名とダウンロードするスキンパッケー

ジファイルを保存する場所を指定して［保存］をクリックします。  

これでダウンロードしたアーカイブファイルの内容を変更して自分のスキンを作成で

きます。 Plesk コントロールパネルのカスタムスキンの作成方法については、(カスタ

ム Plesk スキンの作成およびインストール（Creating And Installing Custom Plesk 

Skins）)ガイドをご参照ください。 このガイドはスキン管理ページの［カスタム Plesk

スキン］をクリックするとアクセスできます（［サーバ］>［インターフェース管理］

>［スキン］）。 
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 コントロールパネルに新規のスキンをインストールするには、以下を実行し
てください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［スキン］タブに進みます。   

2 ［新しいスキンの追加］をクリックします。 スキンパッケージファイル

のロケーションを指定し、［OK］をクリックします。  

 

 既にインストールされているスキンの内容を更新するには、以下を実行して
ください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［スキン］タブに進みます。   

2 スキン名をクリックし、［スキンのアップデート］をクリックします。 ス

キンパッケージファイルのロケーションを指定し、［OK］をクリック

します。  

 

 リポジトリから 1 つまたは複数のスキンを削除するには、以下を実行してく
ださい。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［スキン］タブに進みます。   

2 該当するチェックボックスを選択し、 ［選択対象を削除］をクリック

します。  削除を確認して［OK］をクリックします。  

注：特定のユーザのコントロールパネルで現在使用されているスキンを削除すると、そ

のユーザのコントロールパネルの外観がデフォルトのスキンに自動的に変更されます。 

デフォルトのコントロールパネルスキンは削除できません。 

コントロールパネルの再ブランディング 

トップフレームにあるデフォルトの Plesk ロゴを御社のオリジナルロゴに置き換えて、

Web ブラウザのタイトルバーに表示されるテキストを変更することができます。 この

ロゴに Web サイトへのハイパーリンクをつける事もできます。 

ロゴには GIF、JPEG、もしくは PNG 形式のファイルを使用し、ダウンロード時間を

尐なくするため 100 キロバイト以下にしてください。 画像の高さは 50 ピクセルをお勧

め致します。 

 コントロールパネルのロゴの画像および Web ブラウザのタイトルバーに表
示されるテキストを変更するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［ブランディング］に進みます。  

2 ［デフォルトの使用］チェックボックスの選択を外し、［Pleskタイトルバ

ーテキスト］ボックスに御社の会社名やその他テキストを入力します。  
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{product_name_version} および {plesk_key_id} 変数を利用して、プロダ

クトタイトル（Plesk）をそれぞれバージョン番号およびキー ID で表示することが

できます。 

3 ロゴを設定するには、［新しいロゴファイルの選択］ボックスにファイ

ルへのパスを指定するか、［参照］をクリックしてファイルを検索しま

す。 ［開く］をクリックします。  

4 ユーザがロゴをクリックした際にジャンプするハイパーリンクを作成

するには、希望のURLを［ロゴの新しいURLを入力する］ボックスに入力

します。  

5 ［OK］をクリックして送信します。   

Plesk のデフォルトロゴに戻すには、［デフォルトロゴ］をクリックします。 
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カスタムハイパーリンクボタンの追加と削除 

 Plesk コントロールパネルにカスタムハイパーリンクボタンの追加して、顧客
が自分のコントロールパネルからそれを見ることができるかどうかを指定
するには、以下を実行します。  

1 ［サーバ］>［カスタムボタン］に進んで［新しいカスタムボタンの追加］

をクリックします。  

2 以下を実行してボタンのプロパティを指定します。  

 ［ボタンラベル］ボックスに、ボタンに表示されるテキストを入力します。 

 ボタンの配置場所を選択します。 ナビゲーションペインに配置するには、［位

置］ドロップダウンボックスの［ナビゲーションペイン］を選択します。 それ

ぞれのクライアントのホームページやデスクトップに配置するには、［クライア

ントホームページ］オプションを選択します。 それぞれのドメインオーナーの

ホームページやデスクトップ（ドメインオーナーは御社のリセラーの顧客になり

ます）に配置するには、［ドメイン管理ページ］オプションを選択します。 

 ボタンの優先度を指定します。 Plesk は定義した優先度に従ってコントロール

パネル上のカスタムボタンを配置します。 数字が小さいほど優先度が高くなり

ます。 ボタンは左から右へ並べられます。 

 ボタン背景に画像を使用するには、その画像の保存場所へのパスを入力するか、

［参照］をクリックしてそのファイルを参照します。 ナビゲーションペインに

配置するボタンの画像は 16ｘ16 ピクセルの GIF または JPEG ファイルを、メイ

ンフレームやデスクトップに配置するボタンの画像には 32ｘ32 ピクセルの GIF

または JPEG ファイルを使用するようお勧め致します。 

 ［URL］ボックスにボタンに付加するハイパーリンクを入力します。 

 チェックボックスを使用し、URL にドメイン名、 FTP ログイン、FTP パスワー

ド、他の転送するデータを含めるかどうか指定します。 これらの情報は外部の

Web アプリケーションで使用できます。 

 ［マウスオーバーヘルプ］入力フィールドには、ユーザがマウスをボタンの上に

のせた際に表示されるテキストを入力します。 

 指定した URL をコントロールパネルの右側のフレームで開きたい場合は、［コ

ントロールパネル内にて開く URL］チェックボックスをチェックして下さい。こ

のチェックボックスをチェックしないと、URL は別の新しいウィンドウで開く

ことになります。 

 このボタンをコントロールパネルにアクセスしている顧客やリセラーやその顧

客からも見えるようにするには、［他のユーザに表示します］チェックボックス

を選択します。 

3 作成を完了したら［OK］をクリックします。  

 コントロールパネルからハイパーリンクボタンを削除するには、以下を実行
します。 

1 ［サーバ］>［カスタムボタン］に進みます。  
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2 削除するボタンに対応するチェックボックスを選択し、 ［選択対象を

削除］アイコンをクリックします。  
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デスクトップ表示でのコントロールパネルのカ

スタマイズ 

 デスクトップから項目を追加または削除するには以下を実行します。 

1 ［デスクトップ］> ［デスクトップをカスタマイズ］に進みます。  

2 ［サーバ情報］グループを表示するかどうかと、表示する項目を指定し

ます。 チェックボックスの選択を外すとその項目がデスクトップから

削除されます。  

3 コントロールパネル経由で実行したいタスクを指定します。 デスクト

ップに適切なショートカットが配置されます。 ［選択済みタスク］リス

トはどのショートカットが既にデスクトップに配置されているを示し

ます。 ［利用可能なタスク］リストはデスクトップにまだショートカッ

トが配置されていないタスクを示します。  

 デスクっトップにショートカットを追加するには、［利用可能なタスク］リスト

で必要なタスクを選択し［追加>>］をクリックします。 

 デスクトップからショートカットを削除するには、［選択済みタスク］リストか

ら必要のないタスクを選択し［<<削除］をクリックします。 

4 デスクトップ上にカスタムボタンを表示させるには、［ツール］で［カ

スタムボタン］チェックボックスを選択します。  

5 ［統計］と［お気に入り］グループを表示するかどうかと、そこに何の

項目を表示するかを指定します。 チェックボックスの選択を外すとそ

の項目がデスクトップから削除されます。   

［お気に入り］グループは項目へのリンクやデスクトップに追加されたコントロー

ルパネル画面を示します。それぞれのコントロールパネル画面で ［お気に入りに

追加］または ［ショートカットの作成］アイコンをクリックして選択した項目が、

このグループに含まれます。 

6 ［OK］をクリックします。  

 

 デスクトップの［お気に入り］グループに項目を追加するには以下を実行し
ます。 

1 必要なコントロールパネル画面に進みます。  

2 画面右上隅の ［お気に入りに追加］または  ［ショートカットの作成］

アイコンのいずれかをクリックします。  

3 ショートカットのカスタムラベルおよび説明を指定するには、［デフォ

ルトの使用］チェックボックスの選択を外してラベルおよび説明を指定

し、［OK］をクリックします。  
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 ［お気に入り］グループのショートカットのラベルまたは説明を変更するに
は以下を実行します。 

1 デスクトップ上で変更したいショートカットをクリックします。  

2 画面右上隅の ［お気に入りの編集］または ［ショートカットの編集］

アイコンをクリックします。  

3 ラベルおよび説明を希望通りに変更し［OK］をクリックします。  

または 

1 デスクトップ上で変更したいショートカットに対応する アイコンを

クリックします。  

2 ラベルおよび説明を希望通りに変更し［OK］をクリックします。  

  

 デスクトップの［お気に入り］グループから項目を削除するには以下を実行
します。 

1 デスクトップ上で削除したいショートカットをクリックします。  

2 画面右上隅の ［お気に入りの編集］または ［ショートカットの編集］

アイコンをクリックして、［削除］をクリックします。  

または 

1 デスクトップ上で削除したいショートカットをに対応する アイコン

をクリックして、［削除］をクリックします。  

 

このセクションの内容: 

デスクトップ事前設定の使用 ............................................................................ 56 
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デスクトップ事前設定の使用 

デスクトップ事前設定を変更し適用することによって、デスクトップに表示する項目を

変更することができます。 事前設定とはインターフェース要素の設定などです。 イン

ターフェースの事前設定を複数作成して必要なときに切り替えることができます。 顧

客やリセラーの顧客向けにインターフェースの外観を事前に定義できます。 

 テンプレートを使用してデスクトップをカスタマイズするには以下を実行
してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［デスクトッププリセット］タブ

に進み、デスクトッププリセット一覧から［デフォルト管理者デスクト

ップ］ショートカットをクリックします。   

既存のものをベースに新規の事前設定を作成したい場合は、該当する アイコンを

クリックします。 

2 設定の事前設定名を指定します。  

3 この事前設定をインターフェースに適用するには、［デフォルト］チェ

ックボックスを選択します。   

4 ［サーバ情報］グループを表示するかどうかと、表示する項目を指定し

ます。 チェックボックスの選択を外すとその項目がデスクトップから

削除されます。  

5 コントロールパネル経由で実行したいタスクを指定します。 デスクト

ップに適切なショートカットが配置されます。 ［選択済みタスク］リス

トはどのショートカットが既にデスクトップに配置されているを示し

ます。 ［利用可能なタスク］リストはデスクトップにまだショートカッ

トが配置されていないタスクを示します。  

 デスクっトップにショートカットを追加するには、［利用可能なタスク］リスト

で必要なタスクを選択し［追加>>］をクリックします。 

 デスクトップからショートカットを削除するには、［選択済みタスク］リストか

ら必要のないタスクを選択し［<<削除］をクリックします。 

6 デスクトップにカスタムボタンを表示するには、  ［利用可能なタスク］

リストの上の［カスタムボタン］チェックボックスを選択します。  

7 デスクトップに新規のカスタムハイパーリンクボタン作成の機能を持

つショートカットを表示するには、［利用可能なタスク］リストの下の

［次のボタンをフッターに表示する：新しいカスタムボタンの作成］チェッ

クボックスを選択します。  
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8 ［統計］および［お気に入り］グループを表示するかどうかと、そこに

何の項目を表示するかを指定します。 チェックボックスの選択を外す

とその項目がデスクトップから削除されます。  ［お気に入り］グルー

プは項目へのリンクやデスクトップに追加されたコントロールパネル

画面を示します。それぞれのコントロールパネル画面で  ［お気に入

りに追加］または ［ショートカットの作成］をクリックして選択した

項目が、このグループに含まれます。  

9 ［OK］をクリックします。  

 

 リセラーや複数のドメイン（クライアントアカウント）を持つ顧客向けにデ
スクトップをカスタマイズするには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［デスクトッププリセット］タブ

に進み、デスクトッププリセット一覧から［デフォルトクライアントデ

スクトップ］ショートカットをクリックします。   

既存のものをベースに新規の事前設定を作成したい場合は、該当する アイコンを

クリックします。 

2 設定の事前設定名を指定します。  

3 この事前設定をインターフェースに適用するには、［デフォルト］チェ

ックボックスを選択します。   

4 コントロールパネル経由でユーザが実行するタスクを指定します。 デ

スクトップに適切なショートカットが配置されます。 ［選択済みタスク］

リストはどのショートカットが既にデスクトップに配置されているを

示します。 ［利用可能なタスク］リストはデスクトップ上に配置されて

いないタスクのショートカットを示します。  

 デスクっトップにショートカットを追加するには、［利用可能なタスク］リスト

で必要なタスクを選択し［追加>>］をクリックします。 

 デスクトップからショートカットを削除するには、［選択済みタスク］リストか

ら必要のないタスクを選択し［<<削除］をクリックします。 

5 デスクトップにカスタムボタンを表示するには、  ［使用可能なタスク］

リストの上の［カスタムボタン］チェックボックスを選択します。  

6 デスクトップに新規のカスタムハイパーリンクボタン作成の機能を持

つショートカットを表示するには、［利用可能なタスク］リストの下の

［次のボタンをフッターに表示する：新しいカスタムボタンの作成］チェッ

クボックスを選択します。  

7 ［統計、お気に入り］グループの表示や、そこに何の項目を表示するか

を指定します。 チェックボックスの選択を外すとその項目がデスクト

ップから削除されます。   
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［お気に入り］グループは項目へのリンクやユーザがデスクトップに追加したコン

トロールパネル画面を示します。それぞれのコントロールパネル画面で ［お気に

入りに追加］または ［ショートカットの作成］をクリックして選択した項目が、

このグループに含まれます。 

8 ［OK］をクリックします。  

 

 複数のドメイン（ドメインオーナーアカウント）を持つリセラーの顧客向け
にデスクトップをカスタマイズするには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［デスクトッププリセット］タブ

に進み、デスクトッププリセット一覧から［デフォルトドメインオーナ

ーデスクトップ］ショートカットをクリックします。   

既存のものをベースに新規の事前設定を作成したい場合は、該当する アイコンを

クリックします。 

2 設定の事前設定名を指定します。  

3 この事前設定をインターフェースに適用するには、［デフォルト］チェ

ックボックスを選択します。   

4 コントロールパネル経由でユーザが実行するタスクを指定します。 デ

スクトップに適切なショートカットが配置されます。 ［選択済みタスク］

リストはどのショートカットが既にデスクトップに配置されているを

示します。 ［利用可能なタスク］リストはデスクトップ上に配置されて

いないタスクのショートカットを示します。  

 デスクっトップにショートカットを追加するには、［利用可能なタスク］リスト

で必要なタスクを選択し［追加>>］をクリックします。 

 デスクトップからショートカットを削除するには、［選択済みタスク］リストか

ら必要のないタスクを選択し［<<削除］をクリックします。 

5 デスクトップにカスタムボタンを表示するには、  ［使用可能なタスク］

リストの上の［カスタムボタン］チェックボックスを選択します。  

6 デスクトップに新規のカスタムハイパーリンクボタン作成の機能を持

つショートカットを表示するには、［利用可能なタスク］リストの下の

［次のボタンをフッターに表示する：新しいカスタムボタンの作成］チェッ

クボックスを選択します。  

7 ［統計、お気に入り］グループの表示や、そこに何の項目を表示するか

を指定します。 チェックボックスの選択を外すとその項目がデスクト

ップから削除されます。   

［お気に入り］グループは項目へのリンクやユーザがデスクトップに追加したコン

トロールパネル画面を示します。それぞれのコントロールパネル画面で ［お気に

入りに追加］または ［ショートカットの作成］をクリックして選択した項目が、

このグループに含まれます。 

8 ［OK］をクリックします。  
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 コンフィグレーション事前設定を XML 形式でダウンロードするには、以下を
実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［デスクトッププリセット］タブ

に進みます。  

2 ダウンロードしたい事前設定に該当するチェックボックスを選択し

［ファイルにエクスポート］をクリックします。  

3 ファイル名と保存先の場所を指定し［OK］をクリックします。  

 

 コンフィグレーション事前設定を XML 形式でアップロードするには、以下を
実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［デスクトッププリセット］タブ

に進み、［アップロード］をクリックします。  

2 事前設定ファイルへのパスを指定するか、［参照］をクリックしてファ

イルを検索します。  

3 コントロールパネルに既に登録されている事前設定を間違えて上書き

してしまうことを避けるには、［同じ名前と種類の事前設定を上書きする］

チェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。  

4 事前設定を適用するにはその名前をクリックし、［デフォルト］チェッ

クボックスを選択し［OK］をクリックします。  

 

 事前設定を削除するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［インターフェース管理］>［デスクトッププリセット］タブ

に進みます。  

2 削除する事前設定に該当するチェックボックスを選択し、 ［選択対象

を削除］をクリックします。  削除を確認して［OK］をクリックします

。 
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セッション設定の変更 

Plesk ではどのセッションでもアイドル時間を変更することができます。   

 セッションのセキュリティパラメータを変更するには以下を実行してくだ
さい。  

1 ［セッション］>［プリファレンス］に進みます。  

2 適切なフィールドにセッションアイドル時間を分で入力します。   セッ

ションアイドル時間の指定よりも長くセッションがアイドル状態にあっ

た場合、コントロールパネルはセッションを終了します。  

3 ［OK］をクリックします。  

 

 1 つのクライアントセッション中の IP 変更を許可するには以下を実行してく
ださい。 

1 ［セッション］>［プリファレンス］に進みます。  

2 ［クライアントセッション中のIP変更を許可する］チェックボックスを選

択します。  このオプションで、動的 IPを持ちインターネット接続が不

安定な顧客は、セキュリティリスクの増加を犠牲にしてPleskで作業す

ることができます。  

3 ［OK］をクリックします。  

 

 すべてのパラメータをデフォルト値に戻すには以下を実行してください。  

1 ［セッション］>［プリファレンス］に進み、［デフォルト］をクリックし

ます。  セッションアイドル時間がデフォルト値の30分 に設定されま

す。  

2 ［OK］をクリックします。  

 

 



 

  
 

Plesk ソフトウェアをサーバにインストールしコントロールパネルを設定した後、シス
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IP アドレスの追加および削除 

インストール後、Plesk はネットワーク設定ファイルからすべての IP アドレスを読み出

します。これらの IP アドレスは、DNS ドメインおよび Web サイトのホスティングに

使用できます。 

手動で行ったネットワーク設定ファイルへの変更は Plesk で認識されない場合がある

ため、サーバで使用する新規の IP アドレスを取得した場合は、コントロールパネルを

使用してアドレスを追加する必要があります。 

Plesk では、すべての IP アドレスを顧客に割り当てる前に共用にするか専用にするかを

決めることができます。 これにより、コントロールパネルでその区別ができ、専用 IP

アドレスを一度に複数の顧客に割り当てないようにします。 専用 IP アドレスは 1 人の

顧客に割り当てられ、共用 IP アドレスは複数のユーザアカウント間で共有されます。 

認証デジタル証明書による SSL 保護および匿名 FTP サービスでは、専用 IP アドレスに

基づく専用ホスティングアカウントのみ使用できます。 共有ホスティングアカウント

も SSL 保護を利用できますが、このような保護付きのサイトを閲覧した場合、ブラウ

ザにエラーメッセージが表示されます。 

注：今回のバージョンの Plesk コントロールパネルでは、専用の IPアドレスは Exclusive 

IP アドレスと呼ばれます。 

 現在の IP アドレスを自分で確認するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］に進みます。   

IP アドレスがリストと以下の補足情報が表示されます。 

 IP アドレスがネットワークインターフェースで正しく設定されている場合、［S］

（ステータス）列のアイコンに  が表示されます。 IP アドレスがネットワー

クインターフェースから削除されていると、アイコンに  が表示されます。 

 ［T］（タイプ）には、アドレスが専用 IP アドレスとして単一の顧客に割り当て

られている場合は  が、アドレスが複数の顧客間で共有されている場合は  

が表示されます。 

 ［IPアドレス］、［サブネットマスク］、、［インターフェース］の各列は、ど

の IP アドレスがどのネットワークインターフェース上にあるかを示します。  

 ［クライアント］列は、特定の IP アドレスを割りたてたユーザアカウントの番

号を示します。 ユーザを名前で表示するには、［クライアント］列で各番号を

クリックします。 

 ［ホスティング］の列は IPアドレスがホストするWebサイトの数を表示します。 

その Web サイトのドメイン名を表示するには［ホスティング］列で各番号をク

リックします。 
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2 IPアドレス一覧およびそのステータスを更新するには、［IP再読み込み］

をクリックします。   

 

 サーバに新規の IP アドレスを追加するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］に進んで［新しいIPアドレスを追加］をクリッ

クします。  

2 ［インターフェース］ドロップダウンボックスから、新規の IPのネット

ワークインターフェースを選択します。 サーバにインストールされた

すべてのネットワークカードが、このドロップダウンボックスに表示

されます。  

3 該当するボックスに、 IPアドレスとサブネットマスクを入力します

（例： 123.123.123.123/16）。 

4 新規IPアドレスのタイプ（共有または専用）を［IPのタイプ］ラジオア

イコンを使用して選択します。  

5 ドロップダウンボックスから、新規 IPアドレスのSSL証明書を選択しま

す。 以下の証明書を選択することができます。  

 デフォルト証明書 - Plesk ディストリビューションパッケージに添付する証明

書。 ただし、この証明書は認証局により署名されていないため、Web ブラウザ

に認識されません（警告メッセージが表示されます）。 デフォルト証明書は、

https プロトコルを使用してコントロールパネル（Error! Hyperlink reference 

not valid.サーバ名または IP>:8443/）にアクセスする場合に使用します。 

 その他の証明書 -  SSL 証明書のリポジトリに追加した（自己署名または認証局

による署名済み）証明書（証明書の追加については、「SSL 暗号化によるサイ

ト保護」のセクションを参照してください）。 

6 専用IPアドレス上のドメインでセキュアなFTP接続 (FTP over SSL) 

を使用するには、［FTP over SSL］チェックボックスを選択します。   

注：セキュアな FTP 接続を有効にするには、Plesk サーバにインストールされてい

る FTP サーバが FTP over SSL をサポートしていなければなりません。現在、Gene6

および Serv-U FTP サーバだけが FTP over SSL をサポートしています。 

7 ［OK］をクリックします。  

 

 IP アドレスをサーバから削除するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］に進みます。   

2 それぞれのチェックボックスを選択し、 ［選択対象を削除］をクリッ

クします。削除を確認して［OK］をクリックします。   

 

 ユーザに IP アドレスを割り当てるには、以下を実行してください。 
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1 ［サーバ］>［IPアドレス］に進んで［クライアント］列でそれぞれの番

号をクリックし、［クライアントの追加］をクリックします。  

2 必要なユーザアカウントを選択し［OK］をクリックします。  

 

 ユーザの IP アドレスを取り消すには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］に進んで［クライアント］列でそれぞれの番

号をクリックします。  

2 それぞれのチェックボックスを選択し、 ［選択対象を削除］をクリッ

クします。  

3 削除を確認して［OK］をクリックします。  

 

 ユーザが IP アドレスでサーバ上の Web リソースを参照したときに、どの Web

サイトを表示するかを指定するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IIPアドレス］に進んで［Iホスティング］列でそれぞれの番

号をクリックします。 このIPでホスティングされるすべてのサイトが

一覧表示されます。  

2 必要なサイトを選択し、 ［デフォルトとして選択］をクリックします。  

 

 IP アドレスの割り当てタイプ（共有、専用）を変更する、または IP アドレス
に別の SSL 証明書を割り当てるには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］に進んで必要な IPアドレスをクリックします。  

2 必要なIPアドレス割り当てタイプとSSL証明書を選択し、［OK］をクリ

ックします。  

 

 ドメインでセキュアなFTP接続 (FTP over SSL) を使用できるようにするには、
以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］に進んで所要の IPアドレスをクリックします。  

2 ［FTP over SSLを許可］チェックボックスを選択し、［OK］をクリックし

ます。 この機能を正常に動作させるために、専用 IPアドレスの使用が

推奨されています。  
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Plesk で使用するソフトウェアコンポ

ーネントの設定 

Plesk はアンチウィルスから Web メールサーバに至るまで、様々なサードパーティソ

フトウェアコンポーネントをサポートしています。 Plesk が使用するコンポーネントを

選択することは可能です。 

 使用可能なコンポーネントのリストを表示して Plesk が使用するコンポーネ
ントを選択するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［コンポーネント管理］に進みます。  

使用可能なコンポーネント一覧が表示されます。 コンポーネントの現在の状態は以

下のアイコンで示されます。  

  は Plesk がそのコンポーネントを使用し、コンポーネントが作業中であるこ

とを意味します。 

  は Plesk がそのコンポーネントを使用していない（大抵はライセンスキーが

失効または無いため）が、コンポーネントが作業中であることを意味します。 

  はそのコンポーネントが停止しているために Plesk がそのコンポーネントを

使用していないことを意味します。 

  は Plesk がそのコンポーネントを使用していないが、そのコンポーネントは

システムにインストールされており使用可能であることを意味します。 

2 コンポーネント名（例：Mail Server）をクリックし、Pleskがサポートし

ている使用可能なコンポーネント一覧からコンポーネントを選択しま

す。  

3 ［OK］をクリックします。  選択したコンポーネントをPleskが起動し

ます。  

いくつかのコンポーネント（例：Merak Mail Server）は［コンポーネントバージョ

ン］テーブルでその名前をクリックすれば設定することができます。 個々のコンポ

ーネント設定はコンポーネントによって異なります。 コンポーネントの設定が完了

したら［OK］をクリックします。 

使用可能なコンポーネントのリストを更新するには、［更新］をクリックします。 

DNS サービスの設定 

コントロールパネルは BIND DNS サーバと共に動作し、Web サイトをホストしている

のと同じマシン上で DNS サービスを実行できます。 
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新しく追加されたドメインの DNS ゾーン設定は自動で行われます。 コントロールパネ

ルに新規のドメイン名を追加すると、ゾーンファイルはサーバ全体の DNS ゾーンテン

プレートに従って生成され、ネームサーバデータベースに登録されます。ネームサーバ

はゾーンのプライマリ（マスター）DNS サーバとして働くように指示されます。 

以下が可能となります。 

 テンプレートからのリソースレコードの追加および削除 

 自動ゾーン設定とカスタム設定を以前のドメインベースのものに置換 

 他の DNS サーバの選択（例えば、BIND DNS サーバから Microsoft DNS サーバへの

移行） 

 プロバイダや別の機関が DNS サービスを御社のサイトで実行した場合、マシンの

ドメイン名サービスをすべて停止（例えば、御社の Plesk が Plesk Expand DNS サ

ーバを使用している場合） 

 サーバ全体の DNS テンプレートのデフォルトレコードを表示するには、以下
を実行してください。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  リソースレコードテンプレート

がすべて表示されます。   

<ip> と <domain> テンプレートは生成されたゾーンで本当の IP アドレスとドメイ

ン名に自動的に置き換えられます。 

 サーバ全体の DNS テンプレートに新規のリソースレコードを追加するには、
以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  

2 ［ツール］グループの［新しいレコードを追加］アイコンをクリックしま

す。  

3 リソースの種類を選択し、希望のレコードプロパティを指定します   

生成されたゾーンで本当の IP アドレスとドメイン名に自動的に置き換えられる 

<ip> と <domain> を使用することができます。 また、ドメイン名を指定する場合

にワイルドカード記号(*)を使用でき、必要な値を正確に指定できます。 

4 ［OK］をクリックします。  

 

 サーバ全体の DNS テンプレートから新規のリソースレコードを削除するに
は、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  

2 削除するレコードテンプレートに該当するチェックボックスを選択し、

［選択対象を削除］をクリックします。  

3 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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 サーバ全体の DNS テンプレートの最初の設定を復元するには、以下を実行し
てください。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  

2 ［ツール］グループの［デフォルトに戻す］をクリックします。  

3 DNSテンプレートゾーンの復元を確認して［OK］をクリックします。  

 

Plesk はゾーン名、ホスト名、管理者のメールアドレス、シリアル番号を自動的に更新

し、Start of Authority （SOA）レコードパラメータのデフォルト値をゾーンファイルに

書き込みます。 デフォルト値はコントロールパネル経由で変更することができます。 

 サーバ全体の DNS テンプレートの Start of Authority （SOA）レコード設定を変
更するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  

2 ［SOAレコードテンプレート］をクリックします。  

3 希望する値を指定します。  

 更新。 セカンダリネームサーバがプライマリネームサーバに対して、ドメイン

ゾーンのファイルへ何か変更が加えられたかどうかを確認する頻度です。 Plesk

のデフォルト値は 3 時間です。 

 再試行。 セカンダリサーバが失敗したゾーン転送を再試行するまで待つ時間で

す。 この時間は更新インターバルよりは短いのが普通です。 Plesk のデフォル

ト値は 1 時間です。 

 期限切れ。 そのゾーンが変更または更新されなかった場合、更新インターバル

が経過した後、セカンダリサーバが問い合わせに応答するのを止めるまでの時間

です。 Plesk のデフォルト値は 1 週間です。 

 最小値。 セカンダリサーバが負の応答をキャッシュするまでの時間です。 Plesk

のデフォルト値は 1 日です。 

 デフォルト TTL。 他の DNS サーバがそのレコードをキャッシュに保存するまで

の時間です。 Plesk のデフォルト値は 1 日です。 

4 ［OK］をクリックします。 新規のSOAレコードのパラメータが新規に

作成されたドメイン向けに設定されます。  

 

デフォルトでは、DNS ゾーン転送は各ゾーンに含まれる NS レコードが指定するネー

ムサーバにしか許可されません。 ドメイン名レジストラがすべてのゾーンへの転送許

可を必要とする場合は、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  

2 ［転送制限テンプレート］タブを選択します。 すべてのゾーンへのDNS

ゾーン転送を許可されているすべてのホストが表示されます。  
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 ACL へのネットワークを追加するには、［IPアドレス/マスク］フィールドで IP ア

ドレスおよびマスクを指定して［ネットワークの追加］をクリックします。 

 ACL からネットワークを削除するには、一覧から該当するネットワークのチェック

ボックスを選択して ［選択対象を削除］をクリックし、削除を確認して［OK］

をクリックします。 

 

Plesk の再帰的 DNS の設定を変えるには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

3 ［再帰的DNS］タブを選択します。   

 すべてのリクエストに対して再帰を許可するには［すべてのリクエストを許可］

を選択します。 

 ローカルのリクエストに対してのみ再帰を許可するには［ローカルリクエストの

み許可］を選択します。 例えば、［ローカルリクエストのみ許可］オプション

はスパムによる DNS サーバリソースの使用を防ぐのに有効です。このオプショ

ンは Plesk でデフォルト設定されています。 

 再帰を停止するには［拒否］を選択します。 

4 ［OK］をクリックします。  

 

サードパーティのDNSサーバを使用（例えばコントロールパネルがPlesk Expand DNS

サーバを使用）しており、自身の DNS サーバが稼働していない場合は、コントロール

パネルの DNS サーバを停止してください。 

 コントロールパネルの DNS サーバを停止するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  

2 ［DNSサーバ］をクリックします。  

3 ［DNSサーバ停止］オプションを選択して［OK］をクリックします。  
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Plesk をファイアウォールの背後で実

行するための設定 

この章では Plesk を、スタンドアロンのファイアウォールや、Plesk サーバ上で稼働し

ており Plesk コントロールパネルで管理可能なファイアウォールの背後で実行するた

めに設定する方法についてご説明致します。 

このセクションの内容: 

Plesk をスタンドアロンファイアウォールの背後で実行するための設定 .......... 70 

Plesk ファイアウォールの設定.......................................................................... 71 
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Pleskをスタンドアロンファイアウォールの背後

で実行するための設定 

Plesk をスタンドアロンファイアウォールの背後で実行する際、Plesk が提供するドメ

インホスト名の分解能について特定の問題に直面するかもしれません。 Plesk で新規の

DNS ドメインを設定すると、そのゾーンファイルはドメイン名と御社の Plesk サーバ

のある IP アドレスと関連のあるリソースを含みます（例：192.168.1.1 のようなインタ

ーネットネットワークアドレス）。 192.168.x.x という IP アドレスはプライベートサ

ーバでの使用のため Internet Assigned Numbers Authority (IANA) により予約されてい

るので、インターネットユーザはこのドメイン名にアクセスできません。 この問題の

対策として、ドメイン名とドメインのゾーンファイル内のファイアウォールマシンの IP

アドレスを関連付ける必要があります（［ドメイン］> ドメイン名 >［DNS］）。 

新しく追加されたドメイン名と IP アドレスを自動的に関連付ける方法として、DNS ゾ

ーンテンプレート（［サーバ］>［DNS］）の使用をお勧め致します。 

11.22.33.44 上で動作するファイアウォールにより保護されたプライベートネットワー

ク内の 192.168.1.1 上で動作する Plesk サーバの設定方法は以下の通りです。 

1 ［サーバ］>［DNS設定］に進みます。  

2 Aタイプのリソースレコードをすべて探し出します。  どれも編集でき

ないので、削除して新規のレコードを作成します。  それぞれのAレコ

ードの［名前］列の値をそのままにしておき、［値］列の <ip> テンプ

レートはファイアウォールホストの IPアドレスである11.22.33.44に置

き換えます。   

3 ファイアウォールを設定して適切なアドレス変換ができるようにしま

す。  
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Pleskファイアウォールの設定 

Plesk コントロールパネルにはファイアウォールがあり、サーバのセキュリティ侵害を

もたらすネットワーク接続からサーバを保護します。 ファイアウォールには事前定義

済みのルールがあり、ホスティングサーバの適切な機能（Web やメールや FTP など）

に必要なサービスへの接続は許可します。 デフォルトではファイアウォールは無効に

なっています。 

以下を実行するにはこの章をお読みください。 

 ファイアウォールの作動 

 現在許可されている着信接続の表示 

 着信接続の許可および拒否 

 ICMP 接続の許可および拒否 

 ファイアウォールのデフォルト設定の復元 

 ファイアウォールの停止 

このセクションの内容: 

ファイアウォールの有効化 ................................................................................72 

許可されている着信接続の表示 .........................................................................72 

着信接続の許可および拒否 ................................................................................74 

ICMP 接続の許可および拒否 .............................................................................75 

ファイアウォールのデフォルト設定の復元 .......................................................75 

サーバへのすべての接続をパニックモードを使用して閉鎖 ...............................76 

ファイアウォールの無効化 ................................................................................76 
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ファイアウォールの有効化 

 ファイアウォールを有効にするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］に進みます。  

2 ［ツール］で［スイッチオン］をクリックします。  

3 ファイアウォールを特定のネットワークインターフェースに対して作

動させるには、ネットワークインターフェースがいくつもある場合は

インターフェース一覧から必要なインターフェース名をクリックしま

す。  

適用されたフィルタリングポリシー（ルール）のリストが表示されます。 ルールに

合致するパケットをファイアウォールが防ぐ場合は［S］（ステータス）に  アイ

コンが表示され、ルールに合致するパケットをファイアウォールが通す場合は  

アイコンが表示されます。 

注： 特定のネットワークインターフェースのファイアウォールの設定は、Microsoft 

Windows Server 2003 に限り可能です。 

許可されている着信接続の表示 

デフォルトでは明確に許可されていない着信接続はすべて拒否されます。 

 着信接続に対して現在適用されているファイアウォールルールを表示する
には以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］に進みます。  

2 必要なネットワークインターフェースをクリックします。  

現在定義されているルールがすべて表示されます。 ルールに合致するパケットをフ

ァイアウォールが防ぐ場合は［S］（ステータス）に  アイコンが表示され、ルー

ルに合致するパケットをファイアウォールが通す場合は  アイコンが表示されま

す。    

注： 特定のネットワークインターフェース用のファイアウォールの設定は、

Microsoft Windows Server 2003 でのみご利用いただけます。Microsoft Windows 

Server 2008 をご使用の場合は、［ファイアウォールルール］タブに進んでくださ

い。 

3 以下のいずれかを実行します。  

 ルールのプロパティを表示または変更するにはそれぞれのルール名をクリック

します。 ルールの変更を保存するには［OK］をクリックします。 変更を保管

しないで前の画面に戻るには［キャンセル］または［上へ］をクリックします。 
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 サービスへの接続を許可するには、［ファイアウォールルールの追加］をクリッ

クし、参照用にルール名を指定し、許可したい着信接続のポートおよびプロトコ

ルを指定します。 そのルールをすぐに適用したい場合は［ルールをスイッチオ

ンする］チェックボックスを選択したままにします。 ［OK］をクリックします

。 

 以前アクセス不可にしたサービスへの接続を許可したい場合は、［S］列でそれ

ぞれの  アイコンをクリックします。 

 サービスへの接続を一時的に拒否するには、［S］列の  アイコンをクリック

します。 

 サービスへの接続を永久に拒否するにはそれぞれのサービスへ接続を許可する

ルールに該当するチェックボックスを選択し［選択対象を削除］をクリックしま

す。 ルールを削除するとそのルールで指定された接続が拒否されます。 
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着信接続の許可および拒否 

デフォルトでは明確に許可されていない着信接続はすべて拒否されます。 

 サービスへの着信接続を許可するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］に進みます。  

2 必要なネットワークインターフェースをクリックします。  

注： 特定のネットワークインターフェース用のファイアウォールの設定は、

Microsoft Windows Server 2003 でのみご利用いただけます。Microsoft Windows 

Server 2008 をご使用の場合は、［ファイアウォールルール］タブに進んでくださ

い。 

3 ［ファイアウォールルールの追加］をクリックして以下のパラメータを指

定します。  

 参照用のルール名 

 許可する着信接続のポートまたはポートの範囲およびプロトコル 

4 そのルールをすぐに適用したい場合は［ルールをスイッチオンする］チ

ェックボックスを選択したままにします。  

5 ［OK］をクリックします。  

 

 以前許可したサービスへの着信接続を拒否するには以下を実行してくださ
い。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］に進みます。  

2 必要なネットワークインターフェースをクリックします。  

注： 特定のネットワークインターフェース用のファイアウォールの設定は、

Microsoft Windows Server 2003 でのみご利用いただけます。Microsoft Windows 

Server 2008 をご使用の場合は、［ファイアウォールルール］タブに進んでくださ

い。 

3 それぞれのサービスへの接続を許可するルールに該当するチェックボ

ックスを選択し、［選択対象を削除］をクリックします。  

ルールを削除するとそのルールで指定された接続が拒否されます。    
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ICMP 接続の許可および拒否 

ICMP 接続はネットワークのトラブルシューティングに使用されます。 デフォルトでは

すべての ICMP 接続が許可されています。 ICMP メッセージの詳細は以下を参照してく

ださい。  

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/jp-jp/xpehelp/html/xeconconfig
uringicmpsettingsinwindowsfirewall.asp 

 ICMP 接続を拒否または許可するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］>［ICMPプロトコル］に

進みます。  

ICMP 接続の事前定義済みルールが一覧表示されます。 ルールに合致するパケット

をファイアウォールが防ぐ場合は［S］（ステータス）に  アイコンが表示され、

ルールに合致するパケットをファイアウォールが通す場合は  アイコンが表示さ

れます。 

2 以下のいずれかを実行します。  

 特定のタイプの ICMP リクエストを許可するには、［S］列の  アイコンをク

リックします。 

 特定のタイプの ICMP リクエストを拒否するには、［S］列の  アイコンをク

リックします。 

 すべての ICMP リクエストを拒否するには、［パニックモード］をクリックしま

す。 

 ICMP リクエストのデフォルト設定を復元するには、［デフォルト］をクリック

します。 

 
 

ファイアウォールのデフォルト設定の復元 

 最初の設定を復元するには以下を実行してください。  

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］に進みます。  

2 必要なネットワークインターフェースをクリックします。  

注： 特定のネットワークインターフェース用のファイアウォールの設定は、

Microsoft Windows Server 2003 でのみご利用いただけます。Microsoft Windows 

Server 2008 をご使用の場合は、［ファイアウォールルール］タブに進んでくださ

い。 

3 ［ツール］で［デフォルト］をクリックします。  

 
 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/jp-jp/xpehelp/html/xeconconfiguringicmpsettingsinwindowsfirewall.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/jp-jp/xpehelp/html/xeconconfiguringicmpsettingsinwindowsfirewall.asp
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サーバへのすべての接続をパニックモードを使用して閉

鎖 

サーバがセキュリティ侵害されて Web サイトに損傷があった場合、すべての脆弱性に

パッチがあてられ顧客の Web サイトがバックアップから復元されるまではサーバをイ

ンターネットから切り離して停止するとよいでしょう。 

 サーバへの接続をすべて閉鎖するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］に進みます。  

2 ［パニックモード］をクリックします。  

注： 特定のネットワークインターフェース用のファイアウォールの設定は、Microsoft 

Windows Server 2003 でのみご利用いただけます。Microsoft Windows Server 2008 を

ご使用の場合は、［ファイアウォールルール］タブに進んでください。 

ファイアウォールの無効化 

 ファイアウォールを無効にするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IPアドレス］>［ファイアウォール］に進みます。  

2 ［ツール］で［スイッチオフ］をクリックします。  
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メールサービスの設定 

コントロールパネルはドメインにメールサービスを提供するメールサーバとともに動

作します。 インストール後、メールサーバは自動的に設定され使用できますが、デフ

ォルト設定が希望に合うかどうか確認するようお勧め致します。 

1 ［サーバ］>［メール］に進みます。  サーバ全体のメールプリファレン

スの画面が［プリファレンス］タブで開きます。  

2 サーバを通して送信されるメールメッセージのサイズを制限したい場

合は、［最大メールサイズ］ボックスに希望の値をキロバイト単位で入

力します。特に制限しない場合は、空欄にします。  

3 簡単なパスワードを許可しないことで辞書攻撃からユーザを保護する

場合は、［メールボックスパスワードが推測されやすい値かチェックします］

オプションを選択します。  

辞書攻撃とは、誰かが様々な言語の組み合わせを試すプログラムを実行して有効な

ユーザ名およびパスワードを探し当てようとすることです。 多くのユーザは不用意

にパスワードを選択するので辞書攻撃は成功しやすいと言えます。 

注：このオプションを有効にするには、サーバのローカルセキュリティポリシー設

定で［パスワードが要件に完全一致］オプションがオンになっている必要がありま

す（オプションは［開始］>［管理ツール］>［ローカルセキュリティポリシー］>

［アカウントポリシー］>［パスワードポリシー］にあります）。 

4 メールメッセージ送信に必須の認証を持つ追加SMTPポートを使用す

る場合、［メッセージ投稿のスイッチオン］チェックボックスを選択して、

ポートがどの IPアドレス上で作業するかを選択します。  このオプショ

ンを使用できるかどうかは、使用中のメールサーバによることにご注

意ください。  

5 メールリレーモードを選択します。   

クローズドリレーでは、メールサーバはこのサーバ上にメールボックスを持ってい

るユーザへのメールしか受け付けません。 顧客は御社の出力 SMTP サーバを通し

て一切メールを送信できません。従って、メールリレーをクローズにすることはお

勧めしません。 

リレー認証後、顧客だけが御社のメールサーバを通してメールの送受信ができます。 

［認証が必要］オプションを選択したままにしておき、許可方法を指定することを

お勧め致します。 

 POP3 認証。POP3 認証では、ユーザが POP サーバの認証に成功すると、20 分

間（デフォルト値）メールサーバを通してメールの送受信が可能となります。 こ

の間隔を変更するには［ロック時間］ボックスで他の値を指定してください。 

 SMTP 認証。SMTP 認証では、外部のアドレスにメールメッセージを送る場合、

メールサーバの認証が必要になります。 
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信頼するネットワークに対してリレー制限を使用したくない場合は、［以下のネッ

トワークにおいては、リレー制限を適用しません:］フィールドでネットワーク IP

およびマスクを指定して（例： 123.123.123.123/16）、  アイコンをクリックし

ます。 一覧からネットワークを削除するには、削除したいネットワークに該当する 

 アイコンをクリックします。 

一覧のネットワークのリレーホストはスパムやオープンリレーやオープンプロキシ

によって操作されないとみなされています。 信頼されたホストはスパムをリレーす

ることはあったとしても、それを作成したりヘッダデータを偽造したりはしません。 

DNS ブラックリストによるチェックはこれらのネットワーク上のホストを疑うこ

とはしません。 

6 顧客をスパムによる悪用から保護するためにメール悪用防止システム

を有効にするには、［Trend Micro RBL+ サービスのサポートを有効化］チェ

ックボックスを選択し、［MAPSゾーン］フィールドにDNSゾーン名（例： 

domain.com）を入力します。 セミコロンで区切れば、複数のMAPSゾ

ーンを指定することができます。  

7 ［OK］をクリックして変更を送信します。  

このセクションの内容: 

アンチスパム保護の設定....................................................................................79 

アンチウィルス保護の設定 ................................................................................84 
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アンチスパム保護の設定 

ユーザをスパムから保護するには、コントロールパネルの以下のツールを使用できます。 

 SpamAssassin スパムフィルタ。 スパムを識別する為のローカルまたはネットワーク

テストを広範囲で行う強力なスパムフィルタです。 

スパムフィルタを設定することで、メールサーバに届いた疑わしいメッセージを削

除したり、そのようなメッセージの件名を変更し「X-Spam-Flag: YES」や

「X-Spam-Status: Yes」ヘッダを追加することができます。 件名の変更は自分のコ

ンピュータにインストールされているフィルタプログラムでメールフィルタを行い

たいユーザに便利です。 

SpamAssassin についての詳細は、http://spamassassin.apache.orgをご参照くださ

い。 

SpamAssassin フィルタを設定してオンにするには、「SpamAssassin スパムフィ

ルタの設定」 (80 ページ)のセクションに進んでください。 

 DNS ブラックホールリスト。 このスパム防止システムは動的な IP アドレスの広範

囲なリストと同様にスパムの既知の、または文書化されたソースを含むデータベー

スへのメールサーバにより作成された DNS 照会プログラムをベースにしています。 

データベースからの応答としては、メールサーバに「550」エラーが返されるか、

要求された接続が拒否されます。 

DNSBL データベースで作業できるようにメールサーバを設定するには、「DNS ブ

ラックホールリストに基づいたスパム防止の有効化」 (81 ページ)セクションに進

んでください。 

 サーバ全体のブラックリストとホワイトリスト。 ブラックリストとホワイトリスト

は標準のメールサーバ機能です。 ブラックリストを使用して、メールが送られてき

ても受け入れないドメインを指定できます。ホワイトリストは、常にメールを受け

入れるマシンの IP アドレスやネットワークを指定します。 

サーバ全体のブラックリストとホワイトリストを設定するには、「サーバ全体のブ

ラックリストとホワイトリストの設定」 (82 ページ)のセクションへ進んでくださ

い。 

このセクションの内容: 

SpamAssassin スパムフィルタの設定 .............................................................. 80 

DNS ブラックホールリストに基づいたスパム防止の有効化 ............................. 81 

サーバ全体のブラックリストおよびホワイトリストの設定 .............................. 82 
 
 

http://spamassassin.apache.org/
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SpamAssassin スパムフィルタの設定 

 SpamAssassin スパムフィルタを有効にするには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

3 ［スパムフィルタ］タブを選択します。  

4 定義した設定に基づいたサーバ全体のフィルタリングを許可するには、

［サーバ全体の設定を利用する］チェックボックスを選択します。  

5 ユーザがそれぞれのメールボックスに対するスパムフィルタの優先度

を自分で設定できるようにするには、［個人設定を許可］ チェックボッ

クスを選択します。  

これで受信するメールはすべてサーバ側でフィルタリングされます。 デフォルトで

はスパムフィルタはスパムメールを削除しません。「X-Spam-Flag:  YES」および

「X-Spam-Status:  Yes」ヘッダをメッセージに追加して、スパムとみなされた各

メッセージの件名の最初に「*****SPAM*****」という文字列を追加するだけです。 

［個人設定を許可］オプションを有効にしている場合は、ユーザはスパムフィルタ

が自動的に迷惑メールを削除するように設定することができます。 サーバ設定を上

書きしてメールボックスごとのスパムフィルタに学習させるように自分のブラック

リストとホワイトリストをセットアップすることもできます。 

6 スパムフィルタの精度を［スパムとして見なす数］ボックスから値を選

択して調節します。  

SpamAssassin は、各メッセージのコンテンツおよび件名行に対して複数の異なる

テストを実行します。 その結果、各メッセージに複数のポイントが記録されます。 

ポイントが高くなるほど、メッセージがスパムである可能性が高くなります。 例え

ば、件名行および本文にテキスト文字列「BUY VIAGRA AT LOW PRICE!!!」を含む

メッセージの特定は 8.3 ポイントになります。  デフォルトでは、スコアが 7 ポイ

ント以上のメッセージがすべてスパムと分類されるようにフィルタ感度が設定され

ます。 

 ユーザが現在の設定で多くのスパムメッセージを受け取る場合、［スパムとして

見なす数］ボックスの値を 6 などに下げてみてください。  

 スパムフィルタでジャンクとみなされたためにユーザがメールを受信できない

場合、［スパムとして見なす数］ボックスの値を高くし、フィルタ感度を下げて

みてください。 

 大きなメッセージのテストはメールサーバの処理速度を低下させます。 負荷軽

減のために、［指定されたメールサイズを超過した場合フィルタリングしません］

チェックボックスを選択してスパムフィルタがテストするメッセージのサイズ

の最大値を指定することができます。 お勧めのメールサイズ制限は、画像が添

付されたHTML形式のメールメッセージの一般的なサイズである 150 - 250キロ

バイトです。 添付ファイルがあるメールメッセージの一般的な大きさである

500 キロバイトを超えると、メールサイズにおけるフィルタリングとサーバ負荷

の兼ね合いが重要になってきます。 
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 スパムフィルタがメールメッセージを何件かチェックしないままでいる（着信メ

ールが大量にある場合に起こることがあります）ことを防ぐため、同時にチェッ

クできる文字数を［SPAM フィルタが作成できるスレッド数］フィールドで制限

します。 

7 スパムとみなされたメッセージをマークする方法を指定します。  

サーバレベルではサーバ全体のスパムフィルタでスパムを自動的に削除するように

は設定できません。 この設定は各メールボックスでのみ可能です。 サーバ全体で

は、メッセージをスパムとしてマークするオプションのみ選択できます。 

「X-Spam-Flag:  YES」および「X-Spam-Status:   Yes」ヘッダがデフォルトでは

メッセージソースに付加され、またスパムフィルタにより件名行の先頭に特定のテ

キスト文字列が追加されます。 希望の文字の組み合わせをメッセージの件名に含め

るには、［タグ］ボックスにその文字を入力します。 スパムフィルタにメッセージ

の件名を変更させたくない場合は、［SPAM メールの件名］チェックボックスを空白

のままにします。  必要な場合は、スパム検出の警告文を適切なフィールドに指定

します。 

8 信頼できる言語を指定して、常にフィルターを通過できるメールの言

語特性を定義します。   

 ［信頼のおける言語］および［信頼する言語］のボックスから必要な項目を選択

し［追加 >>］をクリックします。 

 指定した言語および定義済み文字セットの文字はスパムとみなされません。 

9 SpamAssassinスパムフィルタのセットアップが完了したら［上へ］を

クリックして前の画面に戻ります。  

 

特定のメールボックス用にスパムフィルタを変更したい場合は「スパムからのメールボ

ックスの保護」 (255 ページ)のセクションに進みます。  

DNS ブラックホールリストに基づいたスパム防止の有効

化 

サーバで無料および支払い済みのサブスクリプション・ブラックホールリストをご利用

いただけます。 http://spamlinks.net/filter-dnsbl-lists.htmで使用したい DNSBL サーバを

選択してください。 

 DNSBL ベースのスパム防止を有効にするには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

3 ［DNSブラックホールリストベースのSPAMプロティションをスイッチオン

する］チェックボックスを選択します。  

4 In the ［DNSBLサービスのDNSゾーン］入力ボックスにメールサーバが照

会するホスト名を入力します（例：sbl.spamhaus.org）。  

http://spamlinks.net/filter-dnsbl-lists.htm
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5 ［OK］をクリックします。  

これで、既知のスパマーからのメールメッセージはエラーコード 550 （接続拒否）表

示ととも拒否されます。 

サーバ全体のブラックリストおよびホワイトリストの設

定 

 指定したドメインからのメールを拒否するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

3 ［ブラックリスト］タブをクリックします。  

4 ブラックリストにエントリを追加するには、［ドメインの追加］をクリ

ックして［ドメイン名］フィールドにドメイン名を指定します。  

5 ［OK］をクリックします。   

6 追加するドメインが複数ある場合は上記のステップ4と5を繰り返しま

す。  

 

 特定のドメインまたはネットワークからのメール受信を許可するには以下
を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

3 ［ホワイトリスト］タブをクリックします。  

4 ホワイトリストにエントリを追加するには、［ネットワークの追加］を

クリックして［IPアドレス/マスク］フィールドにネットワークの IPおよ

びマスクを指定します。  

5 ［OK］をクリックします。    

6 追加するネットワークが複数ある場合は上記のステップ4と5を繰り返

します。  

 

 ブラックリストやホワイトリストからエントリを削除するには以下を実行
してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

3 必要なタブ（［ブラックリスト］または［ホワイトリスト］）をクリック

します。  
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4 削除するエントリに対応するチェックボックスを選択し、 ［選択対象

を削除］をクリックします。  

5 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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アンチウィルス保護の設定 

ウイルスやその他メール経由で浸透する不正ソフトウェアからユーザを保護するには、

コントロールパネルに付属しているアンチウィルスサービスを有効にするとよいでし

ょう。 

 すべてのユーザのメールボックスに対してアンチウィルスをセットアップ
して有効にするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［メール］>［アンチウィルス］に進みます。  

2 スキャンモードを選択します。  

3 ユーザが着信および送信メールについてスキャンの設定を変更できる

ようにするには、それぞれのチェックボックスを選択します。  

4 ［OK］をクリックします。  

これでアンチウィルスが有効になりました。 アンチウィルスはメールをスキャンして

感染したメールはすべて削除します。 

Plesk のデータベースホスティング設

定 

ホストユーザのデータベースを 1 台のサーバにも、あるいは多数の異なるサーバにもホ

スティングすることができます。 リモートサーバにユーザデータベースがあるとマル

チサーバのインストールに便利です。管理、バックアップ、リソース利用には集中型デ

ータベースホスティングが適しているためです。 しかし、単一 Plesk サーバをご使用

の場合は、すべてのデータベースをそこに保存しておくことをお勧め致します。 

 ホスティングマシンでリモートデータベースサーバを使用するには以下が
必要です。 

1 リモートデータベースサーバのセットアップ。  

1. MySQLまたはMicrosoft SQLソフトウェアのインストール。  

2. データベース管理者アカウントのセットアップ。  

3. データベースサーバへのネットワークアクセスの有効化。  

2 リモートデータベースで作業するようPleskの設定。  

このセクションの内容: 

リモートデータベースホスティングの設定 .......................................................85 

データベースサーバの管理 ................................................................................87 
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リモートデータベースホスティングの設定 

必要なリモートデータベースサーバをセットアップしたら、このデータベースサーバを

Plesk に登録する必要があります。 

 データベースの登録には以下を実行してください 

1 Pleskにログインします。  

2 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

3 ［サービス］グループの［データベースサーバ］アイコンをクリックしま

す。  

4 ［ツール］グループの［データベースサーバの追加］アイコンをクリック

します。  

5 データベースサーバのプリファレンスを指定します。  

 ［データベースサーバのタイプ］メニューでデータベースサーバエンジンを指定

します。 

 データベースサーバのホスト名または IP アドレスを指定します。 

 データベースサーバが使用しているポート番号を指定します。 このオプション

はMySQLに限り有効です。 デフォルトではMySQLサーバはポート3306です。

MySQL データベースサーバデフォルトポートをご使用の場合は［ポート番号］

は空白のままでも構いません。 

注：MySQLサーバポート値に8306を入力しないでください。Pleskが内部デー

タベースとの通信に使用しているためです。 

 データベースサーバで動作しているデータベースタイプを指定します。 

 このデータベースサーバを顧客データベースのホスティングのデフォルトにす

るには［このデータベースを MySQL のデフォルトにする］チェックボックスを

選択します。 MS SQL データベースサーバをご使用の場合は［このサーバを MS 

SQL のデフォルトとして使用］チェックボックスを選択します。 

 データベースサーバ管理者のログイン名およびパスワードを指定します。 

6 ［OK］をクリックします。  

 

 Plesk で作成したすべてのデータベースに影響を与えるデータベースホステ
ィングプリファレンスをセットアップするには以下を実行してください。  

1 ［サーバ］>［データベースサーバ］>［プリファレンス］に進みます。  
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2 顧客のデータベースのメンテナンスを簡単にするには、［データベース

プレフィックスの強制］チェックボックスを選択します。 新規に作成さ

れたデータベースの名前はすべて、クライアントの  ログイン名_デー

タベース名  のようになります。  それによって特定のPleskユーザ関連

のデータベースを置くことができます。 このチェックボックスを選択

しなくても、新規データベースの作成の際にPleskはクライアントのロ

グイン名をデータベース名入力ボックスに入れることをご留意くださ

い。それを編集したり削除したりすることは可能です。   

3 Pleskサーバでデータベースの作成が許可されているかどうかを指定

してください。 一部のアプリケーションはリモートデータベースをサ

ポートしておらず、同じサーバでホスティングされているデータベー

スに限り処理できます。 デフォルトオプション［これらのサイトアプリ

ケーション用にデータベースのローカルホスティングを許可］を選択する

ことをお勧め致します。そうしないと、そのアプリケーションを使用

することができません。  

4 ［OK］をクリックします。  
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データベースサーバの管理 

 データベースサーバを管理するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［データベースサーバ］に進みます。  

2 必要なデータベースサーバに対応する   アイコンをクリックします。 

データベース管理ツールのWebインターフェースが別のブラウザウィ

ンドウに開きます。  

 

 データベースサーバ管理者パスワードを変更するには以下を実行してくだ
さい。 

1 ［サーバ］>［データベースサーバ］に進みます。  

2 データベースサーバのホスト名をクリックします。  

3 ［パスワードの変更］をクリックします。  

4 新しいパスワードを入力し［OK］をクリックします。  

 

 データベースの登録を解除するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［データベースサーバ］アイコンをクリックしま

す。  

3 データベースサーバのホスト名の右側のチェックボックスを選択しま

す。  

4 ［選択対象を削除］をクリックします。  

5 操作を確認して［OK］をクリックします。  

 

 データベースがあるか、または顧客のデータベースのホスティングにデフォ
ルトとして割り当てられているデータベースサーバを Plesk から登録解除す
るには以下を実行してください。 

1 データベースサーバからデータベースを削除します。  

1. ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリック

します。  

2. ［サービス］グループの［データベースサーバ］アイコンをクリ

ックします。  

3. Pleskから登録解除したいデータベースサーバのホスト名をク

リックします。  
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4. リストの右上隅のチェックボックスを選択してすべてのデータ

ベースを選択します。  

5. ［選択対象を削除］をクリックします。  

6. 削除を確認して［OK］をクリックします。  

2 他のデータベースサーバデフォルトを作成します。  

1. 画面上部のパスバーで［データベースサーバ］ショートカットを

クリックします。  

2. デフォルトを作成したいデータベースサーバのホスト名をクリ

ックします。 削除しようとしているデータベースサーバタイプ

（MySQLまたはMS SQL）と同じになります。  

3. ［プリファレンス］をクリックして［このサーバをMySQLのデフ

ォルトとする］チェックボックスを選択します。  MS SQLデー

タベースサーバをご使用の場合は［このサーバをPostgreSQLのデ

フォルトとして使用］チェックボックスを選択します。  

4. ［OK］をクリックします。  

3 データベースサーバのリストに戻ります（［サーバ］>［データベースサ

ーバ］）。 

4 必要なくなったデータベースサーバに対応するチェックボックスを選

択します。  

5 ［選択対象を削除］をクリックします。  

6 操作を確認して［OK］をクリックします。  

重要：この方法ではサイトアプリケーションのデータベースを削除することはできませ

ん。 それを削除するには、それをしようしているドメインからそれぞれのサイトアプ

リケーションをアンインストールする必要があります。 

データベース管理の詳細については「データベースの配置」 (178 ページ)のセクショ

ンを参照してください。 

外部データベース管理システムへの

接続の設定 

御社のユーザが外部データベース管理システムからのデータにアクセスするには、御社

が ODBC （オープンデータベースコネクティビティ）ドライバを使用する必要があり

ます。 例えば、Microsoft Access ODBC ドライバをインストールして外部 Microsoft 

Access データベースへの接続を作成し、Web アプリケーションがこのデータベースに

データを格納するようにします。 
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このセクションの内容: 

外部データベースへの新規接続の作成 .............................................................. 89 

既存の ODBC 接続設定の変更 ........................................................................... 89 

外部データベースへの接続の削除 ..................................................................... 90 
 
 

外部データベースへの新規接続の作成 

クライアントの Web アプリケーションがデータの格納に外部データベースを使用でき

るようにするには、適切な ODBC ドライバをインストールして外部データベースへの

接続を作成する必要があります。 

 新規 ODBC ドライバをインストールして外部データベースへの接続を作成す
るには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［ODBCデータソース］に進みます。  

2 ［新しいODBC DSNの追加］をクリックします。  

3 ODBC接続名およびその説明を該当するフィールドに指定します。  

4 ［ドライバ］フィールドに必要なドライバを指定します。  

5 ［OK］をクリックします。  

6 ドライバ設定画面で適切なオプションを選択します。 通常、データベ

ースへのパスと、ユーザ認証と、選択したドライバによって他の接続

オプションを指定します。  

［テスト］をクリックしてその設定で接続できるかどうかを確認します。 ［終了］を

クリックして作成を完了します。 

既存の ODBC接続設定の変更 

 既存の ODBC 接続設定を変更するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［ODBCデータソース］に進みます。  

2 一覧から必要な接続名をクリックします。  

3 必要に応じて設定を変更します。  

4 ［テスト］をクリックして新規設定で接続できるかどうかを確認します。 

［終了］をクリックして変更を保存します。  
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外部データベースへの接続の削除 

 不要な ODBC 接続を削除するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［ODBCデータソース］に進みます。  

2 削除したい接続に該当するチェックボックスを選択します。  

3 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をクリック

します。  
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Miva e-コマースアプリケーションの

サポートを有効化 

顧客による Miva e-コマースソリューションの使用を許可するには、サーバに Miva 

Empresaパッケージをインストールして各ホスティングアカウントの Mivaアプリケー

ションのサポートを有効にする必要があります。 ただし顧客が Miva をインストールす

るには Miva からライセンスを取得してそのシリアル番号を指定する必要があります。  

 サーバにMiva e-コマースアプリケーションのサポートをインストールするに
は以下を実行してください。 

1 Miva WebサイトからMiva Empresaパッケージをダウンロードしてサ

ーバにインストールします。  インストールの方法については
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhel

p/web_host_resources.htmをご参照ください。  

2 Pleskリコンフィグレータを実行して［ディスク権限の修正］タスクを実

行します。  

 

 新規に作成したすべてのホスティングアカウントについて Miva アプリケー
ションのサポートをドメインテンプレートを使用して有効にするには以下
を実行してください。 

1 ［ドメイン］>［ドメインテンプレート］に進み、必要なテンプレート名

をクリックします。  

2 ［Mivaサポート］チェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。  

 

 既存のホスティングアカウントについて Miva アプリケーションのサポート
を有効にするには以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］に進み、必要なドメイン名に対応するチェックボックスを

選択して［グループ操作］をクリックします。  

2 ［ホスティング］グループで［Mivaサポート］フィールドの左側の［スイ

ッチオン］オプションをクリックします。  

3 ［OK］をクリックします。  

 

 個々のホスティングアカウントについて Miva アプリケーションのサポート
を有効にするには以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］> ドメイン名 >［設定］に進みます。  

http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
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2 ［Mivaサポート］チェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。  

 

個々のホスティングアカウントで Miva サポートを有効にした後で、ホスティングオー

ナは必要な Miva アプリケーションをインストールして使用することができます。 Miva

アプリケーションのインストール方法については
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_res

ources.htmをご参照ください。 

Miva ソリューションの詳細についてはhttp://smallbusiness.miva.com/ をご参照くださ

い。 

ASP.NET の設定 

ASP.NET は柔軟なツールセットであり、ASP.NET フレームワークに基づいた多数のア

プリケーションの採用が可能になる Web 開発テクノロジーです。 Plesk はその .NET

フレームワークのバージョン 1.1.x および 2.0.x の両方をサポートしており、その構成

のほとんどを設定することができます。 ASP.NET アプリケーションに望みどおりの機

能を持たせるために ASP.NET の設定をカスタマイズする必要がある場合、そのほとん

どは Plesk 経由で編集することが可能です。 

 サーバ全体の ASP.NET の構成を設定するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［ASP.NET］に進みます。 ASP.NET 1.1.xおよびASP.NET 2.0.x

の設定は対応するタブに配置されています。  

2 データベースを使用するASP.NETアプリケーションのデータベース接

続データを決定するストリングをセットアップします。 このオプショ

ンはASP.NET 2.0.xでのみ有効です。  

初めてASP.NETの構成ページを開くと共通構成を持つ接続パラメータのサンプ

ルが表示されます。 サンプルは削除して自分のストリングを指定することがで

きます。 

 ストリングを追加するには、［名前］および［接続パラメータ］入力フィールド

に必要なデータを入力してその隣の  をクリックします。 

 ストリングを削除するには、その隣の  をクリックします。 

3 ［カスタムエラー設定］フィールドで、ASP.NETアプリケーションが返

すカスタムエラーメッセージをセットアップします。  

 カスタムエラーメッセージモードを設定するには［カスタムエラーモード］メニ

ューから適切なオプションを選択します。 

 ［オン］- カスタムエラーメッセージは有効です。 

 ［オフ］- カスタムエラーメッセージは無効であるエラーの詳細が表示され

ます。 

http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://smallbusiness.miva.com/
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 ［リモートのみ］- カスタムエラーメッセージはリモートクライアントにの

み表示され、ASP.NET エラーはローカルホストに表示されます。 

 新規カスタムエラーメッセージ（［オフ］モードが選択されていない限り適用さ

れます）を追加するには［ステータスコード］および［転送 URL］フィールドに

値を入力して  をクリックします。 

 ［ステータスコード］は HTTP ステータスコードを定義し、エラーページへ

転送します。 

 ［転送 URL］はクライアントのエラーについて情報を提供するエラーページ

の Web アドレスを定義します。 

競合を避けるため、既存のエラーコードで新規カスタムエラーメッセージを追加

することはできませんが、既存のコードで URL を再定義することはできます。 

 リストからカスタムエラーメッセージを削除するには、その隣の  をクリック

します。 

4 ［編集およびデバッグ］フィールドで編集の構成を設定します。  

 プログラミング言語を動的編集ファイルのデフォルトに使用するには、［ページ

デフォルト言語］一覧からエントリを選択します。 

 リテールバイナリのコンパイルを有効にするには、［デバッグの有効化］チェッ

クボックスを外したままにします。 

 デバッグバイナリのコンパイルを有効にするには、［デバッグの有効化］チェッ

クボックスを選択します。 この場合、ソースコードにエラーがあるとそれが診

断ページメッセージに表示されます。 

注：アプリケーションをデバッグモードで実行すると、メモリやパフォーマンスの

オーバーヘッドが発生します。 デバッグはアプリケーションのテストに使用し、そ

のアプリケーションの実動段階ではデバッグは無効にすることをお勧め致します。 

5 ［グローバル設定］セクションで以下を実行してASP.NETアプリケーシ

ョンのエンコード構成を設定します。  

 すべてのリクエストに対して適応されるエンコードを設定するには、エンコード

値を［リクエストのエンコード］フィールドに入力します（デフォルトは utf-8

です）。 

 すべての返答に対して適応されるエンコードを設定するには、エンコード値を

［返答のエンコード］フィールドに入力します（デフォルトは utf-8 です）。 

 デフォルトで .aspx や .asmx や .asax ファイルの解析に使用されるエンコ

ードを設定するには、エンコード値を［ファイルのエンコード］フィールドに入

力します（デフォルトは Windows-1252 です）。 

 着信する Web リクエストに対してデフォルトで使用される国別環境を設定する

には、［国別環境］リストから適切な項目を選択します。 

 地域依存のリソース検索においてデフォルトで使用される国別環境を設定する

には、［UI 国別環境］リストから適切な項目を選択します。 
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6 ASP.NETアプリケーションのCAS （コードアクセスセキュリティ）信

用レベルを［コードアクセスセキュリティ］フィールドで設定します。  

CAS 信用レベルはアプリケーション実行が割り当てられるセキュリティゾーンで

あり、アプリケーションがアクセスするサーバリソースを定義します。 

重要：アセンブリが低すぎる信用レベルを割り当てた場合は正しく機能しません。 

許可レベルの詳細については  

http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c

09618429_010をご参照ください。 

7 クライアントセッションパラメータを［セッション設定］フィールドで

設定します。  

 アプリケーションのデフォルト認証モードをセットアップするには、［認証モー

ド］一覧から適切な項目を選択します。 IIS 認証のフォームを使用している場合

は［Windows］認証モードを選択してください。 

 セッションが停止せずにアイドル状態でいられる時間をセットアップするには、

適切な分数を［セッションタイムアウト］フィールドに入力します。 

8 ［OK］をクリックしてすべての変更を適用します。  

注：Plesk は .NET フレームワークの異なるバージョン（1.1.x および 2.0.x）の設定を

別々にサポートしています。 

IIS アプリケーションプールの設定 

IIS アプリケーションプールにはサーバでホスティングするドメインのすべてのアプリ

ケーションがあります。 専用 IIS アプリケーションプールによってクライアントは自分

のドメインが使用する Web アプリケーション間の独立性の基準を持つことができます。 

各専用 アプリケーションプールは個別に動作しているため、あるクライアントのある

アプリケーションプールで発生したエラーは他のクライアントの他のアプリケーショ

ンプールで動作しているアプリケーションには影響を及ぼしません。 

デフォルトでは Plesk は御社のすべてのクライアントおよびその顧客に共用アプリケ

ーションプールを提供しています。 しかしながら、管理者およびクライアントポリシ

ーの許可があればクライアントおよびドメインは専用アプリケーションプールを使用

することができます。  

IIS アプリケーションプールは以下の 3 つのモードで動作します。 

 共用プールは常にすべてのクライアントおよびドメインに対して使用されます。 

 専用プールは常に各クライアントおよびドメインに対して使用されます。 

 デフォルトでは共用プールがクライアントおよびドメインに対して使用され、クラ

イアントはその顧客に専用プールを割り当てることができます。 

http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010
http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010
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 IIS アプリケーションプールの動作モードを変更するには以下を実行してく
ださい。 

1 ［サーバ］>［IISアプリケーションプール］に進みます。  

2 ［グローバル設定］タブを選択します。  

3 必要なモードを選択し［OK］をクリックします。  

 

 IIS アプリケーションプールが使用できる CPU リソースの量を制限するには
以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IISアプリケーションプール］に進みます。  

2 ［CPUモニタリングののスイッチオン］チェックボックスを選択して［最

大CPU使用量(%)］フィールドにCPU使用量の最大値をパーセントで入力

します。  

3 ［OK］をクリックします。  

 

 サーバアプリケーションプールで動作するすべてのアプリケーションを停
止するには以下を実行してください。  

1 ［サーバ］>［IISアプリケーションプール］に進みます。  

2 ［停止］をクリックします。  

 

 アプリケーションプールのすべてのアプリケーションを開始するには以下
を実行してください。 

1 ［サーバ］>［IISアプリケーションプール］に進みます。  

2 ［開始］をクリックします。  

 

 アプリケーションプールで動作しているすべてのアプリケーションを再開
するには以下を実行してください。  

1 ［サーバ］>［IISアプリケーションプール］に進みます。  

2 ［再開］をクリックします。  これは、アプリケーションにメモリリー

クがあったり長時間動作すると不安定になったりする場合などに便利

です。  
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共有 SSL およびマスター SSL ドメイ

ンの設定 

共有 SSL は、SSL 認証を購入していないサイトオーナーが SSL （セキュアソケットレ

イヤー）でサイトへのアクセスを保護するためのものです。 共有 SSL を採用している

SSL は、実際には他のドメインと共用している認証を使用しています。 SSL 認証を共

有しているドメインはマスター SSL ドメインと呼ばれています。 顧客が共有 SSL を

使用するには、その前に御社がマスター SSL ドメインを設定する必要があります。 サ

ーバレベルで実行できるため、理論上はあらゆるドメインは共有 SSL を使用でき、ク

ライアントレベルではこのクライアントのドメインだけが共有 SSL を使用できます。 

 マスター SSLドメインを設定しサーバの共有SSLを有効にするには以下を実
行してください。 

1 ［サーバ］>［共有SSL］に進みます。  

2 ［共有SSLをスイッチオンする］チェックボックスを選択します。  

3 ［ドメイン名］ドロップダウンメニューから必要なドメイン名を選択し

ます。 サーバでホスティングしておりSSLが有効になっているドメイ

ンだけが一覧に表示されます。  

4 ［OK］をクリックします。  

 

 マスター SSLドメインを設定しクライアントの共有SSLを有効にするには以
下を実行してください。 

1 ［クライアント］> クライアント >［共有SSL］に進みます。  

2 ［共有SSLをスイッチオンする］チェックボックスを選択します。  

3 ［ドメイン名］ドロップダウンメニューから必要なドメイン名を選択し

ます。 クライアントでホスティングしておりSSLが有効になっている

ドメインだけがリストに表示されます。  

4 ［OK］をクリックします。  

 

 サーバの共有 SSL を無効にするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［共有SSL］に進みます。  

2 ［共有SSLをスイッチオンする］チェックボックスの選択を外します。  

3 ［OK］をクリックします。  

 



 

 サーバの設定とメンテナンス 97 

 

 クライアントの共有 SSL を無効にするには以下を実行してください。 

1 ［クライアント］> クライアント >［共有SSL］に進みます。  

2 ［共有SSLをスイッチオンする］チェックボックスの選択を外します。  

3 ［OK］をクリックします。  
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統計の設定 

インストール後、コントロールパネルの統計ユーティリティは以下のように設定されま

す。 

 送受信のトラフィックをカウントする 

 Web コンテンツ、ログファイル、データベース、メールボックス、Web アプリケ

ーション、メーリングリストアーカイブ、バックアップファイルに使用されるディ

スク容量のカウント 

 過去 3 ヶ月分のトラフィック統計の保存 

 これらの設定を確認または調整するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［システムプリファレンス］に進みます。  

2 ［トラフィック統計保存期間： ...月］フィールドで顧客の帯域幅使用量統

計の保存期間を指定します。  

3 ［ディスク容量計算に含む］フィールドおよび［トラフィック計算に含む］

フィールドに、ディスク容量および帯域幅使用量の計算で考慮される

項目を選択します。  

4 ［OK］をクリックします。  

統計を表示する必要がある場合は、その方法について「統計の表示」 (296 ページ)の

章をご参照ください。 

メール通知システムの設定 

コントロールパネルは管理者とその顧客にディスク容量および帯域幅の有効範囲をメ

ール送信により通知します。 ただしデフォルト設定では、ドメインおよび Web サイト

のオーナーは通知を受けません。 ドメインおよび Web サイトのオーナーも自分のドメ

インや Web サイトで何が起こっているかを知る必要があるため、彼らへのリソース有

効範囲の通知を有効にするようお勧め致します。 

リソース有効範囲の他にも、以下の場合にコントロールパネルは適切なユーザへ通知を

行うことができます。 

 新規のユーザアカウントを作成した時 

 新規のドメインを追加した時 

 ホスティングアカウントが期限切れになった時（期限はユーザアカウントと Web

サイトで別々に定義されます） 

 へルプデスクで顧客から新規のサポート依頼（トラブルチケット）があった時 

 サポートの依頼が処理されトラブルチケットがヘルプデスクでクローズされた時 
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 既存のトラブルチケットに新規のコメントが投稿された時 

 顧客が同じ問題にサイド直面したため、クローズしたトラブルチケットが再度オー

プンした時 

 通知システム設定を表示または変更するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［通知］に進みます。  

2 ［通知］テーブルのチェックボックスを選択し、イベントについて通知

を受信するコントロールパネルユーザまたは外部メールユーザを指定

します。   

また、［ドメイン管理者］の列ですべてのチェックボックスを選択して、リセラー

の顧客に彼らの Web サイトで何が起こっているかを通知するようお勧め致します。 

3 デフォルトの通知テキストを表示または編集するには、［テキスト］ の

列でそれぞれの   アイコンをクリックします。   

通知では、実際の値と置換されるタグを使用できます（以下の表を参照してくださ

い）。 

4 ユーザアカウントとドメイン（Webサイト）をホスティングするアカ

ウントの期限通知をいつ行うかを指定します。 デフォルトでは、通知

は期限切れの10日前に行われます。  ［OK］をクリックします。  

表． 通知メッセージに使用されるタグ 

イベントタイプ 通知に使用されるタグ タグが意味するデータ 

ユーザアカウン

トの作成 

 

<client> または  

<client_contact_name> 

ユーザの姓および名 

<client_login> コントロールパネルで認証

されるユーザ名 

<password> コントロールパネルで認証

されるユーザのパスワード 

<hostname> コントロールパネルアクセ

スのためのホスト名 

ユーザアカウン

トの有効期限 

 

<client_login> コントロールパネルで認証

されるユーザ名 

<client> または  

<client_contact_name> 

ユーザの姓および名 

<expiration_date> ユーザアカウントの有効期

限 
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サーバへの新規

ドメイン名の追

加 

 

<domain_name> または 

<domain> 

ドメイン名 

<client_login> コントロールパネルで認証

されるユーザ名 

<client> または  

<client_contact_name> 

ユーザの姓および名 

<ip> ドメインがホストされる IP

アドレス 

ドメイン（Web

サイト）ホステ

ィングアカウン

トの有効期限 

 

<domain_name> または 

<domain> 

ドメイン名 

<client_login> コントロールパネルで認証

されるユーザ名 

<client_contact_name> ま

たは <client> 

ユーザの姓および名 

<expiration_date> アカウントの有効期限 

リソースの有効

範囲 

 

<domain> または 

<domain_name> 

ドメイン名 

<client_login> コントロールパネルで認証

されるユーザ名 

<client> または  

<client_contact_name> 

ユーザの姓および名 

<disk_usage> ディスク使用量の情報 

<disk_space_limit> アカウントに割り当てられ

るディスク容量に関する情

報 

<traffic> 帯域幅使用量に関する情報 

<traffic_limit> アカウントに割り当てられ

る帯域幅の量に関する情報 
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ヘルプデスクの

イベント 

 

<ticket_id> システムにより自動的に割

り当てられるトラブルチケ

ット識別番号 

<reporter> リセラーや複数のドメイン

の顧客からリクエストが送

信されるとそのユーザのユ

ーザ名を、リセラーの顧客

（ドメインオーナー）からリ

クエストが送信されるとそ

のユーザのドメイン名を、そ

してそのリクエストがメー

ルにより送信された場合は

そのユーザのメールアドレ

スを返します 

<server> ホスト名 

<ticket_comment> チケットまたは投稿された

コメントの内容 
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ヘルプデスクの設定 

ヘルプデスクは、顧客がサポートを必要としている時に御社に連絡するのに便利な機能

です。 ヘルプデスクをセットアップして有効にしておくと、リセラー、ドメインオー

ナー、メールユーザなど、コントロールパネルへのアクセスが許可されているすべての

ユーザがヘルプデスクにアクセスできるようになります。 さらに、問題レポートをメ

ールで提出することを許可できます。 

ヘルプデスクはリセラーおよびその顧客により投稿されたすべてのレポートを表示し

ます。 リセラーのヘルプデスクには、そのリセラーおよび顧客から投稿されたレポー

トのみが表示されます。 ドメインオーナーのヘルプデスクには、そのドメインオーナ

ーおよびそのドメインで管理されているメールユーザから投稿されたレポートのみが

表示されます。. 

 ヘルプデスクを設定し、顧客が問題レポートをコントロールパネルから投稿
できるようにするには、以下を実行してください。 

1 ［ヘルプデスク］>［一般設定］に進みます。  

2 ［ユーザにチケットの送信を許可する］チェックボックスを選択します。 

3 デフォルトとして顧客に提供されるトラブルチケットのキュー、優先

度、カテゴリを選択します。  

新規のチケットを投稿する際に、ユーザはどのような方法で問題を解決（キュー）

したいか、リクエストの優先度（優先度）、どのカテゴリに関連する問題か（カテ

ゴリ）を指定できます。 キュー、優先度、カテゴリは抽象エンティティです。 こ

れはシステムには影響を及ぼしませんが、最初にどの問題を解決すべきかを判断す

るのに役立ちます。 それぞれ 3 つの事前定義済みのキューと優先度レベル、そして

次の 9 つの事前定義済みのカテゴリ（データベース、DNS、FTP、一般、ホスティン

グ、メール、メーリングリスト、サイトアプリケーション、Tomcat Java）がありま

す。 これらの項目を削除して、自身の項目を追加することができます。 

4 ［ツール］グループの［スイッチオン］をクリックし、［OK］をクリッ

クします。  

 

 すべてのユーザにメールによる問題レポート提出を許可するには、以下を実
行します 

1 helpdesk@your-domain.comといったような任意のメールアドレスで

POP3メールボックスを作成します。  

2 そのメールボックスから問題レポートを定期的に取得し、ヘルプデス

クに投稿するよう、ヘルプデスクを設定します。  

3 ヘルプデスクのメールアドレスを顧客に通知します。  

 

mailto:helpdesk@your-domain.com
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 すべてのユーザにメールによるヘルプデスクへの問題レポート提出を許可
するには、以下を実行してください。 

1 ［ヘルプデスク］>［メールゲート設定］に進みます。  

2 以下の設定を指定します。  

 通知送信者名および通知送信者の返信用アドレス。 ヘルプデスクに投稿された

レポートがメールにより取得されると、ヘルプデスクはレポートの送信者に受信

通知を送信します。 レポート送信者はその受信通知に返信することにより、そ

の後もレポートにコメントを追加できます。 従って、［通知の返信アドレス］

ボックスでヘルプデスクのボックスでメールアドレスを指定し、「<company 

name> Help Desk」といったフレーズを［通知の送信者名］ボックスに入力する

ようお勧め致します。 <company name> には自分の組織の名称を入力し、引用

符は含めないようにしてください。 

 POP3 サーバ： メールが取り出される POP3 サーバです。 

 POP3 ログイン： メールサーバで認証されるユーザ名です。 

 新規 POP3 パスワード： メールサーバでの認証およびメールボックスからの問

題レポート取得時に使用されるパスワードです。 

 POP3 パスワードの確認： 確認のためにパスワードを再度入力します。 

 次の頻度でメールを検索： ヘルプデスクがどれくらいの頻度で新規のレポート

を検索するのかを指定します。 

 チケット件名の書き出し文字： メールメッセージ件名（問題レポート）の書き

出し文字の指定です。 これはスパムをフィルタリングするのに役立ちます。 件

名に指定した文字の組み合わせを持たないメールメッセージは削除されます。 

3 ［ツール］グループの［スイッチオン］をクリックし、［OK］をクリッ

クします。  

 

 キューを表示、追加、編集または削除するには、以下を実行してください。 

1 ［ヘルプデスク］>［キュー］に進みます。  キューがリストに表示され

ます。  

 新規のキューを追加するには［新しいキューの追加］をクリックし、［タイトル］

ボックスに任意の数字を入力し、［スイッチオン］チェックボックスを選択した

ままで［OK］をクリックします。 

 キューを編集するには、［タイトル］列内のタイトルをクリックします。 必要

に応じて編集し［OK］をクリックします。 

 新規のレポートを投稿する際にユーザが一時的にキューを選択できないように

するには、［タイトル］列内のタイトルをクリックして［スイッチオン］チェッ

クボックスの選択を外し、［OK］をクリックします。 

 キューを削除するには、該当するチェックボックスを選択して ［選択対象を

削除］をクリックします。 
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 優先度を表示、追加、編集または削除するには、以下を実行してください。 

1 ［ヘルプデスク］>［優先度］に進みます。  優先度がリストに表示され

ます。  

 新規の優先度を追加するには［優先度の追加］をクリックし、［タイトル］ボッ

クスに任意の文字列を入力し、［スイッチオン］チェックボックスを選択したま

まで［OK］をクリックします。 

 優先度を編集するには、［タイトル］列内のタイトルをクリックします。 必要

に応じて編集し［OK］をクリックします。 

 新規のレポートを投稿する際にユーザが一時的に優先度を選択できないように

するには、［タイトル］列内のタイトルをクリックして［スイッチオン］チェッ

クボックスの選択を外し、［OK］をクリックします。 

 優先度を削除するには、該当するチェックボックスを選択して ［選択対象を

削除］をクリックします。 

 カテゴリを表示、追加、編集または削除するには、以下を実行してください。 

1 ［ヘルプデスク］>［カテゴリ］に進みます。 カテゴリがリストに表示

されます。  

 新規のカテゴリを追加するには［新しいカテゴリの追加］をクリックし、［タイ

トル］ボックスに任意の文字列を入力し、［スイッチオン］チェックボックスを

選択したままで［OK］をクリックします。 

 カテゴリを編集するには、［タイトル］列内のタイトルをクリックします。 必

要に応じて編集し［OK］をクリックします。 

 新規のレポートを投稿する際にユーザが一時的にカテゴリを選択できないよう

にするには、［タイトル］列内のタイトルをクリックして［スイッチオン］チェ

ックボックスの選択を外し、［OK］をクリックします。 

 カテゴリを削除するには、該当するチェックボックスを選択して ［選択対象

を削除］をクリックします。 

 顧客にメールによるヘルプデスクへのレポート提出を許可しないようにす
るには、以下を実行してください。 

1 ［ヘルプデスク］>［メールゲート設定］に進みます。  

2 ［ツール］グループの［スイッチオフ］をクリックします。  

 

 すべての顧客およびリセラーにヘルプデスクの使用を許可しないようにす
るには、以下を実行してください。 

1 ［ヘルプデスク］>［一般設定］に進みます。  

2 ［ツール］グループの［スイッチオフ］をクリックします。  

 

「ヘルプデスクを使用した顧客の問題の解決」のセクションもご参照ください。 
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受動 FTP モード用のポート範囲の設

定 

 サーバ上でホスティングしている全ドメインへの受動 FTPモード接続に使用
できる特定のポートまたはポート範囲を設定するには、以下を実行してくだ
さい。 

1 ［サーバ］に進んで［FTP設定］をクリックします。  

2 ［パッシブFTPモード接続用のポートまたはポートレンジ］フィールドにポ

ートまたはポート範囲を入力して［OK］をクリックします。  
 

システム日時の調整 

インターフェースから手動でサーバの日時を設定し、サーバの時間をネットワークタイ

ムプロトコル（NTP）サーバと同期させることができます。  

 システム日時の設定を調整するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［システム時間］に進みます。  

2 時間と日付の設定を必要に応じて編集して、［設定］をクリックします。  

3 一覧からタイムゾーンを選択し、［設定］をクリックします。   

注： Plesk による夏時間への自動調整を行いたくない場合は［自動的に夏時間調整

する］チェックボックスを外してください。 

タイムゾーンの変更を有効にするには、Plesk サーバをリブートする必要がありま

す。 

4 サーバの時間をNTPサーバと同期させるには、［システム時間を同期す

る］チェックボックスを選択してください。  このチェックボックスが

選択されると、この機能が有効となります。  

5 有効なIPアドレスもしくはドメイン名を入力して、［設定］をクリック

します。  

 

注：［システム時間を同期する］機能を有効にすると、手動で［システム日時］フィー

ルドに入力した日時はすべて上書きされます。 入力するドメイン名もしくは IP アドレ

スが正しい NTP サーバのものであることを確認することも重要です。 これが間違って

いた場合は、この機能は働かず、サーバは現在の時間設定のまま稼動し続けます。 
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Plesk サービスの起動、停止、再起動 

Plesk のさまざまなサービスをコントロールパネルから監視、起動、停止、再起動し、

さらに始動タイプを変更することができます。 

 サービスのステータスを確認するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［サービス管理］に進みます。  

2 サービスグループのすべてのサービスを表示するには  ［すべて表示］

をクリックします。 すべてのサービスを非表示にするには  ［すべて

隠す］をクリックします。  サービスまたはサービスグループの現在の

ステータスは以下のアイコンで示されます。   

  はそのサービスまたはグループ内のすべてのサービスが稼働していることを

意味します。 

  はそのサービスまたはグループ内のすべてのサービスが停止していることを

意味します。 

  はグループ内のサービスがいくつか稼働しておりいくつか停止していること

を意味します。 

  はサービスがインストールされていないか、またはライセンスキーがその管

理機能をサポートしていないことを意味します。 

 ［スタートアップタイプ］フィールドで、サービスが自動的に開始されるのか手

動で開始しなければならないのかが分かります。 

 サービスを開始するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［サービス管理］に進みます。  

2 開始するサービスに対応する   アイコンをクリックします。  

 

 サービスを再開するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［サービス管理］に進みます。  

2 再開するサービスに対応する   アイコンをクリックします。  

 

 サービスを停止するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［サービス管理］に進みます。  

2 停止するサービスに対応する   アイコンをクリックします。  

 

 サービス開始タイプを設定するには以下を実行してください。 
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1 ［サーバ］>［サービス管理］に進みます。  

2 一覧からサービスに対応するチェックボックスを選択します。  

3 必要な始動タイプを選択します。  

 Plesk 起動時に手動でサービスを開始するには ［手動］をクリックします。 

 Plesk 起動時に自動でサービスを開始するには ［自動］をクリックします。 

 サービスを無効にするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［サービス管理］に進みます。  

2 一覧から必要なサービスに対応するチェックボックスを選択します。  

3 ［無効］をクリックします。  

 

 サービスグループを変更するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［サービス管理］に進みます。  

2 一覧から必要なサービスに対応するチェックボックスを選択します。  

3 選択したサービスに対して実行したいアクションに対応するボタンを

クリックします。  

1. 選択したサービスを始動するには  ［起動］をクリックします。 

2. 選択したサービスを停止するには  ［停止］をクリックします。 

3. 再開したサービスを停止するには  ［再起動］をクリックしま

す。  

4. 選択したサービスを無効にするには  ［無効］をクリックしま

す。  

5. Plesk起動時に手動でサービスを開始するには  ［手動］をク

リックします。  

6. Plesk起動時に自動でサービスを開始するには  ［自動］をク

リックします。  
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タスクのスケジューリング 

特定の時間にサーバでスクリプトを実行する必要がある場合、システムで自動的にスク

リプトが実行されるタスクスケジューラ機能をサーバで実行します。 

Plesk のインストール時に、以下のタスクが自動的に作成されます。 

 Dr.Web アンチウィルスの更新 - Dr.Web アンチウィルスを更新します。 

 統計計算 - トラフィックやディスク使用量などの、ドメインに課された制限の統計

を作成します。ユーティリティがドメイン制限の超過を検出すると、ドメインは無

効になります。 

これらのタスクはすべてドメイン統計やデータベースやレポートに関連しているため、

これらのタスクは変更したり削除したりしないことをお勧め致します。 

注：ドメインベースごとにタスクのスケジューリングを行うこともできます。 それに

は以下と同じ手順を踏みますが、ただし［サーバ］>［スケジューラタスク］に進む変

わりに［ドメイン］> ドメイン名 >［スケジューラタスク］に進んでください。 

 タスクをスケジューリングするには、以下の操作を実行します。 

1 ［サーバ］>［スケジューラタスク］に進みます。  

2 ［新しいタスクの追加］をクリックします。  

3 スケジュールタスクを作成後すぐに有効にしたい場合は［スイッチオ

ン］チェックボックスを選択したままにしておきます。  

4 ［説明］フィールドにタスクの名前を入力します。  

5 ［スケジューラからの通知］でスケジューラがタスクを実行したときに

それを通知するかどうかを指定します。 以下のオプションをご利用い

ただけます。  

 ［スイッチオフ］- 通知しません。 

 ［デフォルトメールに送信］- デフォルトメールアドレスに通知を送信します。 

 ［指定するメールアドレスに送信］- 対応するフィールドで指定したメールアド

レスに通知を送信します。 このオプションを選択したら、右側のフィールドに

メールアドレスを入力する必要があります。 

［設定］をクリックしてスケジューラ通知設定を保存します。 

6 実行するコマンドを指定します。 ［実行ファイルへのパス］入力ボック

スに入力します。 オプションとともにコマンドを実行する必要がある

場合は、それを［引数］フィールドに入力します。  

7 ［タスクの優先順位］ フィールドで適切な優先度を選択します。  タス

クの優先順位は［低］か［中］か［高］に設定できます。  
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8 ［時］、［日］、［月］、［曜日］フィールドから適切なチェックボッ

クスを選択して、コマンドをいつ実行するかを指定します。  

9 ［OK］をクリックしてタスクをスケジューリングするか、［今すぐ実行

する］をクリックしてタスクをスケジューリングしてすぐに実行します。 

 

 スケジューリングされたタスクの実行を一時的に中断するには以下を実行
します。 

1 ［サーバ］>［スケジューラタスク］に進みます。  

2 中断するタスクを選択し、そのコマンド名をクリックします。  

3 ［スイッチオン］チェックボックスを解除します。  

 

 スケジューリングされたタスクを再開するには以下を実行します。 

1 ［サーバ］>［スケジューラタスク］に進みます。  

2 実行を再開したいタスクを選択し、そのコマンド名をクリックします。 

3 ［スイッチオン］チェックボックスを選択します。  

 

 タスクのスケジューリングを解除するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［スケジューラタスク］に進みます。  

2 スケジューリングを解除したいタスクの右側のチェックボックスを選

択します。  

3 ［選択対象を削除］をクリックします。  

4 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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テクニカルサポートエンジニアへの

管理特権の委託 

テクニカルサポートエンジニアが多種多様な無制限の管理タスクを仮想的に実行でき

るように、追加の管理者レベルアカウントを作成することができます。 追加の Plesk

管理者アカウントで実行されたすべてのアクションはログに残されており、 そのため

実際の Plesk 管理者はかつてないほどの水準で追加の管理者アカウントのアクティビ

ティーをコントロールすることができます。 追加の管理者レベルアカウントには実際

の Plesk 管理者が持っている権限のうち、下記以外のすべての権限が仮想的にあります。 

 他のユーザに属する追加の管理者アカウントの表示および管理 

 Plesk 管理者アカウント設定の表示および管理 

 アクションログの消去 

このセクションの内容: 

追加の管理者アカウントの作成 .........................................................................111 

追加の管理者アカウントの変更 .........................................................................111 

追加の管理者アカウントの中断および中断解除 ................................................112 

追加の管理者アカウントの削除 .........................................................................112 
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追加の管理者アカウントの作成 

 追加の管理者アカウントを作成するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［追加のアカウント］に進みます。  

2 ［新しい管理者サブアカウントの追加］をクリックします。  

3 管理者アカウントプロパティを指定します。  

 該当フィールドでアカウントログイン名、パスワード、メールアドレスを指定し

ます。 

 ［連絡先］フィールドで追加管理者アカウントユーザの名前を指定します。 

 この特定の追加管理者アカウントおよびそのユーザについてコメントがあれば

［コメント］フィールドに入力します。 これはアカウントを区別するのに有効

です。 例えば、1 つのアカウントをクライアントアカウントを管理するテクニ

カルサポートエンジニア用に作成し、もう 1 つのアカウントをメール関連すべて

を担当するテクニカルサポートエンジニア用に作成することができます。 ［コ

メント］フィールドに適切なコメントを入力しておけば、誰が何をしているのか

一目で分かり混乱を避けることができます。 

4 ［OK］をクリックして追加管理者アカウントの作成を終了します。  

これでアカウントのログイン名およびパスワードをそのオーナーに通知することがで

きます。 

追加の管理者アカウントの変更 

 追加の管理者アカウントを変更するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［追加のアカウント］に進みます。  

2 リストから追加の管理者アカウントログインをクリックします。  

3 新しい管理者アカウントプロパティを指定します。  

 該当フィールドで新しいアカウントログイン名、パスワード、メールアドレスを

指定します。 

 ［連絡先］フィールドで新しい追加管理者アカウントユーザの名前を指定します。 

 この特定の追加管理者アカウントおよびそのユーザについてコメントがあれば

［コメント］フィールドに入力します。 これはアカウントを区別するのに有効

です。 例えば、1 つのアカウントをクライアントアカウントを管理するテクニ

カルサポートエンジニア用に作成し、もう 1 つのアカウントをメール関連すべて

を担当するテクニカルサポートエンジニア用に作成することができます。 ［コ

メント］フィールドに適切なコメントを入力しておけば、誰が何をしているのか

一目で分かり混乱を避けることができます。 

4 ［OK］をクリックして追加管理者アカウント情報を更新します。  
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追加の管理者アカウントの中断および中断解除 

 追加の管理者アカウントを中断するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［追加のアカウント］に進みます。  

2 リストから追加の管理者アカウントログインをクリックします。  

3 ［コントロールパネルへのアクセスを許可する］チェックボックスの選択

を外して［OK］をクリックします。  

 

 追加の管理者アカウントの中断を解除するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［追加のアカウント］に進みます。  

2 リストから追加の管理者アカウントログインをクリックします。  

3 ［コントロールパネルへのアクセスを許可する］チェックボックスを選択

して［OK］をクリックします。  
 

追加の管理者アカウントの削除 

 追加の管理者アカウントを削除するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［追加のアカウント］に進みます。  

2 削除する追加の管理者アカウントに対応するチェックボックスを選択

し、 ［選択対象を削除］をクリックします。  

3 削除を確認して［OK］をクリックします。  

 



 

  
 

この章では、ユーザアカウント、Web サイト、メールアカウントの設定と管理に関す

る詳細な手順を示します。 

この章の内容: 

顧客へのサービスを開始する前に ..................................................................... 114 

ユーザアカウントの管理 ................................................................................... 132 

Web サイトのホスティング .............................................................................. 145 

Web サイトのセキュリティ .............................................................................. 228 

ユーザアカウント間のドメイン転送 ................................................................. 248 

メールサービスの使用 ...................................................................................... 249 

ヘルプデスクを使用した顧客の問題の解決 ....................................................... 285 

他のホスティングプラットフォームからのユーザアカウント、ドメイン名、Web サ

イトの移行 ........................................................................................................ 287 
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顧客へのサービスを開始する前に 

ここでは、新規の顧客とサイトにより早く簡単に対応するのに役立つ、いくつかの自動化の

手順を扱います。 

このセクションの内容: 

ユーザアカウントの設定の簡略化 ..................................................................... 115 

ドメインおよび Web サイトの設定の簡略化 ..................................................... 120 

顧客が使用できるパッケージ済みのアプリケーション ..................................... 126 
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ユーザアカウントの設定の簡略化 

複数のユーザにサービス提供する予定であれば、新規顧客のユーザアカウントの設定を簡略

化する、クライアントテンプレートと呼ばれるアカウント設定のプリセットを作成できます。 

このテンプレートは、すべてのリソース使用の割り当て、ユーザアカウントに定義できる権

限と制限を対象とします。 

 クライアントテンプレートを作成するには、以下を実行してください。 

1 ［クライアント］>［クライアントテンプレート］に進みます。  

2 ［新しいクライアントテンプレートの追加］をクリックします。  

3 ［テンプレート名］フィールドにテンプレート名を指定します。  

新規ユーザアカウントの設定の間に、必要なテンプレートを名前で選択するように要求さ

れます。 したがって、ホスティングプランのいずれかに対応する、または割り当てられ

たリソース量を記述する意味のある名前を選択することをお勧め致します。 例えば、

Reseller account、5GB disk space、100 domains などです。 

4 ［パーミッション］セクションでテンプレートに対する許可を指定します。  

すべての権限を選択するには［すべて選択する］を使用し、すべての権限を

取り消すには［すべてクリアする］を使用します。  

 コントロールパネルへのアクセス。 顧客が自分のアカウントとサイトを管理する場合、

コントロールパネルにアクセスできるかどうかを指定します。 

 ドメイン作成。 顧客が新規サイトにホスティングアカウントを設定できるかどうかを

指定します。 

 物理ホスティング管理。 顧客がホスティングアカウントの設定、ホスティングアカウ

ント機能の変更、およびプログラミング言語とスクリプト言語のサポートのオン/オフ

切り替えを実行できるかどうかを指定します。 

 システムアクセス管理。 顧客がリモートデスクトップ経由でシステムにアクセスでき

るかどうかを指定します。 

 ハードディスククォータ割り当て。 顧客が自分の Web サイト用に、および顧客自身

の顧客の Web サイト用にディスク空き容量でハードクォータを割り当てられるかど

うかを指定します。 

 サブドメイン管理。 顧客が自分のドメイン内で追加サイトを設定し、顧客自身の顧客

にも追加サイトの設定を許可できるかどうかを指定します。 

 ドメインエイリアスの管理。 顧客が自分のドメイン内で代替ドメイン名を追加設定し、

顧客のユーザにも代替ドメイン名の追加設定を許可できるかどうかを指定します。 

 ログローテーション管理。 顧客が自分のサイトで処理されたログファイルのクリーン

アップと再利用を調整できるかどうかを指定します。 
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 Anonymous FTP の管理。 顧客が自分のすべてのユーザがログインとパスワードを入力

せずに、ファイルをダウンロードおよびアップロードできる FTP ディレクトリを設定

できるかどうかを指定します。匿名 FTP サービスを使用するためには、Web サイトが

専用 IP アドレスに常駐している必要があります。 匿名 FTP サービスを使用するため

には、Web サイトが専用 IP アドレスに常駐している必要があります。 

 FTP アカウント管理。 顧客が追加 FTP アカウントを作成および管理できるかどうかを

指定します。 

 スケジューラ管理。 顧客がタスクスケジューラでタスクをスケジューリングできるか

どうかを指定します。 スケジューリングされたタスクは、スクリプトまたはユーティ

リティの予定に沿った実行に使用できます。 

 ドメイン制限調整。 顧客が自分のアカウントのリソース割り当てを調整できるかどう

かを指定します。 

 DNS ゾーン管理。 顧客が自分のドメインの DNS ゾーンを管理できるかどうかを指定

します。 

 Java アプリケーション管理。 顧客がコントロールパネルを使用して、Web サイトに

Tomcat Java アプリケーションおよびアプレットをインストールできるかどうかを指

定します。 

 メーリングリスト管理。 顧客がメーリングリストを使用できるかどうかを指定します。 

 スパムフィルタ管理。 顧客が SpamAssassin スパムフィルタ使用でき、フィルタリン

グの設定をカスタマイズできるかどうかを指定します 

 アンチウィルス管理。 顧客が送受信メールのフィルタ処理のためのサーバ側のアンチ

ウィルス保護を使用できるかどうかを指定します。  

 バックアップと復元機能。 顧客がコントロールパネルの機能を使用して、顧客のサイ

トをバックアップおよび復元できるかどうかを指定します。 定期的なバックアップお

よびオンデマンドのバックアップの両方に対応しています。 

 リモート XML インターフェースの使用機能。 顧客が自分の Web サイトを、カスタム

アプリケーションを使用してリモートで管理できるかどうかを指定します。 Web サ

イトに統合されるカスタムアプリケーションの開発に XML インターフェースを使用

できます。このカスタムアプリケーションは、ホスティングアカウントの設定の自動

化、および顧客がリセラーのサイトからホスティングサービスを購入するためのサー

ビス設定の自動化などに使用できます。 

 Sitebuilder。 顧客が Web サイトの作成および編集に Sitebuilder を使用できるかどうか

を指定します。 

 ホスティングパフォーマンス管理。 顧客がドメインのホスティングパフォーマンス選

択設定を変更できるかどうかを指定します。 

 IIS アプリケーションプール管理。 顧客が IIS アプリケーションプールを管理できるか

どうかを指定します。 

 Web 統計管理。 顧客がドメインの Web 統計を管理できるかどうかを指定します。 
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 追加の書き込み/変更の権限管理。 顧客がドメインの追加の書き込み/変更の権限を管

理できるかどうかを指定します。 これらの権限は、顧客の Web アプリケーションが

httpdocsまたは httpsdocsフォルダの root にあるファイルベースのデータベース

を使用している場合に必要です。 このオプションを選択すると、Web サイトセキュ

リティが著しく侵害される場合があることにご注意ください。 

 共有 SSL 管理。 顧客がドメインの共有 SSL を管理できるかどうかを指定します。 

 ユーザインターフェース。 顧客が使用できるユーザインターフェースのタイプ、すな

わち標準、デスクトップ、または両方から指定します。 

 デスクトップ管理。 顧客が自分のデスクトップインターフェースをカスタマイズでき

るかどうかを指定します。 

5 ［制限］セクションでテンプレートに対する制限を指定します。  

 ドメインの上限数。 顧客がサーバでホスティングできるドメイン名/Web サイトの合

計数を指定します。 これにはサーバでホスティングされる Web サイトと、他のサー

バでホスティングされる Web サイトを示すドメインフォワーダが含まれます。 ドメ

インエイリアス（このサーバでホスティングされるサイトの追加ドメイン名）とサブ

ドメインは別にカウントされ、このリソースタイプにより制限されません。 

 最大ドメイン エイリアス数。 顧客が自分の Web サイトで使用できる追加の代替ドメ

イン名の合計数を指定します。 

 サブドメインの上限数。 顧客がホスティングできるサブドメインの合計数を指定しま

す。 

 ディスク容量。 顧客に割り当てられるディスク容量の合計をメガバイトで指定します。 

ユーザのドメインに関連するすべてのファイルが占有するディスク容量が含まれます。 

Web サイトコンテンツ、データベース、アプリケーション、メールボックス、ログフ

ァイル、そしてバックアップファイルです。 いわゆるソフトクォータです。 この割

り当てを超えると、ユーザアカウントとドメイン名は自動的に停止せず、各ユーザと

ユーザの顧客のメールアドレスに適切な注意が送信されるのみで、リソースの使用過

多がユーザまたはユーザの顧客のコントロールパネルのユーザ名の左に表示されるア

イコン （ナビゲーションペインの［クライアント］ ショートカットをクリックし

たときに表示されるクライアント一覧を参照）、またはドメイン名（ナビゲーション

ペインの［ドメイン］ショートマットをクリックしたときに表示されるドメイン名一

覧を参照）により示されます。  

 MySQL データベースクォータおよび Microsoft SQL データベースクォータ。 MySQL お

よび Microsoft SQL サーバデータベースがそれぞれ、顧客のドメインに供給できる総

ディスク容量の最大数をメガバイトで指定します。 

 トラフィックの上限量。  1 か月の間に、顧客の Web サイトから転送できるデータの

量をメガバイトで指定します。 制限に達すると、適切な通知がユーザまたはユーザの

顧客のメールアドレスに送信され、リソースの使用過多が、コントロールパネルのユ

ーザ名の左に表示される、該当するアイコン （ナビゲーションペインの［クライア

ント］ ショートカットをクリックしたときに表示されるクライアント一覧を参照）、

またはドメイン名（ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートマットをクリック

したときに表示されるドメイン名一覧を参照）により示されます。  
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 Web ユーザの上限数。 顧客が自分のドメイン内の他のユーザ用にホスティングできる、

個人用 Web ページの合計数を指定します。 このサービスはおもに、学生やスタッフ

の非営利的なパーソナルページをホストする教育機関に使用されています。 そういっ

たページの Web アドレスは通常http://your-domain.com/~usernameとなります。 

 追加 Microsoft FrontPage アカウントの上限数。 顧客が自分のドメインに作成できる

Microsoft FrontPage アカウントの最大数を指定します。 

 追加 FTPアカウントの上限数。 顧客が自分のドメインに作成できる FTP アカウント

の最大数を指定します。 

 MySQL データベースの上限数および Microsoft SQL サーバデータベースの上限数。 顧客

が自分のドメインに作成できるMySQLおよびMicrosoft SQLサーバデータベースの最

大数をそれぞれ指定します。 

 メールボックスの上限数。 顧客がサーバでホスティングできるメールボックスの合計

数を指定します。 

 メールボックスクォータ。 各メールボックスに割り当てられるディスク空き容量をキ

ロバイトで指定します。 

 総メールボックスクォータ。 顧客のすべてのドメイン上のすべてのメールボックスに

割り当てられるディスク容量の合計をメガバイトで指定します。 

 メールリダイレクトの上限数。 顧客が設定できるリダイレクトの合計数を指定します。 

 メールグループの上限数。 顧客が設定できるメールグループの合計数を指定します。 

 メール自動応答の上限数。 顧客が設定できるメール自動応答の合計数を指定します。 

 メーリングリストの上限数。 顧客がサーバでホスティングできるメーリングリストの

合計数を指定します。 

 Java アプリケーションの上限数。 サーバでホスト可能な Tomcat Java アプリケーシ

ョンまたはアプレットの総数を指定します。 

 IIS アプリケーションプールの上限数 顧客がドメイン間で割り当てることができる専

用 IIS アプリケーションプールの総数を指定します。 

 共有 SSL リンクの上限数。 顧客がドメインで使用できる共有 SSL リンクの総数を指

定します。 

 ODBC 接続の上限数。 顧客がドメインで使用できる ODBC 接続のクの総数を指定しま

す。 

 有効期間。 ホスティングアカウントの期間を指定します。 この期間が終了すれば、

顧客のすべてのドメインは停止されます。その Web、FTP、メールサービスはインタ

ーネットユーザにはアクセスできなくなります。また、リセラーおよびその顧客（ド

メインオーナー）はコントロールパネルにログインできなくなります。 アカウントの

自動更新は設定できないため、ホスティングされるドメイン名を元の稼動状態に戻す

には、ユーザアカウントを手動で更新する必要があります。それには、［有効期限］

ボックス（［クライアント］> クライアント名 >［制限］）に別の期限を指定して［ス

イッチオン］（［クライアント］> クライアント名）をクリックします。 

6 ［IPアドレス］セクションで顧客に割り当てたい共用 IPアドレスを指定しま

す。  

http://your-domain.com/~username
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自動的に専用 IP アドレスを供給するには［クライアントに専用 IP アドレスを割り当てる］

チェックボックスを選択して、自分の IP 範囲から取得する IP アドレスの番号を指定して

顧客に割り当てます。 

7 クライアントテンプレートにSitebuilderユーザを作成するには［プリファレ

ンス］セクションで［Sitebuilderユーザの作成］チェックボックスを選択します。  

8 ［OK］をクリックして、テンプレートの作成を終了します。   

これで新規ユーザアカウントセットアップの際に必要なテンプレートを選択することが

できます。 作成したアカウントは御社が定義したリソースに割り当てられます。 

 テンプレートを変更するには以下を実行してください。 

1 ［クライアント］>［クライアントテンプレート］に進みます。  

2 必要なテンプレート名をクリックします。  

3 必要に応じて設定を修正し［OK］をクリックします。   

注：テンプレートを変更してもそのテンプレートで作成した既存のユーザアカウントは変

更されません。 

 不要になったテンプレートを削除するには、以下を実行してください。 

1 ［クライアント］>［クライアントテンプレート］に進みます。  

2 不要になったテンプレート名に対応するチェックボックスを選択します。  

3 ［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリック

します。  
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ドメインおよび Webサイトの設定の簡略化 

極めて多数のドメインで多数のユーザを扱う場合は、前もって設定された設定を作成する必

要がある可能性があります。この設定はドメインテンプレートとみなされ、これにより新規

ドメインや新規 Web サイトのアカウントのホスティングの設定が簡略化されます。 テンプ

レートはすべてのリソース使用割り当てや、ホスティングアカウントの権限および制限の定

義や、メール転送および Web 統計の保存の設定を網羅します。 

 ドメインテンプレートを作成するには、以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>［ドメインテンプレート］に進みます。  

2 ［ドメインテンプレートの追加］をクリックします。  

3 ［テンプレート名］フィールドにテンプレート名を指定します。  

新規ユーザアカウントの設定の間に、必要なテンプレートを名前で選択するように要求さ

れます。 したがって、ホスティングプランのいずれかに対応する、または割り当てられ

たリソース量を記述する意味のある名前を選択することをお勧め致します。 例えば、メ

ールホスティング、ディスク容量 1GB、メールボックス 500 などです。 

4 ドメイン全体のメール返信オプションを［メール］セクションで指定します。 

誰かがドメインに存在しないメールアドレスに対してメールメッセージを送信した場合、

デフォルトでは、メールサーバはメールを受信し、処理して、このような受信者がドメイ

ン内に存在しないと認識した後、"this address no longer accepts mail（このアドレスはメ

ールを受け取ることができません）"という通知をつけて送信者にメールを返します。 こ

の場合、次の選択が可能です。  

 気にいらなければデフォルトの通知を変更します（［返信］オプションを選択したま

まで、別のメッセージを入力ボックスに入力します）。 

 不達メールを他のメールアドレスに転送します(［アドレスに転送］オプションを選択

し、必要なメールアドレスを指定します)。または、 

 そのメールを承認せずに拒否します（［削除］オプションを選択します）。 この設定

により、多くの場合ランダムに生成されたユーザ名宛ての大量のスパムにより生じた

メールサーバの負荷を減らすことができます。 ただし、スパマーの側からすれば、こ

の設定によりメールサーバのスキャンで有効なメールアドレスを検出する時間を多尐

短縮できます。 

5 ［Webメール］メニューでWebメールクライアントソフトウェアを選択し、

このドメイン内のメールボックスのユーザはブラウザベースのWebメール

アプリケーションを通じて自身のメールを読めるようにします。  この機能

を提供したくなければ［なし］を選択します。  

6 ［制限］セクションでテンプレートに対する制限を指定します。  

 最大ドメイン エイリアス数。 ドメインが使用できるドメインエイリアスの最大数を

指定します。 

 サブドメインの上限数。 このドメインの下にホストできるサブドメインの数を指定し

ます。 
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 ディスク容量。 ドメインに関連しているホスティングアカウントに割り当てられるデ

ィスク空き容量の総量を指定します。 この量はメガバイトで計測されます。 すべて

のドメインおよび Web サイトに関連するすべてのファイルが占有するディスクの空

き容量が含まれます。 Web サイトコンテンツ、データベース、アプリケーション、

メールボックス、ログファイル、そしてバックアップファイルです。 いわゆるソフト

クォータです。 超過すると、ドメイン名や Web サイトは自動的に停止されることは

なく、ご自身とプロバイダのメールアドレスにその旨通知が送られ、リソースの過多

量は名前の左側のコントロールパネルに表示されているアイコン に示されます（ホ

ームページのドメイン名のリストをご参照ください）。 それによって、ドメインで何

をするかはご自身で決めることができます。 ドメインオーナーに通知して、猶予期間

後が過ぎたら支払いを受けたり顧客のホスティングプランをアップグレードしたりす

るまではドメイン/Web サイトを一時停止することができます（詳細については「ユー

ザアカウントの管理」 (132 ページ)のセクションをご参照ください）。 

 MySQL データベースクォータおよび Microsoft SQL データベースクォータ。 MySQL お

よび Microsoft SQL サーバデータベースがそれぞれドメインで占有できる総ディスク

容量の上限を指定します。 

 トラフィックの上限量。 1 ヶ月間に Web サイトから転送できるデータ量をメガバイ

トで指定します。 制限量に達すると、ご自身とプロバイダのメールアドレスにその旨

通知が送られ、リソースの過多量は名前の左側のコントロールパネルに表示されてい

るアイコンに示されます（ホームページのドメイン名のリストをご参照ください）。 

Web サイトをより多くの人が訪れるようになりより多くの帯域幅が必要になった場

合は、ホスティングプランのアップグレードをご検討ください（下記のホスティング

プランのアップグレードについての記述をご参照ください）。  

 Web ユーザの上限数。  ドメインオーナーが自身のドメインの下の他のユーザのため

にホストできる個人 Web ページ数を指定します。 このサービスはおもに、学生やス

タッフの非営利的なパーソナルページをホストする教育機関に使用されています。 そ

ういったページの Web アドレスは通常http://your-domain.com/~usernameとなります

。  

 追加 Microsoft FrontPage アカウントの上限数。 ドメインに作成可能な追加の Microsoft 

FrontPage アカウントの上限数を指定します。 

 追加 FTPアカウントの上限数。 ドメインに作成可能な追加の FTP アカウントの上限

数を指定します。 

 MySQL データベースの上限数および Microsoft SQL サーバデータベースの上限数。 ドメ

インでホスティングできるMySQLおよびMicrosoft SQLサーバデータベースのそれぞ

れの上限数を指定します。 

 メールボックスの上限数。  1 つのドメイン内でホストできるメールボックスの数を

指定します。  

 メールボックスクォータ。  1 つのドメイン内の各メールボックスに割り当てられる

ディスク容量をキロバイトで指定します。  

 総メールボックスクォータ。 ドメインのすべてのメールボックスが使用可能なディス

ク容量の合計を指定します。 

 メールリダイレクトの上限数。  1 つのドメイン内で使用できるメールリダイレクト

の上限数を指定します。 

http://your-domain.com/~username
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 メールグループの上限数。 1 つのドメイン内で使用できるメールグループの上限数を

指定します。  

 メール自動応答の上限数。  1 つのドメイン内で設定できるメール自動応答の数を指

定します。  

 メーリングリストの上限数。  ドメインオーナーが 1 つのドメイン内で実行可能なメ

ーリングリストの数を指定します。 メーリングリストを使用できるようにするには、

［プリファレンス］グループの［メーリングリスト］チェックボックスを選択するこ

とも必要です。  

 Java アプリケーションの上限数。  ドメインオーナーが 1 つのドメインにインストー

ルできる Tomcat Java アプリケーションおよびアプレットの上限数を指定します。 

 共有 SSL リンクの上限数。 サーバ管理者が定義したマスター SSL ドメインにリンク

するサブドメイン（その親ドメインも含む）の上限数を指定します。 

 ODBC 接続の上限数。 ドメインにセットアップ可能な ODBC 接続の上限数を指定しま

す。 

 有効期間。 ホスティングアカウントの期間を指定します。 この期間が終了すれば、

ドメインおよび Web サイトは停止されます。その Web、FTP、メールサービスはイ

ンターネットユーザにはアクセスできなくなります。また、ドメインオーナーはコン

トロールパネルにログインできなくなります。 アカウントのホスティングは自動では

更新できません。そこで、ホストされたドメイン名や Web サイトを元の操作に戻すた

めに、手動でホスティングアカウントを更新しなければならなくなります。 ホームペ

ージで必要なドメイン名をクリックし、 ［制限］アイコンをクリックし、 ［有効期

間］ボックス内で別の期間を指定し、［OK］をクリックし、次に［ドメイン］グルー

プ内の［スイッチオン］をクリックします（［ホーム］> ドメイン名）。 

7 ［ログローテーションの有効化］セクションで必要なログローテーションオプ

ションを指定します。  

Web サーバへのすべての接続とサーバに見つからないファイルの要求は、ログファイル

に登録されます。 これらのログファイルはサーバ上で実行される統計ユーティリティで

分析され、オンデマンドでグラフィカルレポートで表示されます。 ホームページ上でデ

バッグするためにこういった生ログファイルのコンテンツを表示する必要がある場合は、

必要なドメイン名をクリックし、［ログマネージャ］をクリックし、次に必要なログファ

イル名をクリックします。 これらのログファイルが増大するのを防ぐために、ログファ

イルの自動クリーンアップと再利用を有効にする必要があります。  

1. ［ログローテーションの有効化］チェックボックスを選択します。  

2. ログファイルを再利用する時期を指定します。  

3. サーバに格納する各ログファイルのインスタンス数を指定します。  

4. 圧縮する必要があるかどうかを指定します。  

5. 処理の後にメールアドレスに送信するかをどうかを指定します。  

8 ［プリファレンス］セクションで追加の設定を指定します。  

1. メーリングリスト。 ドメインのメーリングリストの作成および管理

ができるようにするにはこのチェックボックスを選択します。  
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2. トラフィック統計保持。 帯域幅使用量の統計がサーバに保管される

期間を月で指定します。   

9 ［DNS］フィールドでWebホスト上のDNSサーバがドメイン名ゾーンのため

のマスター（プライマリ）ネームサーバとして動作するか、スレーブ（セカ

ンダリ）ネームサーバとして動作するかを指定します。  セカンダリサーバ

がプラマリからこのゾーンファイルのコピーを取得するだけである一方で、

プライマリネームサーバはローカルで提供するゾーンファイルを格納しま

す。 通常［マスター］オプションが選択されたままにします。  

10  ドメイン名だけではなく、Webサイトもホストする場合、［物理ホスティン

グ］チェックボックスを選択しホスティング機能を指定します。  

 ハードディスククォータ。 ソフトクォータに加えて、制限に達した場合にさらに多く

のファイルを Web スペースに書き込めないようにするいわゆるハードクォータを指

定できます。 ファイルを書き込もうとすると、ユーザには「ディスクの空き容量不足」

エラーが発生します。 

 SSL 対応。 Secure Sockets Layer（SSL）暗号化は一般に専用 IP アドレス上で実行さ

れる e-コマース Web サイトでのオンライントランザクションの間の機密データの転

送を保護するために使用されます。 暗号化プロセスに参加する SSL 認証は、通常単

一の IP アドレス上の単一のドメイン名に適用されます。そこで、SSL プロテクション

を必要とする各サイトは専用 IP アドレス上でホストされる必要があります。 例外は

サブドメインで、ここではワイルドカード認証で保護することができます。 単一のア

ドレス（共有またはネームベースホスティング）上で異なるドメイン名を持ついくつ

かのWebサイトをホストするWebサーバ上にSSL認証をインストールすることは技

術的に可能ですが、この方法はお奨めしません。 暗号化は行われますが、セキュアサ

イトに接続しようとすると、ユーザに警告メッセージが表示されます。 Web サイト

用の SSL 暗号化を許可するには、［SSL 対応］チェックボックスを選択してください。 

 Sitebuilderサポート。Sitebuilder は Web インターフェース経由で実行できるユーザフ

レンドリーな WYSIWYG Web サイトエディタです。 ［Sitebuilderにてサイトを公開す

る］チェックボックスを選択したままにして、ドメイン管理者が Sitebuilder へのアク

セスおよびPleskコントロールパネルインターフェース経由でのWebサイト構築がで

きるようにします。それはドメイン管理ページの［Sitebuilder ウィザード］をクリック

するか、［Sitebuilder管理者］ナビゲーションパネルグループの［デスクトップ］ショ

ートカットをクリックすることによって行います。 標準 Plesk ディストリビューショ

ンに付属する Sitebuilder のバージョンは充分に機能的であり、その使用は制限されて

いません（ただしサービスプロバイダによってアクセス権限が制限されていることが

あります）。  

 サブドメイン blog.domainname.com および photo.subdomain.com を自動的に作成し

たい場合は［ブログおよびフォトギャラリーサブドメインの作成］チェックボックス

を選択します。  

 Microsoft FrontPage 対応。 Microsoft FrontPage は人気のある Web サイト開発ツールで

す。 Microsoft FrontPage を通じてサイトを公開したり、修正したりできるように、

［Microsoft FrontPage 対応］および［SSL 上の Microsoft FrontPage 対応］チェックボック

スを選択し、［Microsoft FrontPage 認証］オプションを［許可］に設定します。  
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注： SSLサポートのMicrosoft FrontPageはSSLサポートがドメイン上で有効な場合に

のみご利用いただけます。 

 動的 WebサイトおよびサーバサイドWebアプリケーションの開発に幅広く使用される

言語のプログラミングおよびスクリプトへの対応  以下のどのプログラミング言語ま

たはスクリプト言語が Web サーバにより割り込み、実行または処理されるのかを指定

します。 アクティブ・サーバ・ページ (ASP)、.NET フレームワーク上のアクティブ・

サーバ・ページ (ASP.NET)、Server Side Include (SSI)、PHP ハイパーテキスト・プ

リプロセッサ (PHP)、共通ゲートウェイ・インターフェース (CGI)、Fast 共通ゲート

ウェイ・インターフェース (FastCGI)、インターネットサーバ API (ISAPI)、Perl、Python、

ColdFusion、および Miva スクリプトが Miva e-コマースソリューションの実行に必要

です。 

注： 該当のドロップダウンメニューから、自分が使用したいASP.NETおよびPHPの

バージョンに変更できます。 PHPアプリケーション（CGI、FastCGI、またはISAPI）

が起動するモードを指定することもできます。 

 Web 統計。 サイトや表示したサイトのページの訪問者の人数に関する情報を表示でき

るようにするために、［Web 統計］ドロップダウンメニューでモジュールを選択して

［パスワード保護ディレクトリ'/plesk-stat/'経由でアクセス可能］チェックボックスを

選択します。 これにより統計ソフトウェアモジュールがインストールされ、このソフ

トウェアによりレポートが生成され、そのレポートをパスワードで保護されたディレ

クトリに配置されます。 するとドメイン管理者は以下の URL で Web 統計にアクセス

することができるようになります。 https://your-domain.com/plesk-stat/ に FTP アカ

ウントログイン名およびパスワードでアクセスできます。 

注： ドメイン管理者がFTP証明書を変更しても、Web統計アクセス証明書は変更され

ません。 パスワード保護されたWeb統計ディレクトリへアクセスするには、ドメ

イン作成時に指定した最初のログイン名およびパスワードを常に使用します。 

 カスタムエラードキュメント。 サイトを訪れているビジターが Web サーバが見つけ

られないページを要求する場合、Web サーバによりエラーメッセージを伴った標準の

HTML ページが生成、表示されます。 ドメインオーナーが自分のエラーページを作成

して Web サーバ上で利用できるようにするには、［カスタムエラードキュメント］チ

ェックボックスを選択します。 

注：［サービス］グループの［すべてのサービス］チェックボックスを選択すれば、

すべてのプログラミングおよびスクリプト言語やWeb統計やカスタムエラードキ

ュメントのサポートを一度に有効にすることができます。 

 追加の書き込み/変更の権限。 このオプションは、顧客の Web アプリケーションが

httpdocsまたは httpsdocsフォルダの root にあるファイルベースのデータベース

（Jet など）を使用している場合に必要です。 このオプションを選択すると、Web サ

イトセキュリティが著しく侵害される場合があることにご注意ください。 

https://your-domain.com/plesk-stat/
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 専用 IISアプリケーションプールの使用。このオプションはドメイン上の Web アプリ

ケーションの専用 IIS アプリケーションプールを有効にします。 専用 IIS アプリケー

ションプールを使用すると作業者のプロセスアイソレーションモード次第でドメイン

Web アプリケーションの安定性が劇的に向上します。 このモードはサーバでホステ

ィングされている各 Web サイトがその Web アプリケーションを実行するために別々

のプロセルプールを割り当てることができます。 そのため、あるアプリケーションに

異常が発生しても他のアプリケーションが停止することはありません。 これは特に共

用ホスティングパッケージを使用している場合に便利です。 

 CPU 使用量の上限。 ドメインの IIS アプリケーションプールが使用できる CPU リソ

ースの量を制限するには、［無制限］チェックボックスを外してそのフィールドにパ

ーセントで数を指定します。 

11 パフォーマンス。 ドメインに様々なパフォーマンス制限を設定して、リソー

ス超過をもたらす帯域幅の過剰な使用を防ぐことができます。  

 ネットワーク使用量の上限。ドメインがその接続間で共有できるスピード（KB/秒）を

制限するには、［無制限］チェックボックスを外してそのフィールドにキロバイトで

数を指定します。 

 接続の制限。ドメインへの同時接続の数を制限するには、［無制限］チェックボック

スを外してそのフィールドに数を指定します。 

12 ［OK］をクリックして、テンプレートの作成を終了します。   

新規ドメインまたは Web サイトのホスティングアカウントの設定中に、要求されたテン

プレートを選択します。そうすれば、ホスティングアカウントが作成され、定義したリソ

ースとホスティングサービスが割り当てられます。 

 新規に作成したアカウントに適応されるドメインテンプレートについての変更を
反映させるには以下を実行します。 

1 ［ドメイン］>［ドメインテンプレート］に進みます。  

2 更新するドメインテンプレートに対応するテンプレート名をクリックしま

す。  

3 必要に応じて設定を修正し［OK］をクリックします。   

テンプレートの修正は既存のドメインおよび Web サイトには影響を及ぼさないという点

に注意してください。 

 不要になったテンプレートを削除するには、以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>［ドメインテンプレート］に進みます。  

2 不要になったテンプレート名に対応するチェックボックスを選択します。  

3 ［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリック

します。  
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顧客が使用できるパッケージ済みのアプリケーシ

ョン 

Plesk には顧客に提供するよう選択したり、コントロールパネルのスクリプトライブラリ（ア

プリケーションヴォルトから参照される）から削除したりできる多数の無料のサイトアプリ

ケーションが同梱されています。 アプリケーションポータルwww.apsstandard.com経由でサ

ードパーティベンダーから有料のアプリケーションを取得およびインストールすることもで

きます。 

ヴォルトに追加したサイトアプリケーションの使用ルールを設定できます。 例えば、自分で

設定した条件（例えば、支払いを受領したあとにするなど）のもとでアプリケーションプー

ルにアプリケーションを追加すれば、特定の無料アプリケーションを自分の顧客向けのみが

利用できる有料アプリケーションにすることもできます。 無料アプリケーションを有料に変

更すると、すべてのクライアントのアプリケーションプールからそのアプリケーションが削

除されます。 そこで、必要な場合にのみ、このアプリケーションをクライアントのアプリケ

ーションプールに追加できます。 有料アプリケーションを無料に変更すると、すべてのクラ

イアントがそのアプリケーションを無料で使用できます。 

無料のオープンソースアプリケーションパッケージは、Plesk のインストール後に全クライア

ントのアプリケーションプールに自動的に追加されます。   

 ヴォルト内のアプリケーションディストリビューションパッケージの情報を表示
するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。  

2 ［サービス］グループの［アプリケーションヴォルト］アイコンをクリックし

ます。  

ヴォルトに保存されているすべてのディストリビューションパッケージは［サイトアプリ

ケーションパッケージ］グループで一覧表示されています。 

3 それをベースにしたディストリビューションパッケージのプロパティおよ

びアプリケーションパッケージのプロパティ（必要に応じてアプリケーショ

ンファイルおよび適切なライセンスキーも含まれます）を表示するには、ア

プリケーション名の隣の拡張（+）ボタンをクリックします。  

左列のアイコンは、このアプリケーションがクライアントのアプリケーションプールに追

加可能なアプリケーション一覧に表示されるかどうかを表します。   

 - そのアプリケーションがインストール可能なアプリケーション一覧に表示されます。  

 - そのアプリケーションがインストール可能なアプリケーション一覧に表示されませ

ん。 

顧客にアプリケーションを提供したくなくなった場合、サーバから該当のパッケージを削

除するか、あるいはそれをサーバから削除せずに利用可能なアプリケーション一覧から一

時的に隠すかのいずれかを、選択することができます。 

右列のアイコンは、指定したサイトアプリケーション使用ルールを表します。 

http://www.apsstandard.com/
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 - 無料。すべてのクライアントのアプリケーションプールに自動的に追加されます。 

 - 有料アプリケーション。特定の条件下で御社によってのみクライアントのアプリケ

ーションプールに追加されます。  

アプリケーションがライセンスキーの購入およびインストールを必要とする場合、アイコ

ンの右側にライセンスキーの説明が表示されます。 「ライセンスキーが必要ではありま

せん」とは、ライセンスキーを購入およびインストールせずにアプリケーションをサーバ

上で使用できることを意味します。  

［名前］列はサイトアプリケーションの名前を表示します。 

［バージョン］列はアプリケーションのバージョンを表示します。 

［リリース］列はサイトアプリケーションのリリース番号を表示します。 

［アプリケーションパッケージ］列は作成されたアプリケーションパッケージの数を表示

します（アプリケーションおよび添付のライセンスキーも表示されます）。  

［クライアント］列はサイトアプリケーションを使用するユーザの数を表示します。 

［カテゴリ］列はアプリケーションが属するカテゴリを表示します。 

［説明］列は各サイトアプリケーションの簡単な説明を提供します。 

 アプリケーションヴォルトに新しいアプリケーションを追加して、それをすべて
の顧客が無料で使用できるようにするには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。  

2 ［サービス］グループの ［アプリケーションヴォルト］アイコンをクリックし

ます。  

3 ［新しいアプリケーションディストリビューションパッケージの追加］をクリッ

クします。  

4 ［参照］をクリックして  .zipフォーマットのRPMパッケージのアプリケーシ

ョンパッケージの位置を指定し、［OK］をクリックします。  

新しいディストリビューションパッケージは、ライセンスキーを作成せずに、サーバアプ

リケーションヴォルトおよび対応するアプリケーションパッケージに追加されます。 こ

れですべての顧客がアプリケーションを無料で利用できるようになります。   

 有料アプリケーションをライセンスキーと一緒に取得してアプリケーションヴォ
ルトにインストールするには、以下を実行してください。 

1 アプリケーションポータルwww.apsstandard.comから必要なアプリケーシ

ョンを取得します。  アプリケーションベンダーからライセンスキー（また

はライセンスキー起動コード）を取得します。  コンピュータにアプリケー

ションパッケージおよびライセンスキーを保存します。  

2 Pleskにログインして［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［新しいアプ

リケーションディストリビューションパッケージの追加］に進みます。  

3 ［参照］をクリックして  .zipフォーマットのRPMパッケージのアプリケーシ

ョンパッケージの位置を指定し、［OK］をクリックします。  

http://www.apsstandard.com/
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アプリケーションヴォルトにアプリケーションディストリビューションパッケージが追

加されました。 今度はライセンスキーリポジトリにライセンスキーをインストールして、

必要なプログラムファイルおよびライセンスキーを含むアプリケーションパッケージを

作成する必要があります。 

4 ［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［ライセンスキーのリポジトリ］>［ラ

イセンスキーのインストール］に進みます。  

5 ［参照］をクリックして、ライセンスキーを含むZIPアーカイブまたはXML

形式のライセンスキーファイルを選択し、［OK］をクリックします。  アプ

リケーションベンダーからライセンスキーの起動コードを受け取ったら、コ

ードからライセンスキーを取得してサーバにインストールするために、［起

動コードで取得する］オプションを選択してコードを入力し、 ［OK］をクリ

ックします。   

6 今度は［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］画面に戻って［新しいアプリ

ケーションパッケージの作成］をクリックします。  

7 必要なアプリケーションを選択して［次へ>>］をクリックします。  

8 このアプリケーションを顧客へ提供する方法を指定します。  

 アプリケーションを追加料金なしで全クライアントが利用可能にする場合は、［この

アプリケーションを、すべてのユーザにて無償とする］チェックボックスを選択しま

す。 このアプリケーションは無料とみなされ、全クライアントのこのアプリケーショ

ンプールに自動的に追加されます。 

 クライアントによるアプリケーションの使用を有料にするには、［このアプリケーシ

ョンを、すべてのユーザにて無償とする］チェックボックスの選択を外します。 アプ

リケーションは有料とみなされ、クライアントプールに自動的に追加されることはあ

りません。 その支払いを受領したら、選択したクライアントのプールにこのアプリケ

ーションパッケージを手動で追加する必要があります（［クライアント］>  クライア
ント名 >［アプリケーションプール］>［アプリケーションパッケージをクライアント

のプールに追加する］）。 

注： パッケージをサーバから削除せずに、クライアントへのアプリケーションの提供

を一時的に停止するには、 ［クライアントのアプリケーションプールに追加可能

なアプリケーション一覧にてアプリケーションを表示する］オプションを使用で

きます。   

9 必要なライセンスキーを選択して［終了］をクリックします。   

 特定の無料アプリケーションを有料にして、選択した顧客のアプリケーションプ
ールに追加するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。  

2 ［サービス］グループの［アプリケーションヴォルト］アイコンをクリックし

ます。  

3 アプリケーション名の隣の拡張（+）ボタンをクリックします。  

4  アイコンをクリックします。  
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これでアプリケーションは全クライアントのアプリケーションプールから削除されまし

た。そして以下に記載した手順でこのアプリケーションを選択したクライアントのプール

に手動で追加することができます。 

5 ［クライアント］>  クライアント名 >［アプリケーションプール］に進みます。 

6 ［アプリケーションパッケージをクライアントのプールに追加する］をクリック

します。  

7 必要なアプリケーションのチェックボックスを選択して［OK］をクリックし

ます。  

 アプリケーションパッケージをアップグレードするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［新しいアプリケーションディスト

リビューションパッケージの追加］に進みます。  

2 ［参照］をクリックして、 .zipフォーマットの更新したディストリビューシ

ョンパッケージの位置を指定し、［OK］をクリックします。  

3 ［ドメイン］> ドメイン名 >［Webアプリケーション］に進みます。  

4 ［U］列で該当のショートカットをクリックします。  

5 アップグレードするアプリケーションのバージョンを選択して、ライセンス

契約の条項を読んでから［アップグレード］をクリックします。   

6 サーバ上でホスティングしている各ドメイン /Webサイトについてステップ

3から6を繰り返すか、このアプリケーションを使用している顧客（サイト

オーナー）にこのアプリケーションを新しいバージョンにアップグレードで

きることを知らせます。  それにはPleskでホームページ上の［Webアプリケ

ーション］アイコンをクリックして、［U］列の該当ショートカットをクリッ

クする必要があります。   

 顧客に提供したくないアプリケーションをアプリケーションヴォルトから削除す
るには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。  

2 ［サービス］グループの ［アプリケーションヴォルト］アイコンをクリックし

ます。  

3 削除するアプリケーションに対応するチェックボックスを選択し、 ［選択

対象を削除］をクリックします。  

4 削除を確認して［OK］をクリックします。  

アプリケーションディストリビューションパッケージがサーバアプリケーションヴォル

トから削除されました。 ユーザのサイトに既にインストール済みのアプリケーションは

削除されないことにご注意ください。 

アプリケーションのライセンスキーのリポジトリを管理する方法については、「アプリケー

ションのライセンスキーの管理」 (131 ページ)のセクションをご覧ください。 

サイトにアプリケーションをインストールする必要がある場合は、「アプリケーションのイ

ンストール」 (185 ページ)セクションをご参照ください。 
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特定のアプリケーション（例えば Counter-Strike ゲームサーバ）は個々のサイトにインスト

ールすることができないので、変わりにサーバレベルで作業します。  

 サーバ全体で有効なアプリケーションのリストを表示するには以下を実行してく
ださい。  

1 ［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［サーバアプリケーション］に進み

ます。  

2 ［新しいサーバアプリケーションの追加］をクリックします。  

または 

1 ［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［サーバアプリケーションリポジト

リ］に進みます。  

 

 サーバ全体のアプリケーションをインストールするには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［サーバアプリケーション］に進み

ます。  

2 インストールするアプリケーションを指定するには、アプリケーションに対

応するラジオボタンを選択します。  

3 ［インストール］をクリックします。  

4 アプリケーションが要求するインストールのプリファレンスや他の情報を

指定します（必要な条件はアプリケーションによって異なります）。  終了

したら［インストール］をクリックします。  

 

 サーバ全体のアプリケーションを削除するには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［サーバアプリケーション］に進み

ます。  

2 該当するチェックボックスを選択して ［選択対象を削除］をクリックしま

す。  

3 削除を確認して［OK］をクリックします。  

このセクションの内容: 

アプリケーションのライセンスキーの管理 ...................................................... 131 
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アプリケーションのライセンスキーの管理 

 ライセンスキーのリポジトリでライセンスキーを扱うには以下を実行してくださ
い。 

1 ［サーバ］>［アプリケーションヴォルト］>［ライセンスキーのリポジトリ］に

進みます。  

既にリポジトリに追加されているライセンスキーは一覧表示されています。 ［残りのキ

ー］の列に、アプリケーションで使用可能なライセンスキーの数が表示されます。   

2 必要な操作を実行します。  

 アプリケーションの新しいライセンスキーを追加するには、［ライセンスキーのイン

ストール］をクリックします。 ［参照］をクリックして、ライセンスキーを含む ZIP

アーカイブまたは XML 形式のライセンスキーファイルを選択し、［OK］をクリック

します。 アプリケーションベンダーからライセンスキーの起動コードを受け取ったら、

コードからライセンスキーを取得してサーバにインストールするために、［起動コー

ドで取得する］オプションを選択してコードを入力し、 ［OK］をクリックします。 

 ライセンスキーが提供するアプリケーション機能を参照したりキーの詳細を変更する

には、［ライセンス詳細］の列で該当キーのショートカットをクリックします。 

 ライセンスキーをダウンロードするには、［ライセンス詳細］の列で該当キーのショ

ートカットをクリックして［ダウンロード］アイコンをクリックします。 

 有効期限が切れたライセンスキーをアップグレードするには、［期限切れのライセン

スキー］のグループから［今すぐアップデート］ショートカットをクリックします。  

 ライセンスキーを削除するには、該当のチェックボックスを選択して［選択対象を削

除］をクリックします。    

   

 



 

  
 

ユーザアカウントの管理 

Plesk ユーザ階層は以下の 3 つのユーザレベルに制限されています。 クライアントアカ

ウント、ドメイン管理者アカウント、メールユーザアカウントです。 こういったタイ

プのユーザはすべて自身の Web サイトおよびメールアカウントの管理のためにコント

ロールパネルにアクセスできます。 

ホスティングサービスの再販や多数のドメイン/Web サイトのホスティングが必要な顧

客のためにクライアントアカウントを作成する必要があります。 その場合、リセラー

は顧客のためにドメイン管理者アカウントを作成することができます。 ドメイン管理

者のアカウントはユーザのサイトがサーバー上でホストされたあとでのみ作成可能で

す。 ドメイン管理者アカウントは 1 つのサイトの所有のみに制限されています。ただ

し、管理者は自身のドメインの下のメールホスティングサービスをその他のユーザに提

供できます。 そのためメールユーザアカウントがコントロールパネルにアクセスする

ために作成および生成されます。 

この章の内容: 

ユーザアカウントの追加 ................................................................................... 133 

ユーザアカウントの変更 ................................................................................... 138 

ユーザアカウントの中断と中断解除 ................................................................. 143 

ユーザアカウントの削除 ................................................................................... 144 
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ユーザアカウントの追加 

この章では顧客またはリセラー用に作成するクライアントレベルアカウントについて

説明します。 

ドメイン管理者のアカウントをリセラーの顧客用に作成する必要がある場合は、権限を

与え、リソースを割り当てます。詳細は「Web サイトのホスティングアカウントの設

定」 (148 ページ)のセクションをご参照ください。 

メールユーザのアカウントを作成する必要がある場合は「メールボックスの作成」 (ペ

ージ 250)のセクションをご参照ください。 

 新規の顧客またはリセラーを追加するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［クライアント］ショートカットをクリックし

ます。  

2 ［ツール］グループの［新しいクライアントアカウント］をクリックしま

す。  

3 連絡先および請求先の情報を指定します。 担当者名、ログイン名、パ

スワードは必須項目です。  

4 ［インターフェース言語］メニューでデフォルトのインターフェース言

語を選択します。  

5 ユーザアカウントのテンプレートをあらかじめ定義してある場合、［適

用テンプレート］ドロップダウンボックスから必要なテンプレートを選

択します。  テンプレートなしでクライアント作成を選択すると

Sitebuilderユーザアカウントを作成するよう案内されます。作成したく

ない場合は［Sitebuilderユーザを作成する］チェックボックスの選択を外

してください。  

6 ［クライアントIPプール設定に進む］チェックボックスは選択したままに

しておきます。ユーザに1つ以上の IPアドレスを割り当てる必要がある

ためです。この割り当てをしないと、顧客はサイトをホストすること

ができません。  ［OK］をクリックします。  

7 顧客にIPアドレスを割り当てます。  ［利用可能なIPアドレス］ボックス

でアドレスを選択し［追加>>］をクリックします。  E-コマースサイト

のホスティングの顧客は専用 IPアドレスを必要とします。  1つのサイ

トにつき1つの専用IPアドレスが必要です。   

8 ［OK］をクリックします。 これでクライアントアカウント管理画面が

開きます。   
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顧客が自分のコントロールパネルアカウントにログインし操作を始めると、最初に

この画面が表示されます。 このため、この画面はクライアントホームページと呼ば

れます。 コントロールパネルの環境を紹介するツアーに顧客を案内するため、クラ

イアントの信用情報を使用してコントロールパネルにログインする必要がある場合

があります。詳しくは、「Plesk Client's Guide」をご参照ください。 

9 テンプレートを使用してユーザアカウントを作成した後、顧客にリソ

ースを提供するには、［ツール］グループの［制限］アイコンをクリッ

クします。  

10 以下の設定を指定します。  

 ドメインの上限数。 顧客がサーバでホスティングできるドメイン名/Web サイト

の合計数を指定します。 これにはサーバでホスティングされる Web サイトと、

他のサーバでホスティングされる Web サイトを示すドメインフォワーダが含ま

れます。 ドメインエイリアス（このサーバでホスティングされるサイトの追加

ドメイン名）とサブドメインは別にカウントされ、このリソースタイプにより制

限されません。 

 最大ドメイン エイリアス数。 顧客が自分の Web サイトで使用できる追加の代

替ドメイン名の合計数を指定します。 

 サブドメインの上限数。 顧客がホスティングできるサブドメインの合計数を指

定します。 

 ディスク容量。 顧客に割り当てられるディスク容量の合計をメガバイトで指定

します。 ユーザのドメイン/Web サイトに関連するすべてのファイルが占有する

ディスク容量が含まれます。 Web サイトコンテンツ、データベース、アプリケ

ーション、メールボックス、ログファイル、そしてバックアップファイルです。 

いわゆるソフトクォータです。 この割り当てを超えると、ユーザアカウントと

ドメイン名/Web サイトは自動的に停止せず、各ユーザとユーザの顧客のメール

アドレスに適切な注意が送信されるのみで、リソースの使用過多がユーザまたは

ユーザの顧客のコントロールパネルのユーザ名の左に表示されるアイコン 

（ナビゲーションペインの［クライアント］ ショートカットをクリックしたと

きに表示されるクライアント一覧を参照）、またはドメイン名（ナビゲーション

ペインの［ドメイン］ショートマットをクリックしたときに表示されるドメイン

名一覧を参照）により示されます。  

 MySQL データベースクォータおよび Microsoft SQL データベースクォータ。 

MySQL および Microsoft SQL サーバデータベースがそれぞれ、顧客のドメイン

に供給できる総ディスク容量の最大数をメガバイトで指定します。 

 トラフィックの上限量。  1 か月の間に、顧客の Web サイトから転送できるデ

ータの量をメガバイトで指定します。 制限に達すると、適切な通知がユーザま

たはユーザの顧客のメールアドレスに送信され、リソースの使用過多が、コント

ロールパネルのユーザ名の左に表示される、該当するアイコン （ナビゲーシ

ョンペインの［クライアント］ ショートカットをクリックしたときに表示され

るクライアント一覧を参照）、またはドメイン名（ナビゲーションペインの［ド

メイン］ショートマットをクリックしたときに表示されるドメイン名一覧を参

照）により示されます。  
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 Web ユーザの上限数。 顧客が自分のドメイン内の他のユーザ用にホスティング

できる、個人用 Web ページの合計数を指定します。 このサービスは主に、学生

やスタッフの非営利的なパーソナルページをホストする教育機関に使用されて

います。 そういったページの Web アドレスは通常

http://your-domain.com/~usernameとなります。 

 追加 Microsoft FrontPage アカウントの上限数。 顧客が自分のドメインに作成でき

る Microsoft FrontPage アカウントの最大数を指定します。 

 追加 FTP アカウントの上限数。 顧客が自分のドメインに作成できる FTP アカウ

ントの最大数を指定します。 

 MySQL データベースの上限数および Microsoft SQL サーバデータベースの上限数。 

顧客が自分のドメインに作成できる MySQL および Microsoft SQL サーバデータ

ベースの最大数をそれぞれ指定します。 

 メールボックスの上限数。 顧客がサーバでホスティングできるメールボックス

の合計数を指定します。 

 メールボックスクォータ。 各メールボックスに割り当てられるディスク空き容

量をキロバイトで指定します。 

 総メールボックスクォータ。 顧客のすべてのドメイン上のすべてのメールボッ

クスに割り当てられるディスク容量の合計をメガバイトで指定します。 

 メールリダイレクトの上限数。 顧客が設定できるリダイレクトの合計数を指定

します。 

 メールグループの上限数。 顧客が設定できるメールグループの合計数を指定し

ます。 

 メール自動応答の上限数。 顧客が設定できるメール自動応答の合計数を指定し

ます。 

 メーリングリストの上限数。 顧客がサーバでホスティングできるメーリングリ

ストの合計数を指定します。 

 Java アプリケーションの上限数。 サーバでホスト可能な Tomcat Java アプリケ

ーションまたはアプレットの総数を指定します。 

 IISアプリケーションプールの上限数 顧客がドメイン間で割り当てることができ

る専用 IIS アプリケーションプールの総数を指定します。 

 共有 SSL リンクの上限数。 顧客がドメインで使用できる共有 SSL リンクの総数

を指定します。 

 ODBC 接続の上限数。 顧客がドメインで使用できる ODBC 接続のクの総数を指

定します。 

 有効期間。 ホスティングアカウントの期間を指定します。 この期間が終了すれ

ば、顧客のすべてのドメイン/Web サイトは停止されます。その Web、FTP、メ

ールサービスはインターネットユーザにはアクセスできなくなります。また、リ

セラーおよびその顧客（ドメインオーナー）はコントロールパネルにログインで

きなくなります。 アカウントは自動では更新できません。そこで、ホストされ

たドメイン名や Web サイトを元の操作に戻すために、手動でユーザアカウント

を更新しなければならなくなります。 

http://your-domain.com/~username
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11 ［OK］をクリックします。  

12 顧客がコントロールパネル経由で実行できるオペレーションを指定す

るには、そのユーザアカウントを事前定義済みのユーザアカウントテ

ンプレートを使用せずに作成した場合は、［ツール］グループの［パー

ミッション］をクリックします。  

13 必要な権限を顧客に供与します。  すべての権限を選択するには［すべ

て選択］を使用し、すべての権限を取り消すには［すべて取消］を使用

します。  

 コントロールパネルへのアクセス。 顧客が自分のアカウントとサイトを管理す

る場合、コントロールパネルにアクセスできるかどうかを指定します。 

 ドメイン作成。 顧客が新規サイトにホスティングアカウントを設定できるかど

うかを指定します。 

 物理ホスティング管理。 顧客がホスティングアカウントの設定、ホスティング

アカウント機能の変更、およびプログラミング言語とスクリプト言語のサポート

のオン/オフ切り替えを実行できるかどうかを指定します。 

 システムアクセス管理。 顧客がリモートデスクトップ経由でシステムにアクセ

スできるかどうかを指定します。 

 ハードディスククォータ割り当て。 顧客が自分の Web サイト用に、および顧客

自身の顧客の Web サイト用にディスク空き容量でハードクォータを割り当てら

れるかどうかを指定します。 

 サブドメイン管理。 顧客が自分のドメイン内で追加サイトを設定し、顧客自身

の顧客にも追加サイトの設定を許可できるかどうかを指定します。 

 ドメインエイリアスの管理。 顧客が自分のドメイン内で代替ドメイン名を追加

設定し、顧客のユーザにも代替ドメイン名の追加設定を許可できるかどうかを指

定します。 

 ログローテーション管理。 顧客が自分のサイトで処理されたログファイルのク

リーンアップと再利用を調整できるかどうかを指定します。 

 Anonymous FTP の管理。 顧客が自分のすべてのユーザがログインとパスワード

を入力せずに、ファイルをダウンロードおよびアップロードできる FTP ディレ

クトリを設定できるかどうかを指定します。匿名 FTP サービスを使用するため

には、Web サイトが専用 IP アドレスに常駐している必要があります。 匿名 FTP

サービスを使用するためには、Web サイトが専用 IP アドレスに常駐している必

要があります。 

 FTP アカウント管理。 顧客が追加 FTP アカウントを作成および管理できるかど

うかを指定します。 

 スケジューラ管理。 顧客がタスクスケジューラでタスクをスケジューリングで

きるかどうかを指定します。 スケジューリングされたタスクは、スクリプトま

たはユーティリティの予定に沿った実行に使用できます。 

 ドメイン制限調整。 顧客が自分のアカウントのリソース割り当てを調整できる

かどうかを指定します。 
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 DNS ゾーン管理。 顧客が自分のドメインの DNS ゾーンを管理できるかどうかを

指定します。 

 Java アプリケーション管理 顧客がコントロールパネルを使用して、Web サイト

に Tomcat Java アプリケーションおよびアプレットをインストールできるかど

うかを指定します。 

 メーリングリスト管理。 顧客がメーリングリストを使用できるかどうかを指定

します。 

 スパムフィルタ管理。 顧客がSpamAssassinソフトウェア提供のSpamAssassin

スパムフィルタ使用できるかどうかを指定します。 

 アンチウィルス管理。 顧客が送受信メールのフィルタ処理のためのサーバ側の

アンチウィルス保護を使用できるかどうかを指定します。  

 バックアップと復元機能。 顧客がコントロールパネルの機能を使用して、顧客

のサイトをバックアップおよび復元できるかどうかを指定します。 定期的なバ

ックアップおよびオンデマンドのバックアップの両方に対応しています。 

 リモート XML インターフェースの使用機能。 顧客が自分の Web サイトを、カ

スタムアプリケーションを使用してリモートで管理できるかどうかを指定しま

す。 Web サイトに統合されるカスタムアプリケーションの開発に XML インタ

ーフェースを使用できます。このカスタムアプリケーションは、ホスティングア

カウントの設定の自動化、および顧客がリセラーのサイトからホスティングサー

ビスを購入するためのサービス設定の自動化などに使用できます。  

 Sitebuilder。 顧客が Web サイトの作成および編集に Sitebuilder を使用できるか

どうかを指定します。 

 ホスティングパフォーマンス管理。 顧客がドメインのホスティングパフォーマ

ンス選択設定を変更できるかどうかを指定します。 

 IIS アプリケーションプール管理。 顧客が IIS アプリケーションプールを管理で

きるかどうかを指定します。 

 Web統計管理。 顧客がドメインのWeb統計を管理できるかどうかを指定します。 

 追加の書き込み/変更の権限管理。 顧客がドメインの追加の書き込み/変更の権限

を管理できるかどうかを指定します。 これらの権限は、顧客の Web アプリケー

ションが httpdocs または httpsdocs フォルダの root にあるファイルベース

のデータベースを使用している場合に必要です。 このオプションを選択すると、

Web サイトセキュリティが著しく侵害される場合があることにご注意ください。 

 共有 SSL管理。 顧客がドメインの共有SSLを管理できるかどうかを指定します。 

 ユーザインターフェース。 顧客が使用できるユーザインターフェースのタイプ、

すなわち標準、デスクトップ、または両方から指定します。 

 デスクトップ管理。 顧客が自分のデスクトップインターフェースをカスタマイ

ズできるかどうかを指定します。 

14 ［OK］をクリックします。  

これで顧客にコントロールパネルへの URL とログイン認証を通知することができます。 
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ユーザアカウントの変更 

 顧客の IP プールから IP アドレスを追加または削除するには、以下を実行し
てください。 

1  ［クライアント］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［IPプール］をクリックします。  

 IP アドレスを割り当てるには、［新しい IPアドレスの追加］をクリックして［利

用可能な IP］ボックスでアドレスを選択し（キーボードの［Ctrl］ボタンを押し

たまま必要なアドレスを左クリックすると複数の IP アドレスを選択できます）、

［OK］をクリックします。 

 IP アドレスを削除するには、該当するチェックボックスをチェックして、 ［選

択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリックします。 

 IP アドレスに SSL 証明書を割り当てるには、必要な IP アドレスをクリックし

［SSL 証明書］ドロップダウンボックスで証明書を選択して［OK］をクリックし

ます。 

 ドメインでセキュアな FTP 接続 (SSL 経由の FTP) を使用するには、［SSL 経由

の FTP］チェックボックスを選択します。 この機能を正常に動作させるために、

専用 IP アドレスの使用が推奨されています。 

 ユーザが IP アドレスを使用してサーバの Web リソースを参照した際に（同じ IP

アドレスを共用するサイトのみ）開く Web サイトを指定するには、［ホスティ

ング］列の数字をクリックし、ドメイン名を選択して ［デフォルトとして選

択］をクリックします。 

 連絡先情報を更新したりコントロールパネルへのアクセスの為のパスワー
ドを変更するには、以下を実行してください。 

1  ［クライアント］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［ツール］グループの［編集］をクリックします。  

3 必要に応じて情報を入力し、［OK］をクリックします。  

 

 ユーザの FTP パスワードを変更するには、以下を実行してください。 

1  ［ドメイン］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［ホスティング］グループの［設定］をクリックします。  

3 ［新しいFTPパスワード］ボックスおよび［パスワードの確認］ボックス

で新規パスワードの入力と確認を行います。  

4 ［OK］をクリックします。  
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 顧客がコントロールパネルを通じて実行できる操作の権限を変更するには、
以下を実行してください。 

1  ［クライアント］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［ツール］グループの［権限］をクリックします。  

3 必要な権限を入力し、［OK］をクリックします。  

 

 顧客に追加でリソースを割り当てるには、以下を実行してください。 

1  ［クライアント］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［ツール］グループの［制限］をクリックします。  

3 リソース割り当てを入力して、［OK］をクリックします。  

 

 ユーザアカウントのプリファレンスを変更するには、以下を実行してくださ
い。 

1  ［クライアント］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［ツール］グループの［プリファレンス］をクリックします。  

3 インターフェース言語、スキン、インターフェースのカスタマイズテ

ンプレートを指定します。  

4 必要に応じて［ページが完全にロードされるまでPleskでの作業を中断する］

および［複数セッションを許可する］チェックボックスの選択を外し、

適切なチェックボックスを選択したり外したりしてSitebuilderユーザ

の作成または維持を変更します。  

5 ［OK］をクリックします。  

 

このセクションの内容: 

リセラーの顧客（ドメイン管理者）のアカウントの変更 .................................. 140 

多数のホスティングアカウントへの類似の変更の実行 ..................................... 141 
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リセラーの顧客（ドメイン管理者）のアカウントの変更 

 リセラーの顧客がコントロールパネルにアクセスするのを許可するには、以
下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメイン］グループの［ドメイン管理者］をクリックします。  

4 ［ドメイン管理者のアクセスを許可する］チェックボックスを選択し、コ

ントロールパネルへのアクセス用のパスワード（ドメイン管理者のロ

グイン名が常にその人物自身のドメイン名となります）を入力し、連

絡情報を入力してユーザがコントロールパネルを通じて実行できるよ

うにする操作を指定します。  

5 ［OK］をクリックします。  

 

 連絡先情報を更新したりコントロールパネルへのアクセスの為のパスワー
ドを変更するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメイン］グループの［ドメイン管理者］をクリックします。  

4 必要に応じて情報を入力し、［OK］をクリックします。  

 

 ユーザの FTP パスワードを変更するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［設定］をクリックします。  

4 ［新しいFTPパスワード］ボックスおよび［パスワードの確認］ボックス

で新規パスワードの入力と確認を行います。  

5 ［OK］をクリックします。  

 

 サイトオーナーがコントロールパネルを通じて実行できる操作の許可を変
更するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメイン］グループの［ドメイン管理者］をクリックします。  



 

 顧客へのサービス 141 

 

4 必要な権限を入力し、［OK］をクリックします。  

 

 サイトオーナーに追加でリソースを割り当てるには、以下を実行してくださ
い。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメイン］グループの［制限］をクリックします。  

4 リソース割り当てを入力して、［OK］をクリックします。  

 

 ユーザのコントロールパネルインターフェース言語およびスキンを変更す
るには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメイン］グループの［ドメイン管理者］をクリックします。  

4 インターフェース言語、スキン、インターフェースのカスタマイズテ

ンプレートを指定して［OK］をクリックします。  

 

ドオメイン管理者アカウントの変更について詳細は「Web サイトのホスティングアカ

ウントの設定」 (148 ページ)のセクションをご参照ください。 

多数のホスティングアカウントへの類似の変更の実行 

 多数のホスティングアカウントに対して同時にホスティングオプションを
変更するには、以下を実行します。 

1 必要なホスティングアカウントを選択します。  

 複数のドメイン管理者アカウントを一度に変更するには、ナビゲーションペイン

の［ドメイン］ショートカットをクリックして該当するドメイン名のチェックボ

ックスを選択します。 

または 

 複数のクライアント管理者アカウントを一度に変更するには、ナビゲーションペ

インの［クライアント］ショートカットをクリックして該当するドメイン名のチ

ェックボックスを選択します。 

2 ［一括設定］をクリックします。  
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3 ［権限］セクション（クライアントアカウントの編集時にのみ有効です）

にすべてのクライアント権限のリストが表示されます。   クライアン

トのアクションの可用性を変更するには、［スイッチオン］または［ス

イッチオフ］するために適切なラジオボタンを選択します。［変更しな

い］を選択すると変更されません。  

4 ［制限］セクションにはすべてのホスティングアカウントの制限が表示

されます。 制限を変更するには、リストの左側で適切なドロップダウ

ンボックスを選択します。  必要に応じて、設定を調整して下さい。  

 制限を削除するには［無制限］を選択します。 

 具体的な値で制限を設定するには［値］を選択して指定の値を数字で入力します。 

 ［増加(+)］を選択し、値の種類具体的な単位またはパーセント}を選択して数値

を入力し、指定の値（具体的な単位またはパーセントで）だけ対応する限度を増

加させます。 

 ［減尐(-)］を選択し、値の種類具体的な単位またはパーセント）を選択して数値

を入力し、指定の値（具体的な単位またはパーセントで）だけ対応する限度を減

尐させます。 

 変更しない場合には［変更しません］値が選択されたままにします。 

5 ［ホスティング］セクション（ドメイン管理者アカウントの編集時にの

み有効です）にすべてのホスティングパラメータのリストが表示され

ます。 ドメインの特定の機能を変更するには、適切なオプションボタ

ンを選択します。［スイッチオン］、［スイッチオン］、あるいはそのま

まにしておくなら［変更しません］を選択してください。  

6 ［プリファレンス］セクションにはすべてのホスティングアカウントの

プリファレンスが表示されます。 クライアントまたはドメインに特定

のプリファレンスを設定するには、適切なオプションボタンを選択し

ます。 ［スイッチオン］、［スイッチオン］、あるいはそのままにして

おくなら［変更しません］を選択してください。  

7 ［サービス］セクション（ドメイン管理者アカウントの編集時にのみ有

効です）で様々なドメインサービスの可用性を定義することができま

す。 それには適切なオプションボタンを選択します。 ［スイッチオン］、

［スイッチオン］、あるいはそのままにしておくなら［変更しません］を

選択してください。  

8 ［OK］をクリックします。  
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ユーザアカウントの中断と中断解除 

 ユーザアカウントおよびユーザサイトを中断するには、以下を実行してくだ
さい。 

1  ［クライアント］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［ツール］グループの［スイッチオフ］をクリックします。  

ユーザおよびその顧客（サイトオーナー）によるコントロールパネルへのアクセス

が拒否されます。 ユーザのドメイン/Web サイトは中断され、インターネットユー

ザは、そのユーザの Web、FTP、メールサービスにアクセスできなくなります。 

 ユーザアカウントおよびユーザサイトの中断を解除するには、以下を実行し
てください。 

1  ［クライアント］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［ツール］グループの［スイッチオン］をクリックします。  

 ドメイン管理者アカウントのドメイン/Web サイトを中断するには、以下を実
行してください。 

1  ［ドメイン］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［スイッチオフ］をクリックします。  

ドメインおよび Web サイトは中断されます。その Web、FTP、メールサービスは

インターネットユーザにはアクセスできなくなります。また、ドメインオーナーは

コントロールパネルにログインできなくなります。  

 ドメイン管理者アカウントのドメイン/Web サイトの中断を解除するには、以
下を実行してください。 

1  ［ドメイン］に進んで必要なクライアント名をクリックします。  

2 ［スイッチオン］をクリックします。  
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ユーザアカウントの削除 

 Web サイトを持つユーザアカウントを削除するには、以下を実行してくださ
い。 

1 ナビゲーションペインの［クライアント］ショートカットをクリックし

ます。  

2 削除するユーザアカウントに該当するチェックボックスを選択し、

［選択対象を削除］アイコンをクリックします。  

3 削除を確認して［OK］をクリックします。  

すべてのユーザサイトを持つユーザアカウントがサーバから削除されます。 

 Web サイトを持つサイトオーナーアカウントをサーバから削除するには、以
下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 削除するドメイン /Webサイトに該当するチェックボックスを選択し、

［選択対象を削除］をクリックします。  

3 削除を確認して［OK］をクリックします。  

ドメイン管理者のアカウントとドメイン/Web サイトに関連するすべてのデータが

サーバから削除されます。 
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Web サイトのホスティング 

このセクションの内容: 

新規 Web サイトのコンテンツの事前定義 ........................................................ 146 

ドメイン名の取得.............................................................................................. 147 

Web サイトのホスティングアカウントの設定 .................................................. 148 

サイトの公開 ..................................................................................................... 158 

サイトのプレビュー .......................................................................................... 169 

ASP.NET の設定 ............................................................................................... 170 

ドメインの PHP バージョンの設定 ................................................................... 178 

データベースの配置 .......................................................................................... 178 

外部データベースからデータにアクセス .......................................................... 182 

Adobe ColdFusion のデータソース名の設定 ..................................................... 183 

アプリケーションのインストール ..................................................................... 185 

IIS アプリケーションプールの使用 ................................................................... 190 

サブドメインを含むサイト構造の編成 .............................................................. 193 

サイトの追加ドメイン名の設定（ドメインエイリアス） .................................. 197 

仮想ディレクトリの使用 ................................................................................... 200 

Web サーバでの個人用 Web ページのホスティング ......................................... 211 

サーバへの anonymous FTP アクセスの設定 .................................................... 214 

Web サーバのエラーメッセージのカスタマイズ ............................................... 216 

ドメインの DNS ゾーン設定のカスタマイズ ..................................................... 218 

外部ドメインネームサーバを持つサイトの供給 ................................................ 223 

他のサーバにホストされているサイトのドメイン名の使用（ドメイン転送） .. 225 

ドメインの名前変更 .......................................................................................... 226 

ドメインの中断と中断解除 ............................................................................... 226 

ドメインの削除 ................................................................................................. 227 
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新規 Webサイトのコンテンツの事前定義 

特定のファイルとディレクトリを新規にホストされるWebサイト用に作成されたWeb

スペースに自動的に含めるようにコントロールパネルを設定できます。 これは、役に

立つスクリプトのセットであり、カスタムエラーメッセージであり、プレースホルダ

index.html ページであり、その他ご希望のファイルである可能性があります。 こうい

ったファイルはサイトベースごとに取替え、編集、削除できます。 

 Webコンテンツが自動的に Webスペースに含まれるようにするようにコント
ロールパネルを設定するには以下の操作を実行します。 

1 ローカルファイルシステム上で、必要なディレクトリを作成します。 

httpdocs、httpsdocs、cgi-bin、anon_ftp、error_docsなど

です。  

2 必要なファイルを作成したディレクトリに配置します。 Webページを

httpdocsおよびhttpsdocsディレクトリに、スクリプトをcgi-bin

ディレクトリに、カスタムエラーメッセージをerror_docsディレク

トリに配置します。  

3 ディレクトリおよびファイルをrar、tgz、ta、gz、またはzipフォーマッ

ト内のアーカイブファイルにパックします。   

ディレクトリはサブディレクトリではなく、必ずアーカイブファイルの root に配置

してください。 

4 Pleskコントロールパネルにログインするには、以下の操作を実行しま

す。  

5 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

6 ［サービス］グループの［スケルトン］をクリックします。  

7 アーカイブファイルをローカルコンピュータに配置するために［参照］

ボタンをクリックしてファイルを選択し、［ファイル送信］ボタンをク

リックします。  

 Web サーバディレクトリおよびファイルのオリジナルの構造に戻すには、以
下の操作を実行します。 

1 ［サーバ］>［スケルトン］に進みます。  

2 ［デフォルト］をクリックします。  
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ドメイン名の取得 

インターネットで Web サイトを公開する前に、ドメイン名登録機関に一意のドメイン

名を登録する必要があります。 ドメイン名は記憶しやすい Web サイトアドレスにしま

す。 

Web サイトを訪れるには、ドメイン名（例：your-domain.com）または URL（例： 

http://www.your-domain.com）をブラウザのアドレスバーに入力します。 要求されたサ

イトを表示するには、ブラウザはまずその要求されたドメイン名に対応する IP アドレ

スを見つける必要があります。IP アドレスにより表現されるマシンのアドレス、つま

りドメイン名は人の手を介して作成されるからです。 ブラウザは分散 DNS 内のネーム

サーバを照会し、DNS は要求されたドメイン名を IP アドレスに変換してブラウザに IP

アドレスを返します。 そして、ブラウザは指定の IP アドレスの Web サーバに接続し、

そこから Web ページを取得します。 このようにして他のユーザがドメイン名を使用し

てサイトを探せるようにするには、DNS にドメイン名を登録する必要があります。 

サイトのドメイン名を選ぶ際は、自分のビジネス、ブランド名、興味に関連した言葉の

組み合わせを考えましょう。 ドメイン名は記憶しやすいものにします。 ドメイン名が

いくつかの単語から成る場合、ハイフンで区切る必要があるかもしれません。 これは

サーチエンジンがそれぞれの単語を識別するのを容易にするためであり、ユーザはより

早くサイトを見つけることができます。 

潜在的な顧客が自分の Web サイトを見つける可能性を高めるためには、同じドメイン

名のハイフンがないバリエーションも購入しておく必要があるかも知れません。 

your-domain.com、your-domain.net などです。ドメイン名が 1 つの単語から成る場合

でも、ユーザのミススペルやタイプミスも考慮して、オリジナルのサイトにポイントす

るミススペルのバリエーションで 1 つ以上のドメイン名を購入する必要もあるかもし

れません。 実際の例として、次のようなものがあります。 オリジナルの Web サイト

のアドレスwww.google.com を持つ Googleサーチエンジンです。単語の隣同士のアル

ファベットを間違って入力したり、余計なアルファベットを入力したりすることは誰に

でもあるので、追加で 3 つのドメイン名がオリジナルサイトをポイントするよう設定さ

れています。 www.googel.com と www.goolge.com と www.gooogle.com です。 

適切なドメイン名を決めたら、ご自分でドメイン名登録機関に登録するかサービスプロ

バイダに依頼してください。 登録費用は登録機関により異なります（通常、年間 4～

10 米ドルです）。 

サービスプロバイダがそのオプションを有効にしていれば、Plesk 経由でドメイン名を

登録および管理することが可能です。  

 Plesk 経由でドメイン名を登録するには、ホームページの［登録］アイコンをクリ

ックします。 MyPlesk.com の Web サイトが開き、段階を追ったウィザードで登録

手続きができます。 

 Plesk 経由でドメイン名を管理するには、ホームページの［管理］アイコンをクリ

ックします。 MyPlesk.com の Web サイトが開き、ログインしてドメイン名を管理

することができます。 
 

http://www.your-domain.com???????????????????/
http://www.google.com???google/
http://www.googel.com?www/
http://www.googel.com?www/
http://.gooogle.com??/
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Webサイトのホスティングアカウントの設定 

 サーバ上で Web サイトをホストするには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 ［ツール］グループの［新しいドメインの追加］をクリックします。  

3 登録したドメイン名と同じものを指定します。 www.your-domain.com

のような一般的なURLでユーザがWebサイトのアクセスできるよう許

可するには、［www］チェックボックスは選択したままにします。   

ドメイン名の前に www エイリアスをつけたるのは無料でできますが、この場合は

ブラウザに入力した文字に関係なくユーザに Web サイトへのアクセスを許可する

ことになります。 そして、www.your-domain.comと your-domain.com は同じサイ

トをポイントします。 

4 このクライアント向けに既にドメインテンプレートを作成しすべての

ホスティング機能とリソース利用割り当てを定義している場合は、［テ

ンプレートを選択する］ボックスで必要なテンプレートを選択します。  

5 選択先のIPアドレスの数がある場合、［IPアドレスの選択］ドロップダ

ウンボックスから必要なアドレスを選択します。   

SSL(Secure Sockets Layer)データ暗号化を実行するために、E-コマースサイトは IP

アドレス（他のサイトと共有でない）が必要であることを忘れないでください。 

6 ［ホスティング設定にすすむ］チェックボックスがチェックされている

ことを確認して、［OK］をクリックします。  

7 自分のマシンでWebサイトをホスティングするには、［物理ホスティン

グ］オプションを選択して［OK］をクリックします。  

この操作が完了すると、コントロールパネルがこのマシンの新しいドメイン名とな

るドメイン名サーバを設定し、新しい Web サイトをサーブする Web サーバを準備

します。 適切なリソースレコードを持つ新しいゾーンファイルがドメイン名サーバ

の設定ファイルとして追加され、Web スペースが Web サーバのディレクトリ内に

作成され、必要なユーザアカウントがサーバ上に作成されます。  

http://www.your-domain.com/
http://www.your-domain.com/
http://www.your-domain.com/
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注：サイトが他のマシンでホストされる場合、コントロールパネルの DNS サーバを

サイトの DNS ゾーンのサーブのためだけに使用するには、［フレーム転送］または

［標準転送］オプションのいずれかを選択します。 標準転送では、ユーザはそのサ

イトに転送され、実際のサイト URL がユーザのブラウザに示されます。従って、ユ

ーザは別の URL へ転送されていることが常に分かります。 フレーム転送では、ユ

ーザはそのサイトが実際は別の場所にあることを知らずに転送されます。 例えば、

以下のようになります。 顧客が無料の個人 Web サイトをインターネットサービス

プロバイダまたは無料の Web ホストを利用して持っていて、その Web サイトのア

ドレスがhttp://www.geocities.com/~myhomepageの場合に、 顧客はセカンドレベル

ドメイン名www.myname.comを購入し、その Web サイトへのドメインの転送を希

望したとします。 このような場合では、通常［フレーム転送］サービスを選択しま

す。 詳細については「他のサーバにホストされているサイトのドメイン名を使用す

る（ドメイン転送）」 (225 ページ)のセクションをご参照ください。 

8  ホスティングアカウントのプロパティを指定します。  

 SSL 対応。 Secure Sockets Layer（SSL）暗号化は一般に専用 IP アドレス上で

実行される e-コマース Webサイトでのオンライントランザクションの間の機密

データの転送を保護するために使用されます。 暗号化プロセスに参加する SSL

認証は、通常単一の IP アドレス上の単一のドメイン名に適用されます。そこで、

SSL プロテクションを必要とする各サイトは専用 IP アドレス上でホストされる

必要があります。 例外はサブドメインで、ここではワイルドカード認証で保護

することができます。 単一のアドレス（共有またはネームベースホスティング）

上で異なるドメイン名を持ついくつかの Web サイトをホストする Web サーバ

上に SSL 認証をインストールすることは技術的に可能ですが、この方法はお奨

めしません。 暗号化は行われますが、セキュアサイトに接続しようとすると、

ユーザに警告メッセージが表示されます。 Web サイト用の SSL 暗号化を許可

するには、［SSL 対応］チェックボックスを選択してください。 

 ［FTP/Microsoft FrontPage ログイン］および［FTP/Microsoft FrontPage パスワード］

です。 FTP 経由のサーバへのサイトを発行するのに使用するユーザ名およびパ

スワードを指定します。 ［パスワードの確認］ボックスでパスワードを再入力

してください。 

 ハードディスククォータ。 このサイトの Web スペースに割り当てるディスク容

量をメガバイト単位で指定します。 これは、制限に達した場合にさらに多くの

ファイルを Web スペースに書き込めないようにする、いわゆるハードクォータ

です。 ファイルを書き込もうとすると、ユーザには「Out of disk space（ディ

スクの空き容量不足）」エラーが発生します。 ハードクォータはサーバのオペ

レーティングシステムで有効化されます。［ハードディスククォータ］フィール

ドで「ハードディスククォータ対応なし（Hard disk quota is not supported）」

という旨のコメントが表示されていて、ハードクォータを使用したい場合は、 プ

ロバイダまたはサーバ管理者に連絡してクォータを有効にするよう依頼してく

ださい。 

 システムへのアクセス。 リモートデスクトップ接続経由でシステムに直接アク

セスすることができます。 しかし、RDP 経由でシステムへのアクセス許可はサ

ーバセキュリティに対する潜在的脅威になるため、［ログイン禁止］オプション

は選択したままにして許可しないことをお勧め致します。 

http://www.geocities.com/~myhomepage
http://www.myname.com/
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 Sitebuilderサポート。Sitebuilder は Web インターフェース経由で実行できるユー

ザフレンドリーな WYSIWYG Web サイトエディタです。 ［Sitebuilderにてサイ

トを公開する］チェックボックスを選択したままにして Sitebuilder へのアクセ

スおよび Plesk コントロールパネルインターフェース経由での Web サイト構築

ができるようにします。それはドメイン管理ページの［Sitebuilder ウィザード］

をクリックするか、［Sitebuilder 管理者］ナビゲーションパネルグループの［デ

スクトップ］ショートカットをクリックすることによって行います。 標準 Plesk

ディストリビューションに付属する Sitebuilder のバージョンは充分に機能的で

あり、その使用は制限されていません（ただしドメイン管理者はアクセスできな

いことがあります）。  

 サブドメインblog.domainname.comおよびphoto.subdomain.comを自動的に作

成したい場合は［ブログおよびフォトギャラリーサブドメインの作成］チェック

ボックスを選択したままにします。 

 Microsoft FrontPage 対応。 Microsoft FrontPage は人気のある Web サイト開発ツ

ールです。 Microsoft FrontPage を通じてサイトを公開したり、修正したりでき

るように、［Microsoft FrontPage 対応］および［SSL 上の Microsoft FrontPage 対応］

チェックボックスを選択し、［Microsoft FrontPage 認証］オプションを［許可］

に設定します。  

注： SSLサポートのMicrosoft FrontPageはSSLサポートがドメイン上で有効な

場合にのみご利用いただけます。 

 動的 Web サイトおよびサーバサイド Web アプリケーションの開発に幅広く使用

される言語のプログラミングおよびスクリプトへの対応  以下のどのプログラ

ミング言語またはスクリプト言語が Web サーバにより割り込み、実行または処

理されるのかを指定します。 アクティブ・サーバ・ページ (ASP)、.NET フレー

ムワーク上のアクティブ・サーバ・ページ (ASP.NET)、Server Side Include (SSI)、

PHP ハイパーテキスト・プリプロセッサ (PHP)、共通ゲートウェイ・インター

フェース (CGI)、Fast 共通ゲートウェイ・インターフェース (FastCGI)、インタ

ーネットサーバ API (ISAPI)、Perl、Python、ColdFusion、および Miva スクリプ

トが Miva e-コマースソリューションの実行に必要です。 

注： 該当のドロップダウンメニューから、自分が使用したいASP.NETおよび

PHPのバージョンに変更できます。 PHPアプリケーション（CGI、FastCGI、

またはISAPI）が起動するモードを指定することもできます。 

 Web 統計。 サイトや表示したサイトのページの訪問者の人数に関する情報を表

示できるようにするために、［Web 統計］ドロップダウンメニューでモジュール

を選択して［パスワード保護ディレクトリ'/plesk-stat/'経由でアクセス可能］チェ

ックボックスを選択します。 これにより統計ソフトウェアモジュールがインス

トールされ、このソフトウェアによりレポートが生成され、そのレポートをパス

ワードで保護されたディレクトリに配置されます。 するとドメイン管理者は以

下の URL で Web 統計にアクセスすることができるようになります。 

https://your-domain.com/plesk-stat/ に FTP アカウントログイン名およびパスワ

ードでアクセスできます。 

https://your-domain.com/plesk-stat/
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注： ドメイン管理者がFTP証明書を変更しても、Web統計アクセス証明書は変

更されません。 パスワード保護されたWeb統計ディレクトリへアクセスす

るには、ドメイン作成時に指定した最初のログイン名およびパスワードを常

に使用します。 

 カスタムエラードキュメント。 サイトを訪れているビジターが Web サーバが見

つけられないページを要求する場合、Web サーバによりエラーメッセージを伴

った標準の HTML  ページが生成され、表示されます。 エラーページを作成し

てサーバ上でそのページを使用するには、［カスタムエラードキュメント］チェ

ックボックスを選択します。 

注：［サービス］グループの［すべてのサービス］チェックボックスを選択す

れば、すべてのプログラミングおよびスクリプト言語やWeb統計やカスタム

エラードキュメントのサポートを一度に有効にすることができます。 

 追加の書き込み/変更の権限。 このオプションは、顧客の Web アプリケーショ

ンが httpdocs または httpsdocs フォルダの root にあるファイルベースのデ

ータベースを使用している場合に必要です。 このオプションを選択すると、

Web サイトセキュリティが著しく侵害される場合があることにご注意ください。 

 専用 IISアプリケーションプールの使用。このオプションは Web アプリケーショ

ンの専用 IIS アプリケーションプールを有効にします。 専用 IIS アプリケーショ

ンプールを使用すると作業者のプロセスアイソレーションモード次第で Web ア

プリケーションの安定性が劇的に向上します。 このモードはサーバでホスティ

ングされている各 Web サイトがその Web アプリケーションを実行するために

別々のプロセルプールを割り当てることができます。 そのため、あるアプリケ

ーションに異常が発生しても他のアプリケーションが停止することはありませ

ん。 これは特に共用ホスティングパッケージを使用している場合に便利です。 

9 ［OK］をクリックします。   

これで、サーバが新しい Web サイトを格納する準備が整いました。サイトのオーナ

ーはこのサーバ上でサイトを公開できます。 Web サイトの公開方法については、

このガイドの「サイトの公開」 (158 ページ)セクションをご参照ください。 

注： このドメイン名を他の Web ホストから転送する場合、ドメイン名レジストラ

とともにホスト DNS アドレスを更新し、自分のネームサーバにポイントされるよう

にする必要があります。 レジストラの Web サイトにログインし、ドメインのホス

トのポインタを管理するのに使用するフォームを配置し、現在の DNS ホスト設定を

自分のネームサーバのホスト名で書き換えます。  新しいネームサーバの情報は、

48 時間以内に DNS システム全体に行き渡ります。 

このサーバでホストされるサイトのポイント先として複数のドメイン名を登録してい

る場合、ドメインエイリアスを設定する必要があります。 詳しくは、「サイトの追加

のドメイン名（ドメインエイリアス）の設定」 ( 197 ページ)セクションをご参照くだ

さい。 

ご自分のマシンで他のサーバ上でホストされているサイトへのポイント先として複数

のドメインをホストする必要がある場合、ドメイン転送を設定する必要があります。 詳

しくは、「他のサーバにホストされているサイトのドメイン名を使用する（ドメイン転

送）」 (225 ページ)のセクションをご参照ください。 
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1 つのサイトで消費可能なリソースの量の制限 

デフォルトでは、ドメインテンプレートを使用せずに設定した新しい Web サイトは帯

域幅（データ転送）とディスク容量を制限なしで消費できます。 

 サイトで消費できるリソースの量を制限するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 ［ドメイン］グループの［制限］をクリックします。  

3 必要に応じて、リソース使用量割り当てを調整します。  

1. 最大ドメイン エイリアス数。 ドメインが使用できるドメインエイリアスの最大

数を指定します。 

2. サブドメインの上限数。 このドメインの下にホストできるサブドメインの数を

指定します。 

3. ディスク容量。 ドメインに関連しているホスティングアカウントに割り当てら

れるディスク空き容量の総量を指定します。 この量はメガバイトで計測されま

す。 すべてのドメインおよび Web サイトに関連するすべてのファイルが占有す

るディスクの空き容量が含まれます。 Web サイトコンテンツ、データベース、

アプリケーション、メールボックス、ログファイル、そしてバックアップファイ

ルです。 いわゆるソフトクォータです。 超過すると、ドメイン名や Web サイ

トは自動的に停止されることはなく、ご自身とプロバイダのメールアドレスにそ

の旨通知が送られ、リソースの過多量は名前の左側のコントロールパネルに表示

されているアイコン に示されます（ホームページのドメイン名のリストをご

参照ください）。 それによって、ドメインで何をするかはご自身で決めること

ができます。 

 ドメインオーナーに通知して、猶予期間が過ぎたら支払いを受けるまでドメイン

/Web サイトを保留にすることができます。 

または 

 顧客のホスティングプランをアップグレードすることができます（詳細は「ユー

ザアカウントの管理」 (132 ページ)の章をご参照ください）。 

1. MySQL データベースクォータおよび Microsoft SQL データベースクォータ。 

MySQL および Microsoft SQL サーバデータベースがそれぞれドメインで占有で

きる総ディスク容量の上限を指定します。 

2. トラフィックの上限量。 1 ヶ月間に Web サイトから転送できるデータ量をメガ

バイトで指定します。 制限量に達すると、ご自身とプロバイダのメールアドレ

スにその旨通知が送られ、リソースの過多量は名前の左側のコントロールパネル

に表示されているアイコンに示されます（ホームページのドメイン名のリストを

ご参照ください）。 Web サイトをより多くの人が訪れるようになりより多くの

帯域幅が必要になった場合は、ホスティングプランのアップグレードをご検討く

ださい（下記のホスティングプランのアップグレードについての記述をご参照く

ださい）。  
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3. Web ユーザの上限数。  ドメインオーナーが自身のドメインの下の他のユーザの

ためにホストできる個人 Web ページ数を指定します。 このサービスは主に、学

生やスタッフの非営利的なパーソナルページをホストする教育機関に使用され

ています。 そういったページの Web アドレスは通常

http://your-domain.com/~usernameとなります。 個人 Web ページに埋め込まれ

たスクリプトが実行できるようにする場合は、［Web ユーザーへのスクリプトの

使用の許可］チェックボックスも選択してください。  

4. 追加 Microsoft FrontPage アカウントの上限数。 ドメインに作成可能な追加の

Microsoft FrontPage アカウントの上限数を指定します。 

5. 追加 FTP アカウントの上限数。 ドメインに作成可能な追加の FTP アカウントの

上限数を指定します。 

6. MySQL データベースの上限数および Microsoft SQL サーバデータベースの上限数。 

ドメインでホスティングできる MySQL および Microsoft SQL サーバデータベー

スのそれぞれの上限数を指定します。 

7. メールボックスの上限数。  1 つのドメイン内でホストできるメールボックスの

数を指定します。  

8. メールボックスクォータ。  1 つのドメイン内の各メールボックスに割り当てら

れるディスク容量をキロバイトで指定します。  

9. 総メールボックスクォータ。 ドメインのすべてのメールボックスが使用可能な

ディスク容量の合計を指定します。 

10. メールリダイレクトの上限数。  1 つのドメイン内で使用できるメールリダイレ

クトの上限数を指定します。 

11. メールグループの上限数。 1 つのドメイン内で使用できるメールグループの上

限数を指定します。  

12. メール自動応答の上限数。  1 つのドメイン内で設定できるメール自動応答の数

を指定します。  

13. メーリングリストの上限数。  ドメインオーナーが 1 つのドメイン内で実行可能

なメーリングリストの数を指定します。 メーリングリストを使用できるように

するには、［プリファレンス］グループの［メーリングリスト］チェックボック

スを選択することも必要です。  

14. Java アプリケーションの上限数。  ドメインオーナーが 1 つのドメインにインス

トールできる Tomcat Java アプリケーションおよびアプレットの上限数を指定

します。 

15. ODBC 接続の上限数。 ドメインにセットアップ可能な ODBC 接続の上限数を指

定します。 

http://your-domain.com/~username
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16. 有効期間。 ホスティングアカウントの期間を指定します。 この期間が終了すれ

ば、ドメインおよび Web サイトは停止されます。その Web、FTP、メールサー

ビスはインターネットユーザにはアクセスできなくなります。また、ドメインオ

ーナーはコントロールパネルにログインできなくなります。 アカウントのホス

ティングは自動では更新できません。そこで、ホストされたドメイン名や Web

サイトを元の操作に戻すために、手動でホスティングアカウントを更新しなけれ

ばならなくなります。 ホームページで必要なドメイン名をクリックし、 ［制限］

アイコンをクリックし、 ［有効期間］ボックス内で別の期間を指定し、［OK］

をクリックし、次に［ドメイン］グループ内の［スイッチオン］をクリックしま

す（［ホーム］> ドメイン名）。 

4 ［OK］をクリックします。  
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サイトオーナーにコントロールパネルへのログインを許

可 

 サイトのオーナーが自分の Web を管理する目的でコントロールパネルへロ
グインするのを許可するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 ［ドメイン］グループの［ドメイン管理者］をクリックします。  

3 ［ドメイン管理者にアクセスを許可する］チェックボックスを選択します。 

4 サイトのオーナーがコントロールパネルへのアクセスに使用するパス

ワードを入力します。   

セキュリティ上の理由から、パスワードは 9 文字以上とし、アルファベット、数字、

記号の組み合わせにする必要があります。 辞書に載っていそうな言葉や固有名詞は

避けてください。 

5 ユーザのコントロールパネル外観に関連する設定を指定します。 イン

ターフェース言語、テーマ（スキン）、サイトのオーナーによりコン

トロールパネル内のカスタムボタンに表示される文字数の制限などで

す。  

6 サイトのオーナーがコントロールパネルで複数のセッションを同時に

実行できるようにするには、［複数セッションを許可する］チェックボ

ックスを選択したままにします。  

7 ［インターフェース画面が完全にロードされるまでコントロールパネルで

ユーザが操作するのを禁止する］チェックボックスを選択したままにして

ください。  

そうすると、ユーザはコントロールパネルの準備ができるまでデータを送信したり

操作を実行することができないようになります。 

8 サイトのオーナーが自分のコントロールパネルで実行できる操作を指

定します。  

 物理ホスティング管理。  ホスティングアカウントおよび Web スペースの完全

な制御を許可または禁止します。 

 ハードディスククォータ割り当て。 Web スペースに割り当てられているディス

ククォータをサイトオーナーが自分で調整できるようにします。 

 サブドメイン管理。  サイトオーナーにサブドメインの設定、修正、削除を許可

または禁止します。 

 DNS ゾーン管理。  サイトオーナーに自分のドメインの DNS ゾーンの管理を許

可または禁止します。 この許可は経験豊かなユーザにのみ推奨されます。 

 ログローテーション管理。  サイトオーナーが処理済みのログファイルのクリー

ンアップを調整したり再利用するのを許可または禁止します。 
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 スケジューラ管理。 サイトオーナーがスケジューラでタスクをスケジューリン

グするのを許可または禁止します。 スケジューリングされたタスクは、スクリ

プトまたはユーティリティの予定に沿った実行に使用できます。 

 匿名 FTP 管理。  サイトオーナーが自分のすべてのユーザがログインとパスワー

ドを入力せずに、ファイルをダウンロードおよびアップロードできる FTP ディ

レクトリを設定するのを許可または禁止します。Anonymous FTP を使用するた

めには、Web サイトが専用 IP アドレスに常駐している必要があります。 匿名

FTP を使用するためには、Web サイトが専用 IP アドレスに常駐している必要が

あります。 

 FTP アカウント管理。サイトオーナーが追加の FTP アカウントを作成、変更、

削除するのを許可または禁止します。 

 Java アプリケーション管理。 サイトオーナー が Web サイト上で Tomcat Java

アプリケーションおよびアプレットをインストールするのを許可または禁止し

ます。 

 システムアクセス管理。 サイトオーナーがリモートデスクトップ経由でシステ

ムにアクセスするのを許可または禁止します。 

 メーリングリスト管理。サイトオーナーがメーリングリストを使用するのを許可

または禁止します。 

 バックアップと復元機能。 サイトオーナーにコントロールパネルの機能を使用

した顧客のサイトのバックアップおよび復元を許可または禁止します。 定期的

なバックアップおよびオンデマンドのバックアップの両方に対応しています。 

 スパムフィルタ管理。  サイトオーナーに GNU Mailman ソフトウェアで提供さ

れるスパムフィルタの使用を許可または禁止します。 

 アンチウィルス管理。  サイトオーナーに送受信メールのフィルタ処理のための

サーバ側のアンチウィルス保護の使用を許可または禁止します。  

 Sitebuilder。 サイトオーナーが Sitebuilder を使用して Web サイトを作成および

編集するのを許可または禁止します。 

 ホスティングパフォーマンス管理。 サイトオーナーが Web サイトのホスティン

グパフォーマンス選択設定を変更するのを許可または禁止します。 

 IIS アプリケーションプール管理。 サイトオーナーが IIS アプリケーションプー

ルを管理するのを許可または禁止します。 

 Web 統計管理。サイトオーナーが Web サイトの Web 統計を管理するのを許可ま

たは禁止します。 

 追加の書き込み/変更の権限管理。サイトオーナーが Web サイトの追加の書き込

み/変更の権限を管理するのを許可または禁止します。 これらの権限は、顧客の

Web アプリケーションが httpdocsまたは httpsdocsフォルダの root にある

ファイルベースのデータベースを使用している場合に必要です。 

 ユーザインターフェース。 使用できるユーザインターフェースのタイプ(標準、

デスクトップ、または両方)を表示します。 

 デスクトップ管理。 サイトオーナーがデスクトップインターフェースをカスタ

マイズおよび管理できるかどうかを示します。 
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9 サイトオーナーの連絡情報を指定します。  

10 ［OK］をクリックします。  

これで、顧客にコントロールパネルの URL、ログイン、パスワードを伝えることがで

きるようになりました。 URL はError! Hyperlink reference not valid.となり、

<user's_domain_name>の部分はwwwエイリアスなしのドメイン名です。 サイトオー

ナーは、コントロールパネルへのログインに必要なログイン名として自分のドメイン名

を指定する必要があります（例：your-domain.com）。  

サイトの公開 

自分のサイトを公開するということは、サイトを構成する Web ージ、スクリプト、グ

ラフィックファイルを自分の Web スペースにアップロードするということです。以下

のいずれかの方法で行います。 

 FTP 接続経由 

 Plesk ファイルマネージャ経由 

 Microsoft FrontPage ソフトウェア経由（Microsoft Windows オペレーティングシス

テムのユーザのみ利用可） 

 Sitebuilder 経由 

FTP はファイルをアップロードするのに最もよく利用され、最も簡単な方法です。 SSL

経由の FTP を使用して FTP 接続をセキュアにできます。 

このセクションの内容: 

FTP 経由でのサイトの公開 ............................................................................... 159 

Plesk ファイルマネージャ経由でのファイルのアップロード ............................ 162 

Microsoft FrontPage を使用して公開................................................................. 163 

Sitebuilder を使用してサイトを公開.................................................................. 169 
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FTP 経由でのサイトの公開 

1 FTPクライアントプログラムでサーバに接続します。この際、ホステ

ィングアカウントの設定時に指定した、またはプロバイダから取得し

たFTPアカウントの信用情報を使用します。   

ファイアウォールを設定している場合は、パッシブモードを有効にします。 

2 HTTPプロトコル経由でアクセスするファイルとディレクトリを

httpdocsディレクトリにアップロードし、SSLプロトコル経由でセ

キュアに転送するべきファイルおよびディレクトリをhttpsdocsディ

レクトリにアップロードします。   

3 CGIスクリプトをcgi-binディレクトリに配置します。   

4 FTPセッションを終了します。  

 

このセクションの内容: 

FTP パスワードの変更 ...................................................................................... 159 

追加の FTP アカウントの使用 ........................................................................... 159 
 
 

FTP パスワードの変更 

 Web ページオーナーの FTP パスワードを変更するには、以下の操作を実行し
ます。 

1 ［ドメイン］> ドメイン名 >［設定］に進みます。  

2 新しいパスワードを指定して［OK］をクリックします。  

 
 

追加の FTPアカウントの使用 

自分の Web サイト上で他の誰かと、または他のユーザのサブドメインで作業している

場合、FTP アカウントを作成すると便利です。 

このセクションの内容: 

追加の FTP アカウントの作成 ........................................................................... 160 

追加の FTP アカウント設定の変更 .................................................................... 161 

追加の FTP アカウントの削除 ........................................................................... 161 
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追加の FTP アカウントの作成 

 追加の FTP アカウントを作成するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックして必

要なドメイン名をクリックします。  

2 ［FTPアカウント］をクリックします。  

3 ［追加のFTPアカウント］タブで［新しいFTPアカウントの追加］をクリッ

クします。   

4 適切なフィールドに［FTPアカウント名］を指定します。  

5  をクリックして必要なディレクトリを選択し、［ホームディレクトリ］

を指定します。 その変わりに入力フィールドにパスを指定することも

できます。  

6 ［新しいパスワード］ボックスおよび［パスワードの確認］ボックスで新

しいパスワードの入力と確認を行います。  

7 デフォルトでは［ハードディスククォータ］は［無制限］に設定されてい

ます。 必要なパラメータを設定するには、［無制限］チェックボック

スの選択を外して［ハードディスククォータ］ボックスにディスク容量

をメガバイトで入力します。  

8 必要に応じて［読み込みパーミッション］チェックボックスを選択しま

す。 FTPアカウントユーザはホームディレクトリのコンテンツを表示

してそこからファイルをダウンロードすることができるようになりま

す。    

9 必要に応じて［書き込みパーミッション］チェックボックスを選択しま

す。 FTPアカウントユーザはホームディレクトリのディレクトリの作

成、表示、名前変更、削除ができるようになります。  

何も権限を供与しなければ、FTP アカウントへの接続は作成されるもののホームデ

ィレクトリはユーザに表示されません。  

10 ［OK］をクリックします。  新規FTPアカウントが追加されます。   
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追加の FTP アカウント設定の変更 

 追加の FTP アカウントのプロパティを変更するには、以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。   

2 ドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［FTPアカウント］をクリックします。    

4 ［追加のFTPアカウント］タブで一覧からFTPアカウント名をクリックし

ます。  

5 必要に応じて変更を指定し［OK］をクリックします。   
 

追加の FTP アカウントの削除 

 追加の FTP アカウントを削除するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 ドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［FTPアカウント］をクリックします。  

4 ［追加FTPアカウント］タブで削除するFTPアカウント名に該当するチェ

ックボックスを選択し、  ［選択対象を削除］をクリックします。  

5 削除を確認して［OK］をクリックします。  FTPアカウントが削除され

ます。  
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Plesk ファイルマネージャ経由でのファイルのアップロ

ード 

1 Pleskコントロールパネルにログインします。  

2 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

3 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

4 ［ホスティング］グループの［ファイルマネージャ］をクリックします。 

5 ファイルとディレクトリを作成し、アップロードします。   

HTTP プロトコル経由でアクセスするファイルとディレクトリを httpdocsディレ

クトリに配置し、SSL プロトコル経由でセキュアに転送するべきファイルおよびデ

ィレクトリを httpsdocs ディレクトリに配置します。 CGI スクリプトを

cgi-bin ディレクトリに配置します。  

 現ロケーションに新規ディレクトリを作成するには、［ツール］グループの［新

しいディレクトリの追加］をクリックし、ディレクトリ名を指定して［OK］を

クリックします。 

 必要なディレクトリに新しいファイルを作成するには、 ［ツール］グループの

［新しいファイルの追加］を追加して、［ファイル作成］セクションでファイル

名を指定します。さらに、ファイルマネージャで新しいファイルに HTML タグ

を挿入できるようにするには、［HTML テンプレートを使用します］チェックボ

ックスを選択して［OK］をクリックします。 新しいページが開くので、ここで

新しいファイルのコンテンツ、つまり HTML 形式にフォーマットされたソース

を入力します。 完了したら、［OK］をクリックします。 

 ローカルマシンからファイルをアップロードするには［ツール］グループの［新

しいファイルの追加］をクリックし、［ファイルソース］ボックスでそのファイ

ルの保存場所へのパスを指定（または［参照］ファイルの場所を検索）して［OK］

をクリックします。  

 既存のファイルを表示または編集するには、その名前をクリックします。 HTML

ファイルを編集するときはデフォルトで Plesk は内部 WYSIWYG エディタを開

きます。 HTML ファイルのソースコードを編集するには［Html］をクリックし

ます。 WYSIWYG モードに戻るには［デザイン］をクリックします。 

Web コンテンツをファイルマネージャまたは FTP 経由でアップロードすると、コント

ロールパネルはファイルやディレクトリへの適切なアクセス権限を自動的に設定しま

す。 ファイルおよびディレクトリの権限を変更するには をクリックします。 権限の

システムについての詳細は「ファイルおよびフォルダのアクセス権限の設定」 (242 ペ

ージ)のセクションを参照してください。 

ブラウザで Web ページをプレビューするには  をクリックします。 

ディレクトリまたはファイルの名前を変更するには  をクリックします。 ここで新

しい名前を入力して［OK］をクリックします。 
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ディレクトリやファイルを新しい位置にコピーまたは移動するには、チェックボックス

を使って適切なディレクトリやファイルを選択して ［コピー/移動］をクリックしま

す。 ディレクトリやファイルがコピーされる先またはその名前を指定し、コピーをす

る場合は［コピー］を、移動する場合は［移動］をクリックします。 

ディレクトリまたはファイルの作成日を更新するには、 ［タイムスタンプの変更］を

クリックします。 タイムスタンプが現在のローカルタイムで更新されます。 

選択したファイルのサイズを計算するには、そのファイルに該当するチェックボックス

を選択して ［サイズ］をクリックします。 

ファイルまたはディレクトリを削除するには、該当するチェックボックスを選択して 

［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリックします。 

Microsoft FrontPage を使用して公開 

Microsoft FrontPage は、2 つの Web サイト（ディスクベースの Web サイトおよびサー

バーベースの Web サイト）に対応しています。 ディスクベースのサイトとは、ローカ

ルハードディスク上で作成した後にWebサーバに公開するFrontPage Webサイトのこ

とです。 サーバーベースのサイトとは、Web サーバ上で直接作成および作業する Web

サイトで、別途の公開手続きが必要ありません。 ここでは、ディスクベースの Web サ

イトの公開方法についてのみ説明します。 

ディスクベースの Web サイトは、FTP または HTTP を通じて公開できます。 サーバが

FrontPage Server Extensions を実行していれば、サイトを HTTP の場所に公開するこ

とになります 例えば、http://your-domain.com/MyWebSiteです。 サーバが FTP をサポ

ートしていれば、FTP の場所に公開することになります 例えば、

ftp://ftp.your-domain.com/myFolderです。 

公開後、FrontPage Server Extensions によりサイトを管理できます。  

 FrontPage Server Extensions 管理インターフェースにアクセスするには、以下
の操作を実行します。 

1 Pleskにログインします。  

2 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

3 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

4 ［ホスティング］グループの［FrontPage管理］をクリックします。  

5 ドメインの［Microsoft FrontPage対応］設定に従って、［新しいFrontPageサ

ブアカウントの追加］の隣に以下のアイコンの1つが表示されます。  

 ［FrontPage WebAdmin］をクリックして、SSLが保護しないサイトを管理します。 

 ［FrontPage-SSL WebAdmin］をクリックして、SSL が有効なサイトを管理します。 

6 FrontPage管理者のログイン名とパスワードを入力し、［OK］をクリッ

クします。   

http://your-domain.com/MyWebSite
ftp://ftp.your-domain.com/myFolder
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FrontPage server extensions の使用方法については、オンラインヘルプ（［FrontPage 

WebAdmin］>［ヘルプ］）または Microsoft の Web サイトをご参照ください。  

このセクションの内容: 

Microsoft FrontPage を使用して FTP 経由で公開 .............................................. 164 

Microsoft FrontPage を使用して HTTP 経由で公開 ........................................... 165 

追加の Microsoft FrontPage アカウントの使用.................................................. 166 

Microsoft FrontPage 設定の変更 ........................................................................ 168 
 
 

Microsoft FrontPage を使用して FTP経由で公開 

 FTP 経由でファイルを公開するには、以下の操作を実行します。 

1 FrontPageプログラムを開きます。  

2 FrontPageのWebサイトを開きます。 ［ファイル］メニューを開いて［サ

イトを開く］の項目を選択します。  

3 ［リモートWebサイト］ビューに行きます。 ［Webサイト］タブをクリッ

クした後、ウィンドウの下部にある［リモートWebサイト］ボタンをクリ

ックします。  

4 ［リモートWebサイトのプロパティ］を設定します。  

 ウィンドウの右上隅にある［リモート Web サイトのプロパティ］ボタンをクリ

ックします。 

 リモート Web サーバとして［FTP］を選択します。 

 ［リモート Web サイトロケーション］ボックスに、ホスト名（例：

ftp://ftp.your-domain.com）を入力します。 

 ［FTPディレクトリ］ボックスで、ホスティング会社から提供されたものがあれ

ば FTP ディレクトリに入力します。 特定できるものがない場合は、空欄のまま

にしておいて下さい。 

 コンピュータまたはネットワークがファイアウォールによって保護されている

ときは、［パッシブ FTPの使用］ チェックボックスを選択して下さい。  

5 ［OK］をクリックして、リモートサイトに接続します。   

［リモート Web サイト］ビューには、ローカルおよびリモートサイトにあるファイ

ルが表示されます。 

6 ウィンドウの右下隅にある［Webサイトの公開］ボタンをクリックしま

す。  

 
 

ftp://ftp.your-domain.com???????/
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Microsoft FrontPage を使用して HTTP経由で公開 

 FrontPage Server Extensionsをサポートするサーバ上にHTTP経由でファイルを
公開するには、以下の操作を実行します。 

1 FrontPageプログラムを開きます。  

2 FrontPageのWebサイトを開きます。 ［ファイル］メニューを開いて［サ

イトを開く］の項目を選択します。  

3 ［リモートWebサイト］ビューに行きます。 ［Webサイト］タブをクリッ

クした後、ウィンドウの下部にある［リモートWebサイト］ボタンをクリ

ックします。  

4 ウィンドウの右上隅にある［リモートWebサイトのプロパティ］ボタンを

クリックします。  

5 ［リモートWebサーバタイプ］にある［リモートWebサイト］タブで、

［FrontPageまたはSharePoint Services］をクリックします。  

6 ［リモートWebサイトロケーション］ボックスで、フォルダやファイルを

公開したいリモートWebサイトのインターネットアドレスをプロトコ

ルを含めて（  例えば、http://www.your-domain.com ）入力するか、［

参照］をクリックしてサイトの位置を決めます。  

7 以下のいずれかを実行します。   

 重要な情報を妨害から守る安全な通信チャンネルを確立するため、Secure 

Sockets Layer (SSL)を使用するには、［暗号化接続の要求(SSL)］をクリックし

ます。 Web サーバ上で SSL 接続を行うには、公認認証局から機密保護証明を

受けてサーバを設定しなければなりません。 サーバが SSL をサポートしていな

いときは、このチェックボックスのチェックを外します。 そうしないと、フォ

ルダやファイルをリモート Web サイトに公開できません。 

 Web ページを公開する際に特定のタイプのコードを削除するには、［HTML の最

適化］タブ上で希望のオプションを選択します。 

 公開のためのデフォルト選択を変更するには、［公開］タブ上で希望のオプショ

ンを選択します。 

8 ［OK］をクリックして、リモートサイトに接続します。   

［リモート Web サイト］ビューには、ローカルおよびリモートサイトにあるファイ

ルが表示されます。 

9 ウィンドウの右下隅にある［Webサイトの公開］ボタンをクリックしま

す。  

 
 

http://www.your-domain.com/
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追加の Microsoft FrontPage アカウントの使用 

自分の Web サイト上で他の誰かと、または他のユーザのサブドメインで作業している

場合、Microsoft FrontPage アカウントを作成すると便利です。 

このセクションの内容: 

追加の Microsoft FrontPage アカウントの作成.................................................. 166 

追加の Microsoft FrontPage アカウント設定の変更 .......................................... 167 

追加の Microsoft FrontPage アカウントの削除.................................................. 167 
 
 

追加の Microsoft FrontPage アカウントの作成 

 ドメインに追加の Microsoft FrontPage アカウントを作成するには以下を実行
してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［FrontPage管理］をクリックします。  

4 ［新しいFrontPageアカウントの追加］をクリックします。  

5 このアカウントのログイン名およびパスワードを指定します。  

6 このアカウントが使用できるディスク容量を制限するには［無制限］チ

ェックボックスの選択を外して［ハードディスククォータ］ボックスに

値をメガバイトで入力します。  

指定した制限値を超えるとアカウントオーナーは Web スペースにファイルを追加

できなくなります。 

7 ［OK］をクリックして追加のMicrosoft FrontPageアカウントの作成を

終了します。  
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追加の Microsoft FrontPage アカウント設定の変更 

 追加の Microsoft FrontPage アカウント設定を変更するには以下を実行してく
ださい。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［FrontPage管理］をクリックします。  

4 一覧から必要なアカウントをクリックします。  

5 必要に応じて設定を調整し［OK］をクリックして変更を保存します。  

 
 

追加の Microsoft FrontPage アカウントの削除 

 追加の Microsoft FrontPage アカウントを削除するには以下を実行してくださ
い。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［FrontPage管理］をクリックします。  

4 削除したいアカウントに該当するチェックボックスを選択します。  

5 ［選択対象を削除］をクリックします。  

6 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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Microsoft FrontPage 設定の変更 

Microsoft FrontPage 独自の IIS インデックスサーバを使用して Web サイトのフルテキ

ストインデックスを構築したい場合です。 

 Microsoft FrontPage 独自の IIS インデックスサーバを使用するには以下を実行
してください。 

1 ［ドメイン］> ドメイン名 >［FrontPage管理］>［プリファレンス］に進み

ます。  

2 ［IISインデックスサーバを使用する］チェックボックスを選択して［OK］

をクリックします。  

 

サイトに情報をメールで送信する FrontPage フォームを使用する場合は、以下のプリフ

ァレンスを指定すると便利です。 

 メールの送信用 SMTP メールサーバ。デフォルトではドメインの DNS ゾーンに指定

された SMTP サーバをメールの送信に使用します。 ゾーンに SMTP サーバが指定

されていなければ、FrontPage はドメイン（サイト）がホスティングされているサ

ーバ上で稼働しているメールサービスを使用します。 

 送信者のメールアドレス。デフォルトではドメインオーナーのメールアドレスを使

用します。 ドメインオーナーのメールアドレスがドメインオーナーのプロファイル

に指定されていない場合は、FrontPage はドメインが属するクライアントのメール

アドレスを使用します。 クライアントのメールアドレスがクライアントのプロファ

イルに指定されていない場合は、サーバ管理者のメールアドレスを使用します。 

 選択設定を変更するには以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］> ドメイン名 >［FrontPage管理］>［プリファレンス］に進み

ます。  

2 ［メール設定］で使用するSMTPサーバおよびメールアドレスを指定し、

［OK］をクリックします。    
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Sitebuilder を使用してサイトを公開 

 Sitebuilder で Web サイトを公開するには以下を実行してください。 

1 コントロールパネルにログインします。  

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［設定］をクリックして［Sitebuilderにてサイトを公開する］チェックボッ

クスが選択されているかどうかを確認します。 ［OK］をクリックして、

ドメインページに戻ります。  

4 ［Sitebuilderウィザード］をクリックします。  

5 Sitebuilderがロードされたら、Sitebuilderの説明書の指示に従ってWeb

サイトを公開します。  Sitebuilderの説明書は

http://www.swsoft.com/jp/products/Sitebuilder/win/docs/  でご参照いた

だけます。  

 

ドメインから Sitebuilder ウィザードにアクセスするには、ドメインリストから該当す

る ボタンをクリックする方法もあります。 

サイトのプレビュー 

サーバ上にサイトを公開したら、実際のホスティング環境で正しく機能しているか確認

したいと思うかも知れません。 たとえドメイン名に関する情報がドメインネームシス

テムに広がっていなくても、お好みの Web ブラウザを通じてプレビューできます。 た

だし、プレビューにおいては Adobe Flash と CGI スクリプトは動作しません。 また、

他のファイルへの絶対パス（<a href="http://domain.tld/image.gif"> など）を含む Web

サイトや Web ページにおいては、サイトプレビューは動作しません。 

 

 サイトをプレビューするには、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［サイトプレビュー］をクリックします。  

 
 

http://www.swsoft.com/jp/products/Sitebuilder/win/docs/
http://domain.tld/image.gif
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ASP.NETの設定 

ASP.NET は柔軟なツールセットであり、ASP.NET フレームワークに基づいた多数のア

プリケーションの採用が可能になる Web 開発テクノロジーです。 Plesk はその .NET

フレームワークのバージョン 1.1.x および 2.0.x の両方をサポートしており、その構成

のほとんどを設定することができます。 

このセクションの内容: 

ドメインの ASP.NET 設定 ................................................................................ 171 

仮想ディレクトリの ASP.NET 設定 .................................................................. 174 

デフォルト ASP.NET 設定の復元 ...................................................................... 176 

ドメインの .NET フレームワークのバージョン変更 ......................................... 177 

仮想ディレクトリの .NET フレームワークのバージョン変更 ........................... 177 
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ドメインの ASP.NET 設定 

ASP.NET アプリケーションに望みどおりの機能を持たせるために ASP.NET の設定を

カスタマイズする必要がある場合、そのほとんどは Plesk 経由で編集することが可能で

す。 

 ドメインの ASP.NET を設定するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［ASP.NET］をクリックします。  

4 データベースを使用するASP.NETアプリケーションのデータベース接

続データを決定するストリングをセットアップします。 このオプショ

ンはASP.NET 2.0.xでのみ有効です。  

初めてASP.NETの構成ページを開くと共通構成を持つ接続パラメータのサンプ

ルが表示されます。 サンプルは削除して自分のストリングを指定することがで

きます。 

 ストリングを追加するには、［名前］および［接続パラメータ］入力フィールド

に必要なデータを入力してその隣の  をクリックします。 

 ストリングを削除するには、その隣の  をクリックします。 

5 ［カスタムエラー設定］フィールドで、ASP.NETアプリケーションが返

すカスタムエラーメッセージをセットアップします。  

 カスタムエラーメッセージモードを設定するには［カスタムエラーモード］メニ

ューから適切なオプションを選択します。 

 ［オン］- カスタムエラーメッセージは有効です。 

 ［オフ］- カスタムエラーメッセージは無効であるエラーの詳細が表示され

ます。 

 ［リモートのみ］- カスタムエラーメッセージはリモートクライアントにの

み表示され、ASP.NET エラーはローカルホストに表示されます。 

 新規カスタムエラーメッセージ（［オフ］モードが選択されていない限り適用さ

れます）を追加するには［ステータスコード］および［転送 URL］フィールドに

値を入力して  をクリックします。 

 ［ステータスコード］は HTTP ステータスコードを定義し、エラーページへ

転送します。 

 ［転送 URL］はクライアントのエラーについて情報を提供するエラーページ

の Web アドレスを定義します。 

競合を避けるため、既存のエラーコードで新規カスタムエラーメッセージを追加

することはできませんが、既存のコードで URL を再定義することはできます。 

 リストからカスタムエラーメッセージを削除するには、その隣の  をクリック

します。 
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6 ［編集およびデバッグ］フィールドで編集の構成を設定します。  

 プログラミング言語を動的編集ファイルのデフォルトに使用するには、［ページ

デフォルト言語］一覧からエントリを選択します。 

 リテールバイナリのコンパイルを有効にするには、［デバッグの有効化］チェッ

クボックスを外したままにします。 

 デバッグバイナリのコンパイルを有効にするには、［デバッグの有効化］チェッ

クボックスを選択します。 この場合、ソースコードにエラーがあるとそれが診

断ページメッセージに表示されます。 

注：アプリケーションをデバッグモードで実行すると、メモリやパフォーマンスの

オーバーヘッドが発生します。 デバッグはアプリケーションのテストに使用し、そ

のアプリケーションの実動段階ではデバッグは無効にすることをお勧め致します。 

7 ［グローバル設定］セクションで以下を実行してASP.NETアプリケーシ

ョンのエンコード構成を設定します。  

 すべてのリクエストに対して適応されるエンコードを設定するには、エンコード

値を［リクエストのエンコード］フィールドに入力します（デフォルトは utf-8

です）。 

 すべての返答に対して適応されるエンコードを設定するには、エンコード値を

［返答のエンコード］フィールドに入力します（デフォルトは utf-8 です）。 

 デフォルトで .aspx や .asmx や .asax ファイルの解析に使用されるエンコ

ードを設定するには、エンコード値を［ファイルのエンコード］フィールドに入

力します（デフォルトは Windows-1252 です）。 

 着信する Web リクエストに対してデフォルトで使用される国別環境を設定する

には、［国別環境］リストから適切な項目を選択します。 

 地域依存のリソース検索においてデフォルトで使用される国別環境を設定する

には、［UI 国別環境］リストから適切な項目を選択します。 

8 ASP.NETアプリケーションのCAS （コードアクセスセキュリティ）信

用レベルを［コードアクセスセキュリティ］フィールドで設定します。  

CAS 信用レベルはアプリケーション実行が割り当てられるセキュリティゾーンで

あり、アプリケーションがアクセスするサーバリソースを定義します。 

重要：アセンブリが低すぎる信用レベルを割り当てた場合は正しく機能しません。 

許可レベルの詳細については  

http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c

09618429_010をご参照ください。 

9 ［スクリプトライブラリ設定］フィールドで補助スクリプトの使用を有

効にします。 Webサイトで検証Webコントロールが使用されている場

合はスクリプトライブラリ設定を必要と指定します。 このオプション

はASP.NET 1.1.xでのみ有効です。  

http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010
http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010
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 補助スクリプト（具体的には、入力データ検証用オブジェクトを実行するスクリ

プト）を使用する必要がある場合は、.NET フレームワークスクリプトライブラ

リの設定を提供してください。 それには、ドメインのルートディレクトリで始

まるパスをスラッシュの後に［Microsoft スクリプトライブラリへのパス］フィー

ルドに入力するか、［Microsoft スクリプトライブラリへのパス］フィールドの隣

のフォルダアイコンをクリックして必要なロケーションを検索します。 

 スクリプトを含むファイルを特定のロケーションへ自動インストールするには、

［インストール］チェックボックスを選択します。 ファイルが既にそこにある

場合は上書きされます。 

10 クライアントセッションパラメータを［セッション設定］フィールドで

設定します。  

 アプリケーションのデフォルト認証モードをセットアップするには、［認証モー

ド］一覧から適切な項目を選択します。 IIS 認証のフォームを使用している場合

は［Windows］認証モードを選択してください。 

 セッションが停止せずにアイドル状態でいられる時間をセットアップするには、

適切な分数を［セッションタイムアウト］フィールドに入力します。 

11 ［OK］をクリックすると、変更した内容がすべて適用されます。   

注：Plesk は .NET フレームワークの異なるバージョン（1.1.x および 2.0.x）の設定を

別々にサポートしています。 
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仮想ディレクトリの ASP.NET 設定 

ASP.NET ベースの Web アプリケーションのパフォーマンスを向上させるため、Plesk

では仮想ディレクトリごとに .NET フレームワークの個別の設定を使用することがで

きます。 

 仮想ディレクトリの ASP.NET を設定するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 必要なディレクトリを参照して入力します。   

5 ［ASP.NET］をクリックします。  

6 データベースを使用するASP.NETアプリケーションのデータベース接

続データを決定するストリングをセットアップします。 このオプショ

ンはASP.NET 2.0.xでのみ有効です。  

初めてASP.NETの構成ページを開くと共通構成を持つ接続パラメータのサンプ

ルが表示されます。 サンプルは削除して自分のストリングを指定することがで

きます。 

 ストリングを追加するには、［名前］および［接続パラメータ］入力フィールド

に必要なデータを入力してその隣の  をクリックします。 

 ストリングを削除するには、その隣の  をクリックします。 

7 ［カスタムエラー設定］フィールドで、ASP.NETアプリケーションが返

すカスタムエラーメッセージをセットアップします。  

 カスタムエラーメッセージモードを設定するには［カスタムエラーモード］メニ

ューから適切なオプションを選択します。 

 ［オン］- カスタムエラーメッセージは有効です。 

 ［オフ］- カスタムエラーメッセージは無効であるエラーの詳細が表示され

ます。 

 ［リモートのみ］- カスタムエラーメッセージはリモートクライアントにの

み表示され、ASP.NET エラーはローカルホストに表示されます。 

 新規カスタムエラーメッセージ（［オフ］モードが選択されていない限り適用さ

れます）を追加するには［ステータスコード］および［転送 URL］フィールドに

値を入力して  をクリックします。 

 ［ステータスコード］は HTTP ステータスコードを定義し、エラーページへ

転送します。 

 ［転送 URL］はクライアントのエラーについて情報を提供するエラーページ

の Web アドレスを定義します。 

競合を避けるため、既存のエラーコードで新規カスタムエラーメッセージを追加

することはできませんが、既存のコードで URL を再定義することはできます。 
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 リストからカスタムエラーメッセージを削除するには、その隣の  をクリック

します。 

8 ［編集およびデバッグ］フィールドで編集の構成を設定します。  

 プログラミング言語を動的編集ファイルのデフォルトに使用するには、［ページ

デフォルト言語］一覧からエントリを選択します。 

 リテールバイナリのコンパイルを有効にするには、［デバッグの有効化］チェッ

クボックスを外したままにします。 

 デバッグバイナリのコンパイルを有効にするには、［デバッグの有効化］チェッ

クボックスを選択します。 この場合、ソースコードにエラーがあるとそれが診

断ページメッセージに表示されます。 

注：アプリケーションをデバッグモードで実行すると、メモリやパフォーマンスの

オーバーヘッドが発生します。 デバッグはアプリケーションのテストに使用し、そ

のアプリケーションの実動段階ではデバッグは無効にすることをお勧め致します。 

9 ［グローバル設定］セクションで以下を実行してASP.NETアプリケーシ

ョンのエンコード構成を設定します。  

 すべてのリクエストに対して適応されるエンコードを設定するには、エンコード

値を［リクエストのエンコード］フィールドに入力します（デフォルトは utf-8

です）。 

 すべての返答に対して適応されるエンコードを設定するには、エンコード値を

［返答のエンコード］フィールドに入力します（デフォルトは utf-8 です）。 

 デフォルトで .aspx や .asmx や .asax ファイルの解析に使用されるエンコ

ードを設定するには、エンコード値を［ファイルのエンコード］フィールドに入

力します（デフォルトは Windows-1252 です）。 

 着信する Web リクエストに対してデフォルトで使用される国別環境を設定する

には、［国別環境］リストから適切な項目を選択します。 

 地域依存のリソース検索においてデフォルトで使用される国別環境を設定する

には、［UI 国別環境］リストから適切な項目を選択します。 

10 ASP.NETアプリケーションのCAS （コードアクセスセキュリティ）信

用レベルを［コードアクセスセキュリティ］フィールドで設定します。  

CAS 信用レベルはアプリケーション実行が割り当てられるセキュリティゾーンで

あり、アプリケーションがアクセスするサーバリソースを定義します。 

重要：アセンブリが低すぎる信用レベルを割り当てた場合は正しく機能しません。 

許可レベルの詳細については  

http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c

09618429_010をご参照ください。 

11 ［スクリプトライブラリ設定］フィールドで補助スクリプトの使用を有

効にします。 Webサイトで検証Webコントロールが使用されている場

合はスクリプトライブラリ設定を必要と指定します。 このオプション

はASP.NET 1.1.xでのみ有効です。  

http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010
http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010
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 補助スクリプト（具体的には、入力データ検証用オブジェクトを実行するスクリ

プト）を使用する必要がある場合は、.NET フレームワークスクリプトライブラ

リの設定を提供してください。 それには、ドメインのルートディレクトリで始

まるパスをスラッシュの後に［Microsoft スクリプトライブラリへのパス］フィー

ルドに入力するか、［Microsoft スクリプトライブラリへのパス］フィールドの隣

のフォルダアイコンをクリックして必要なロケーションを検索します。 

 スクリプトを含むファイルを特定のロケーションへ自動インストールするには、

［インストール］チェックボックスを選択します。 ファイルが既にそこにある

場合は上書きされます。 

12 クライアントセッションパラメータを［セッション設定］フィールドで

設定します。  

 アプリケーションのデフォルト認証モードをセットアップするには、［認証モー

ド］一覧から適切な項目を選択します。 IIS 認証のフォームを使用している場合

は［Windows］認証モードを選択してください。 

 セッションが停止せずにアイドル状態でいられる時間をセットアップするには、

適切な分数を［セッションタイムアウト］フィールドに入力します。 

13 ［OK］をクリックすると、変更した内容がすべて適用されます。   

注：Plesk は .NET フレームワークの異なるバージョン（1.1.x および 2.0.x）の設定を

別々にサポートしています。 
 

デフォルト ASP.NET 設定の復元 

 デフォルト ASP.NET 設定を復元するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［ASP.NET］をクリックします。  

4 ［リセット］をクリックします。  

5 復元を確認して［OK］をクリックします。  
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ドメインの .NET フレームワークのバージョン変更 

Pleskは .NETフレームワークのバージョン 1.1.xおよび 2.0.xの両方をサポートしてい

るため、ドメインベースごとにドメインが使用するバージョンを選択することが可能で

す。 

 ドメインの .NET フレームワークのバージョンを変更するには以下を実行し
てください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［ASP.NET］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［バージョンの変更］をクリックします。  このボ

タンがない場合は、.NETフレームワークの有効なバージョンは1つだけ

です。 ［フレームワークバージョン］フィールドにバージョン番号が表

示されます。  

5 必要なバージョン番号を選択し［OK］をクリックします。  

6 ［OK］をクリックして変更を保存します。  

その変わりに、ホームページで必要なドメイン名をクリックして［設定］をクリックし、

［Microsoft ASP.NET サポート］ドロップダウンメニューで .NET フレームワークバージ

ョンを選択します。 

仮想ディレクトリの .NET フレームワークのバージョン

変更 

1 つのドメイン名で異なるバージョンの .NET フレームワークを使用する ASP.NET ア

プリケーションを実行するため、Plesk ではアプリケーションが配置されている仮想 

(Web) ディレクトリごとにフレームワークバージョンを設定することが可能です。  

 仮想 (Web) ディレクトリの .NET フレームワークのバージョンを選択するに
は以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 Webディレクトリを入力して［ツール］グループの［ASP.NET］をクリッ

クします。  

5 .NETフレームワークバージョンを選択し、必要に応じて他の設定を変

更します。  

6 ［OK］をクリックします。  
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ドメインの PHPバージョンの設定 

 ドメインの PHP バージョンを設定するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［PHP設定］をクリックします。  

4 PHPのバージョンを選択し［OK］をクリックします。  
 

データベースの配置 

Web サーバにデータ処理アプリケーションが組み込まれていたり、Web ページを動的

に生成するようデザインされている場合には、クライアントはデータを格納し検索する

ためのデータベースが必要になることでしょう。 その場合、サイト用に新しいデータ

ベースを作成するか、または以前に MySQL や Microsoft SQL データベースにバックア

ップしたデータを取り込むことが可能です。 

このセクションの内容: 

データベースの作成およびインポート .............................................................. 179 

データベースユーザアカウントの作成 .............................................................. 180 

データベースユーザパスワードの変更 .............................................................. 180 

データベースユーザアカウントの削除 .............................................................. 181 

データベースの削除 .......................................................................................... 181 
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データベースの作成およびインポート 

 ホスティングアカウントに新しいデータベースを作成するには、以下を実行
してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［データベース］に進み、［新しいデータベ

ースの追加］をクリックします。  

2 データベースの名前を入力します。   

名前は、欧文アルファベットで始まり英数字とアンダースコアだけ使用したものに

することをお奨めします（64 文字まで）。  

3 使用するデータベースタイプを選択します。 ［MySQL］または［Microsoft 

SQLサーバ］です。 ［OK］をクリックします。  

4 データベース管理者の信用情報を設定するには、［新しいデータベース

ユーザの追加］をクリックします。  

5 データベースのコンテンツにアクセスするために使用するユーザ名と

パスワードを入力します。  

6 ［OK］をクリックします。    

 

 既存のデータベースを取り込むには、以下の操作を実行します。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［データベース］に進み、［新しいデータベ

ースの追加］をクリックします。  

2 データベースの名前を入力します。 名前は、欧文アルファベットで始

まり英数字とアンダースコアだけ使用したものにすることをお奨めし

ます（64文字まで）。   

3 使用するデータベースタイプを選択します。 ［MySQL］または［Microsoft 

SQLサーバ］です。 ［OK］をクリックします。  

4 データベース管理者の信用情報を設定するには、［新しいデータベース

ユーザの追加］をクリックします。  

5 データベースのコンテンツにアクセスするために使用するユーザ名と

パスワードを入力します。  ［OK］をクリックします。  

6 ［ツール］グループの［Web管理］をクリックします。 phpMyAdmin（ま

たはASPEnterpriseManager）データベース管理ツールのインターフェ

ースが別のブラウザウィンドウに開きます。  

MySQL データベースがある場合は、以下を実行してください。 

1. 左フレームの［クエリウィンドウ］をクリックして、［ファイル

のインポート］タブをクリックします。   

2. データが含まれているテキストファイルを選択し、［Go!］をク

リックします。  
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3. ［テキストファイルよりデータを挿入する］リンクをクリックしま

す。  

MS SQL データベースがある場合は、以下を実行してください。 

1. 左フレームでデータベース名をクリックします。  

2. ［クエリ］（虫メガネのボタン）をクリックします。  

3. テキストエリアにスクリプトのテキストをコピーして［クエリ

の実行］をクリックします。  

データベースおよびそのコンテンツを管理するには、MySQL、Microsoft SQL サーバや

Plesk コントロールパネルからアクセスできる Web ベースのデータベース管理ツール

（［ドメイン］> ドメイン名 >［データベース］>［データベース名］>［WebAdmin］

を使用してください。 

データベースユーザアカウントの作成 

Web サイトの管理を他の人たちと協力して行い、皆がデータベースにアクセスできる

ようにするには、別々のユーザアカウントを作成する必要があります。 

 データベースユーザアカウントを作成するには、以下を実行します。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［データベース］>［データベース名］に進み、

［新しいデータベースユーザを追加］をクリックします。  

2 データベースのコンテンツにアクセスするために使用するユーザ名と

パスワードを入力します。  ［OK］をクリックします。  

 
 

データベースユーザパスワードの変更 

 データベースユーザのパスワードを変更するには、以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［データベース］>［データベース名］>［デ
ータベースユーザ名］に進みます。  

2 新しいパスワードを入力し［OK］をクリックします。  
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データベースユーザアカウントの削除 

 データベースユーザアカウントを削除するには、以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［データベース］をクリックします。  

4 データベース名をクリックします。 データベースユーザのリストが開

きます。  

5 削除するユーザアカウントに対応するチェックボックスを選択します。 

6 ［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリ

ックします。   

 
 

データベースの削除 

 データベースとそのコンテンツを削除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［データベース］をクリックします。  

4 削除するデータベースに対応するチェックボックスを選択します。   

チェックボックスが灰色に表示された場合、これはこのデータベースがサイトアプ

リケーションによって使用され、それぞれのアプリケーションを削除することによ

ってのみ削除できることを意味します。 

5 ［選択対象を削除］をクリックします。  

6 削除を確認して［OK］をクリックします。    
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外部データベースからデータにアクセス 

外部データベース管理システムからのデータにアクセスしたい場合は、ODBC （オー

プンデータベースコネクティビティ）ドライバを使用する必要があります。 例えば、

Microsoft Access ODBCドライバをインストールして外部Microsoft Accessデータベー

スへの接続を作成し、Web アプリケーションがこのデータベースにデータを格納する

ようにします。 

このセクションの内容: 

新規 ODBC ドライバのインストールによる外部データベースへの接続の作成 . 182 

既存の ODBC 接続設定の変更 ........................................................................... 183 

外部データベースへの接続の削除 ..................................................................... 183 
 
 

新規 ODBC ドライバのインストールによる外部データベ

ースへの接続の作成 

Web アプリケーションがデータの格納に外部データベースを使用できるようにするに

は、適切な ODBC ドライバをインストールして外部データベースへの接続を作成する

必要があります。 

 新規 ODBC ドライバをインストールして外部データベースへの接続を作成す
るには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［ODBCデータソース］をクリックします。  

4 ［新しいODBC DSNの追加］をクリックします。  

5 ODBC接続名およびその説明を該当するフィールドに指定します。  

6 ［ドライバ］フィールドに必要なドライバを指定します。  

7 ［OK］をクリックします。  

8 ドライバ設定画面で適切なオプションを選択します。 通常、データベ

ースへのパスと、ユーザ認証と、選択したドライバによって他の接続

オプションを指定します。  

9 ［テスト］をクリックしてその設定で接続できるかどうかを確認します。 

［終了］をクリックして作成を完了します。  
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既存の ODBC 接続設定の変更 

 既存の ODBC 接続設定を変更するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［ODBCデータソース］をクリックします。  

4 一覧から必要な接続名をクリックします。  

5 必要に応じて設定を変更します。  

6 ［テスト］をクリックして新規設定で接続できるかどうかを確認します。 

［終了］をクリックして変更を保存します。  

 
 

外部データベースへの接続の削除 

 不要な ODBC 接続を削除するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［ODBCデータソース］をクリックします。  

4 削除したい接続に該当するチェックボックスを選択します。  

5 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をクリック

します。  

 
 

Adobe ColdFusionのデータソース名の設定 

Adobe ColdFusion をご利用の場合は、ColdFusion のデータソース名 (DSN) を Plesk

で設定できます。 データソース名によって ColdFusion Web アプリケーションは、ア

プリケーションデータを処理して保存するためのローカルおよびリモートデータベー

スを使用できます。 

このセクションの内容: 

新規データソース名の作成 ............................................................................... 184 

データソース名の設定の変更 ............................................................................ 184 

データソース名の削除 ...................................................................................... 184 
 
 



 

184 顧客へのサービス 

 

新規データソース名の作成 

 ドメインの Adobe ColdFusion の新規データソース名を作成するには以下を実
行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［ColdFusion DSN］に進んで［新しいColdFusion 

DSNの追加］をクリックします。  

2 データソース名を指定し、［ドライバ］メニューからこのデータソース

に必要なドライバを選択します。  ［次へ>>］をクリックします。  

3 ドライバ設定画面で適切なオプションを選択します。 通常、データベ

ースへのパスと、ユーザ認証と、選択したドライバによって他の接続

オプションを指定します。  ドライバの設定オプションの詳細はAdobe 

ColdFusion文書をご参照ください。  

4 ［OK］をクリックして終了します。  
 

データソース名の設定の変更 

 ドメインの Adobe ColdFusion のデータソース名の設定を変更するには以下を
実行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［ColdFusion DSN］に進み、一覧から変更し

たいデータソース名をクリックします。  

2 データソース名を指定し、ドライバメニューからこのデータソースに

必要なドライバを選択します。  ［次へ>>］をクリックします。  

3 ドライバ設定画面で適切なオプションを選択します。 通常、データベ

ースへのパスと、ユーザ認証と、選択したドライバによって他の接続

オプションを指定します。  ドライバの設定オプションの詳細はAdobe 

ColdFusion文書をご参照ください。  

4 ［OK］をクリックします。  

 
 

データソース名の削除 

 不要な ColdFusion DSN 接続を削除するには以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［ColdFusion DSN］に進みます。  

2 削除したいDNS接続に対応するチェックボックスを選びます。  

3 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をクリック

します。  
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アプリケーションのインストール 

Web サイトをゲストブック、フォーラム、カウンター、フォトギャラリー、E コマー

スソリューションなどの価値ある機能を持ったものとするために、Plesk Web アプリケ

ーションライブラリ（［ドメイン］>  ドメイン名 >［Web アプリケーション］）から

各アプリケーションをインストールできます。 

 サイトにアプリケーションをインストールするには、以下の操作を実行しま
す。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］に進み、［新しい

アプリケーションのインストール］をクリックします。  インストールで

きるサイトアプリケーションのリストが表示されます。  

2 一覧から必要なWebアプリケーションを選択し、［ターゲットドメイン］

メニューからこのアプリケーションをインストールしたいドメインを

選択します。  

サイトアプリケーションのヘルプを表示するには  をクリックします。 このサイ

トアプリケーションに関する一般情報などのヘルプページが別のブラウザウィンド

ウで開きます。 

3 ［インストール］をクリックします。 一部のアプリケーションはライ

センス契約を表示します。 ライセンス契約を熟読し、同意した場合は

［承認します］チェックボックスを選択して［次へ >>］をクリックしま

す。  

4 アプリケーションにハイパーリンクを作成し、コントロールパネルに

設置するかどうかを指定します。  

5 アプリケーションが要求するインストールのプリファレンスや他の情

報を指定します（必要な条件はアプリケーションによって異なります）。 

終了したら［インストール］をクリックします。  

アプリケーションがインストールされると、サイトの Web ページ（例えばホームペー

ジ）にこのアプリケーションへのリンクを挿入できます。 ここでリンクを挿入しない

と、このアプリケーションを利用するためにはいつも、長すぎて覚えられない URL を

入力しなければなりません。 

 アプリケーションの Web インターフェースにアクセスするには、以下のいず
れかを実行します。 

 ブラウザに URL を入力します。 例えば、以下のようになります。 

http://your-domain.com/forum/）。 

 ［ドメイン］> ドメイン名 >［Web アプリケーション］に進み、必要なアプリケー

ションに対応する  をクリックします。 

 アプリケーションをインストールするとき、Plesk コントロールパネルにハイパー

リンクボタンを追加するには、ドメイン管理画面（［ドメイン］> ドメイン名）ま

たはナビゲーションペインにある各ボタンをクリックします。 

http://your-domain.com/forum/
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 アプリケーションを再構成するには、アプリケーション管理者のパスワード
を変更するか、市販のアプリケーションのライセンスキーをインストールし
ます。  

1 ［ドメイン］> ドメイン名 >［Webアプリケーション］に進みます。  

2 アプリケーションに対応する   アイコンをクリックします。  

 

 アプリケーションを新しいバージョン（サーバ上にあれば）にアップグレー
ドするには、以下を実行してください。  

1 ［ドメイン］> ドメイン名 >［Webアプリケーション］に進みます。  

2 ［U］列で該当のショートカットをクリックします。  

 

 アプリケーションをアンインストールするには、以下を実行してください。  

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］に進み、必要のな

いアプリケーションに対応するチェックボックスを選択します。   

2 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をクリック

します。 アプリケーションは削除され、そのデータベースもサーバか

ら削除されます。  

 

誰かがドメインに入ろうとするとある Web アプリケーションが起動するように設定す

るにはデフォルトドメインアプリケーションを作成します。 

 アプリケーションをドメインのデフォルトに設定するには以下を実行して
ください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］に進みます。  

2 デフォルトに設定したいWebアプリケーションに対応するチェックボ

ックスを選択して  ［デフォルト］をクリックします。  確認のため［

OK］をクリックします。  

これで、ユーザがブラウザのアドレスフィールド内の URL （例：http://example.com）

に入るとデフォルトWeb アプリケーションが起動します。 

このセクションの内容: 

Java Web アプリケーションのインストール .................................................... 187 

ASP.NET Web アプリケーションのインストール ............................................. 188 
 
 

http://example.com??????????/
http://example.com??????????/
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Java Web アプリケーションのインストール 

Java Web アプリケーションパッケージを Web アーカイブ形式 (WAR) でインストー

ルできます。 これらの JavaアプリケーションはPleskには同梱されておりませんので、

別途入手する必要があります。 

 Java Webアプリケーションをインストールするには以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］>［Javaアプリケー

ション］タブに進み、［スイッチオン］をクリックします。  

すると、Web サーバと連動する Java コードに環境を提供する Tomcat サービスが

開始します。 

2 ［J新しいアプリケーションをインストール］をクリックします。  

3 インストールしたいアプリケーションパッケージへのパスを指定する

か（コンピュータのハードドライブに保存しているWAR形式のアプリ

ケーションパッケージでも構いません）、［参照］をクリックして検索

し、［OK］をクリックします。  

これで Java アプリケーションはインストールされ、そのアプリケーションのリストに

それぞれの項目が追加されます（［ドメイン］ >  ドメイン名 >［Web アプリケーショ

ン］>［Java アプリケーション］）。 

 Java Web アプリケーションの Web インターフェースにアクセスするには、以
下のいずれかを実行します。 

 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Web アプリケーション］>［Java アプリケーション］

タブに進み、［パス］列にあるそれぞれのハイパーリンクをクリックします。 

 ブラウザに URL を入力します。 例えば、以下のようになります。 

http://your-domain.com:9080/storefront/ 

 Java Web アプリケーションを停止、開始、再開するには、以下を実行してく
ださい。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］>［Javaアプリケー

ション］タブに進みます。  インストールされたアプリケーションのリ

ストが開きます。  

2 リストでアプリケーションを検索し、リストの右側にあるアイコンを

使用して必要な操作を行って下さい。  

 アプリケーションを起動するには、アイコン をクリックします。 

 アプリケーションを停止するには、アイコン をクリックします。 

 アプリケーションを再起動するには、アイコン をクリックします。 

 Java Webアプリケーションをアンインストールするには以下を実行してくだ
さい。 

http://your-domain.com:9080/storefront/
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1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］>［Javaアプリケー

ション］タブに進みます。  

2 不要になったアプリケーションに対応するチェックボックスを選択し

ます。 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をク

リックします。   

アプリケーションは削除され、そのデータベースもサーバから削除されます。 

ASP.NET Web アプリケーションのインストール 

アプリケーションヴォルトからのアプリケーションおよび Java Web アプリケーショ

ンに加え、Web アーカイブフォーマット（WAR）にある ASP.NET Web アプリケーシ

ョンのインストール Web アプリケーションパッケージをインストールできます。 これ

らの Java アプリケーションは Plesk と共に提供されるものではありませんので、別途

入手する必要があります。 

 サイトにアプリケーションをインストールするには、以下の操作を実行しま
す。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］>［ASP.NET 1.1アプ

リケーション］に進みます。  

サイトにインストールされている ASP.NET 1.1 Web アプリケーションのリストが

表示されます。 

2 ［ツール］グループの［新しいアプリケーションのインストール］をクリ

ックします。 インストール可能なサイトアプリケーションの一覧が表

示されます。 インストールするアプリケーションを指定するには、ア

プリケーションに対応するラジオボタンを選択します。  

3 ［インストール］をクリックします。  

4 アプリケーションがインストールされるドメインフォルダとアプリケ

ーションのデータベース名を指定して、［インストール］をクリックし

ます。  

以上でアプリケーションがインストールされ、サイトの Web ページ（例えばホームペ

ージ）にこのアプリケーションへのリンクを挿入できます。 ここでリンクを挿入しな

いと、このアプリケーションを利用するためにはいつも、長すぎて覚えられない URL

を入力しなければなりません。 

 アプリケーションの Web インターフェースにアクセスするには、以下のいず
れかを実行します。 

 ブラウザに URL を入力します。 例えば、以下のようになります。 

http://your-domain.com/forum/）。 

 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Web アプリケーション］>［ASP.NET 1.1 アプリケー

ション］に進み、アプリケーションに対応するアイコン  をクリックします。 

http://your-domain.com/forum/
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 アプリケーションを再構成したりアプリケーション管理者のパスワードを
変更するには、以下を実行してください。  

［ドメイン］>  ドメイン名 >［Web アプリケーション］>［ASP.NET 1.1 アプリケーショ

ン］に進み、アプリケーションに対応するアイコン  をクリックします。 

 アプリケーションをアンインストールするには、以下を実行してください。  

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］>［ASP.NET 1.1アプ

リケーション］に進み、必要のないアプリケーションに対応するチェッ

クボックスを選択します。   

2 ［選択対象を削除］をクリックします。 アプリケーションは削除され、

そのデータベースもサーバから削除されます。  

 

誰かがドメインに入ろうとするとある Web アプリケーションが起動するように設定す

るにはデフォルトドメインアプリケーションを作成します。 

 アプリケーションをドメインのデフォルトに設定するには以下を実行して
ください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webアプリケーション］>［ASP.NET 1.1アプ

リケーション］に進みます。  

サイトにインストールされているアプリケーションパッケージのリストが表示され

ます。 

2 デフォルトに設定するアプリケーションパッケージに対応するチェッ

クボックスを選択し  ［デフォルト］をクリックします。  デフォルト

サイトアプリケーションの作成を確認して［OK］をクリックします。  

これで、ユーザがブラウザのアドレスフィールド内の URL （例：http://example.com）

に入るとデフォルトWeb アプリケーションが起動します。 
 

http://example.com??????????/
http://example.com??????????/
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IISアプリケーションプールの使用 

IIS アプリケーションプールにはサーバでホスティングするドメインのすべてのアプリ

ケーションがあります。 専用 IIS アプリケーションプールによってクライアントは自分

のドメインが使用する Web アプリケーション間の独立性の基準を持つことができます。 

各専用 アプリケーションプールは個別に動作しているため、あるクライアントのある

アプリケーションプールで発生したエラーは他のクライアントの他のアプリケーショ

ンプールで動作しているアプリケーションには影響を及ぼしません。 

デフォルトでは Plesk は御社のすべてのクライアントおよびその顧客に共用アプリケ

ーションプールを提供しています。 しかしながら、管理者およびクライアントポリシ

ーの許可があればクライアントおよびドメインは専用アプリケーションプールを使用

することができます。  

 ドメインのアプリケーションプールで動作するすべてのアプリケーション
を停止するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックして必

要なドメイン名をクリックします。  

2 ［IISアプリケーションプール］をクリックします。  

3 ［停止］をクリックします。  

 

 ドメインのアプリケーションプールで動作するすべてのアプリケーション
を開始するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックして必

要なドメイン名をクリックします。  

2 ［IISアプリケーションプール］をクリックします。  

3 ［開始］をクリックします。  

 

 ドメインのアプリケーションプールで動作するすべてのアプリケーション
を再開するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックして必

要なドメイン名をクリックします。  

2 ［IISアプリケーションプール］をクリックします。  

3 ［再開］をクリックします。  これは、アプリケーションにメモリリー

クがあったり長時間動作すると不安定になったりする場合などに便利

です。  



 

 顧客へのサービス 191 

 

このセクションの内容: 

IIS アプリケーションプールの設定 ....................................................................191 

IIS アプリケーションプールの無効化 ................................................................192 
 
 

IIS アプリケーションプールの設定 

 ドメインの IIS アプリケーションプールを有効にするには以下を実行してく
ださい。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［IISアプリケーションプール］をクリックします。  

4 ［スイッチオン］をクリックします。  

5 ドメインのアプリケーションプールが使用できるCPUリソースの量を

制限するには、［CPUモニタリングの有効化］チェックボックスを選択し

て［最大CPU使用率 (%)］フィールドにパーセントで数を指定します。  

6 ［OK］をクリックします。  

 

 IIS アプリケーションプールを特定のクライアントのすべてのドメインで有
効にするには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［クライアント］ショートカットをクリックし

ます。  

2 リストから必要なクライアント名をクリックします。  

3 ［IISアプリケーションプール］をクリックします。  

4 ［スイッチオン］をクリックします。  

5 すべてのドメインのアプリケーションプールが使用できるCPUリソー

スの量を制限するには、［CPUモニタリングをスイッチオンする］チェッ

クボックスを選択して［最大CPU使用率 (%)］フィールドにパーセントで

数を指定します。  

6 ［OK］をクリックします。  
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IIS アプリケーションプールの無効化 

 ドメインの IIS アプリケーションプールを無効にするには以下を実行してく
ださい。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［IISアプリケーションプール］をクリックします。  

4 ［スイッチオフ］をクリックします。  

5 ［OK］をクリックします。  

 

 IIS アプリケーションプールを特定のクライアントのすべてのドメインで無
効にするには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［クライアント］ショートカットをクリックし

ます。  

2 リストから必要なクライアント名をクリックします。  

3 ［IISアプリケーションプール］をクリックします。  

4 ［スイッチオフ］をクリックします。  

5 ［OK］をクリックします。  
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サブドメインを含むサイト構造の編成 

 サブドメインは以下の作業を可能にする、補足的なドメイン名です。 

 サイトの構造の論理的な編成 

  同じサーバ上の追加 Web サイトまたは Web サイトの一部をホストし、追加ドメイ

ン名の登録に要する支払いを節減できます。 

サブドメインを使用した例を以下に示します。 

Web サイト your-product.com を、ソフトウェア製品の販売促進専用のサイトに設定し

ているとします。 ユーザーズガイド、チュートリアル、よくある質問のリストを公開

する場合、管理者のユーザがドメイン名 userdocs.your-product.com に直接アクセスし

てオンラインドキュメントにアクセスできるように、サブドメイン「userdocs」を編成

することができます。 

このセクションの内容: 

サブドメインの設定 .......................................................................................... 194 

サブドメインの削除 .......................................................................................... 196 
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サブドメインの設定 

 サブドメインを設定するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サブドメイン］をクリックします。  

4 ［新しいサブドメインの追加］をクリックします。  

5 必要な［ホスティングタイプ］を選択して［OK］をクリックします。  

 ドメインの仮想ホストを作成するには［物理ホスティング］を選択します。 

 仮想サブドメインを作成するには［サブフォルダ上のサブドメイン］を選択しま

す。  ［サブフォルダ上のサブドメイン］はドメインの物理構造を使用します。 

別の FTP ユーザアカウントを作成することはできません。 ドメインの FTP ユ

ーザアカウントが使用されます。     

6 必要に応じてサブドメイン名を入力します。 サイトのトピック、組織

の部署、またはその他の文字、数字、ハイフンの組み合わせなどを入

力できます（最長63文字）。 冒頭にWWWを追加するには、適切なチェ

ックボックスを選択します。  

サブドメイン名の先頭文字はアルファベット文字です。 サブドメイン名は大文字と

小文字を区別します。 

7 サブフォルダにサブドメインを作成している場合は、［サイトホームデ

ィレクトリ］フィールドにサブドメインファイルの物理ロケーションを

指定します。  

 ［サブドメイン用に物理ディレクトリを作成］チェックボックスの選択を外して

［httpdocs］フィールドの右側に既存のディレクトリを指定します。  をクリ

ックすれば必要なディレクトリの場所を参照できますので、選択して［OK］を

クリックします。 

 対応する物理ディレクトリをサブドメインと同じ名前で作成する場合は［サブド

メイン用に物理ディレクトリを作成］チェックボックスを選択したままにします。 

8 物理ホスティングのサブドメインを作成する場合は、そのFTPユーザ

アカウントを指定します。  

 このサブドメインが管理者が独自に管理している管理者用の Web サイトを部分

的に保有している場合、［メインドメインの FTPユーザアカウントを利用する］

オプションを選択したままにしておきます。  
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 このサブドメインが、別の人物に属する、または別の人物により管理される別の

Web サイトを保持している場合、［このサブドメイン用に異なるユーザアカウ

ントを作成する］オプションを選択し、FTP を通じて Web スペースにアクセス

し、Web サイトのコンテンツを公開する場合に使用するログイン名とパスワー

ドを指定します。 適切なフィールドにハードディスククォータをメガバイトで

指定するか、［無制限］チェックボックスを選択したままにします。 指定され

た制限を超えた場合、Web スペースにファイルを追加できなくなり、既存のフ

ァイルの編集中にファイルが破損する場合があります。 

9 ［Sitebuilderにてサイトを公開する］チェックボックスを選択したままに

すると、SitebuilderにアクセスしてPleskコントロールパネル経由で

Webサイトを構築することができます。 ［Sitebuilderにてサイトを公開す

る］オプションを選択すると、サイトはSitebuilderで作成されます。   

すべての公開パラメータは以下の定義済みパスに設定されます。 物理ホスティング

のサブドメイン - /subdomains/SUBDOMAINNAME/httpdocs/Sitebuilder、サブフォ

ルダのサブドメインのサブドメイン - /httpdocs/SUBDOMAINNAME/。 

10 Microsoft FrontPageサポートを有効にしたい場合は該当するチェックボッ

クスを選択します。  適切なオプションを選択して［Microsoft FrontPage

認証］を有効化または無効化します。  

11 必要な言語を選択し、［サービス］グループのプログラミング言語を指

定します。  使用可能な言語すべてを選択または選択解除するには［す

べて選択する］または［すべてクリアする］を選択します。  

サブドメインを作成しているドメイン上で ASP.NET が無効になっている場合は、

［サブフォルダ上のサブドメイン］でも使用することはできません。 ドメイン上で

ASP.NET が有効になっている場合は、ASP.NET はサブフォルダ上で作成されたサ

ブドメインで使用することができます。  

12 サイトや表示したサイトのページの訪問者の人数に関する情報を表示

できるようにするために、［Web統計］ドロップダウンメニューでモジ

ュールを選択して［パスワード保護ディレクトリ'/plesk-stat/'経由でアクセス

可能］チェックボックスを選択します。  これにより統計ソフトウェア

モジュールがインストールされ、このソフトウェアによりレポートが

生成され、そのレポートをパスワードで保護されたディレクトリに配

置されます。 するとサブドメイン管理者は以下のURLでWeb統計にア

クセスすることができるようになります。  

https://subdomain.domain.com/plesk-stat/ にFTPアカウントログイン

名およびパスワードでアクセスできます。  

注： サブドメイン管理者が FTP 証明書を変更しても、Web 統計アクセス証明書は

変更されません。 パスワード保護された Web 統計ディレクトリへアクセスするに

は、サブドメイン作成時に指定した最初のログイン名およびパスワードを常に使用

します。 

https://subdomain.domain.com/plesk-stat/
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13 このサブドメインのWebアプリケーションがhttpdocsまたは

httpsdocsフォルダのrootにあるファイルベースのデータベース  （Jet

など）を使用する場合は、［追加の書き込み/修正のパーミッション］オプ

ションを選択します。 このオプションを選択すると、Webサイトセキ

ュリティが著しく侵害される場合があることにご注意ください。  

14 ［OK］をクリックして設定を完了します。 新しいサブドメインに関す

る情報がドメイン名システム（DNS）内に伝わり、インターネットユ

ーザが利用できるようになるまで、最大48時間を要します。  

 

サブドメインの Web スペースに Web コンテンツを公開するには、［サイトの公開］ 

(158 ページ)のセクション内の手順に従ってください。 

サブドメインの削除 

 サブドメインとその Web コンテンツを削除するには、以下の操作を実行しま
す。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サブドメイン］をクリックします。  

4 削除するサブドメイン名に対応するチェックボックスを選択し、 ［選

択対象を削除］アイコンをクリックします。  

5 削除を確認して［OK］をクリックします。 サブドメインのコンフィグ

レーションとそのWebコンテンツがサーバから削除されます。  
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サイトの追加ドメイン名の設定（ドメインエイリ

アス） 

ドメイン名レジストラに、サーバでホストしている同一の Web サイトを示す複数のド

メイン名を登録している場合、ドメインエイリアスを設定する必要があります。 

別のサーバでホストされる Web サイトを示す複数のドメイン名を提供する必要がある

場合、ドメイン転送を設定する必要があります。 手順については、「他のサーバにホ

ストされているサイトのドメイン名を使用する（ドメイン転送）」 (225 ページ)セク

ションをご参照ください。 

このセクションの内容: 

ドメインエイリアスの設定 ............................................................................... 198 

ドメインエイリアスのプロパティの変更 .......................................................... 199 

ドメインエイリアスの削除 ............................................................................... 199 
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ドメインエイリアスの設定 

 ドメインエイリアスを設定するには、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメインエイリアス］アイコンをクリックします。  

4 ［ドメインエイリアスを追加］アイコンをクリックします。  

5 希望するドメインエイリアス名を入力します(例：alias.com)。  

ドメインエイリアスには、文字、数字、ハイフンを使用できます。 ドメインエイリ

アスのドット間の各部分には、63 個以下の記号を使用します。 

6 ドメインエイリアスでプライマリドメインと同じDNSゾーンリソース

レコードを使用したい場合は、［DNSゾーンをプライマリドメインと同期

化］チェックボックスを選択します。  この設定により、今後プライマ

リドメインゾーンのリソースレコードに変更があった場合、それがこ

のドメインエイリアスのDNSゾーンに適用されます。     

7 ドメインエイリアスの下のメールアドレスで送信されたメールを、オ

リジナルドメイン名の下のメールアドレスに転送する場合、［メール］

チェックボックスを選択します。  

例： mail@yourdomain.com というメールアドレスを保有し、ドメイン名に

alias.com などのエイリアスを設定しているとします。この場合、mail@alias.com

に送信された、メールボックス mail@yourdomain.com へのメールを受け取るには

、［メール］チェックボックスを選択します。 

8 ［Web］チェックボックスを選択します。  このチェックボックスを選

択しない場合、ブラウザにドメインエイリアスを入力して管理者のサ

イトを訪問したユーザに、Webコンテンツを表示しません。  

9 サイトにJavaアプリケーションをインストールしていて、ドメインエ

イリアスからアクセスできるようにしたい場合は、［Java Webアプリケ

ーション］チェックボックスを選択します。  

10 ［OK］をクリックします。  
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ドメインエイリアスのプロパティの変更 

 エイリアスのプロパティを変更するには、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメインエイリアス］アイコンをクリックします。  

4 必要なエイリアス名をクリックします。  

5 ［ツール］グループの［プリファレンス］アイコンをクリックします。  

 

 ドメインエイリアスの DNS ゾーンのリソースレコードを変更するには、以下
の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメインエイリアス］をクリックします。  

4 必要なエイリアス名をクリックします。  

5 ［DNS設定］をクリックします。  

6 必要に応じてリソースレコードを追加、編集、削除します。  

 ゾーンにリソースレコードを追加するには、［新規レコードの追加］をクリック

します。 必要な値を指定し、［OK］をクリックしてゾーンに値を書き込みます。 

 リソースレコードを変更するには、［ホスト］の列で必要なレコードに対応する

ハイパーリンクをクリックします。 

 レコードを削除するには、削除するレコードに対応するチェックボックスを選択

し  ［選択対象を削除］をクリックします。 
 

ドメインエイリアスの削除 

 ドメインからエイリアスを削除するには、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメインエイリアス］アイコンをクリックします。  

4 削除したいドメインエイリアスに対応するチェックボックスを選びま

す。  

5 ［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリ

ックします。  
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仮想ディレクトリの使用 

Plesk の仮想ディレクトリとは、サーバのハードディスクに存在している既存の物理デ

ィレクトリへのリンクです。 仮想ディレクトリには、カスタム ASP.NET 設定やアク

セス権限や URL パスワード保護といった様々な特定の設定があります。 

どの仮想ディレクトリもカスタマイズ ASP.NET設定などの独自の設定を持つことがで

きるため、仮想ディレクトリは、特に ASP.NET で書かれた Web アプリケーションの

設定に大変有効です。 例えば、ASP.NET バージョン 1.1 を使用している Web アプリ

ケーションが 3 つあったとして、ASP.NET バージョン 2.0 を使用している Web アプリ

ケーションを 1 つインストールする必要があった場合、ASP.NET 2.0 アプリケーショ

ン用に仮想ディレクトリを作成してそのディレクトリの ASP.NET 構成を設定し、この

ディレクトリに対してのみバージョン 2.0 を有効にして、必要なアプリケーションをイ

ンストールすることができます。 

仮想ディレクトリはエイリアスとしてもご利用いただけます。 例えば、物理フォルダ

「/my_data/web_apps/forum」のドメイン「example.com」に Web アプリケーシ

ョンがインストールされているとします。 この Web アプリケーションにアクセスする

には、ユーザは「example.com/my_data/web_apps/forum」と入力しなければな

りませんが、これは長すぎて覚えるのも入力するのも大変です。 そこで仮想ディレク

トリ「forum」を仮想ホストのルートに作成し、この仮想ディレクトリを

「/my_data/web_apps/forum」にリンクします。すると Web アプリケーションに

アクセスしたいユーザは「example.com/forum」と入力するだけで済みます。これ

ならずっと短くて覚えるのも簡単です。 

 仮想ディレクトリをブラウザに開くには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 開くディレクトリに対応する アイコンをクリックします。  

このセクションの内容: 

仮想ディレクトリの作成....................................................................................201 

仮想ディレクトリ設定の変更 ............................................................................204 

MIME タイプの追加および削除..........................................................................207 

仮想ディレクトリの PHP バージョンの設定 .....................................................210 

仮想ディレクトリの削除....................................................................................210 
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仮想ディレクトリの作成 

 ドメインに新規仮想ディレクトリを作成するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。 そ

こがWebサイトのルートになります。  

4 新規仮想ディレクトリを作成したいディレクトリに進みます。  

5 ［新しい仮想ディレクトリの追加］をクリックします。  

注：仮想ディレクトリの変わりに物理ディレクトリを作成する場合は、［新しいデ

ィレクトリの追加］をクリックしてディレクトリ名を指定し、［OK］をクリックし

ます。 

6 以下の必要パラメータを指定します。  

 名前 - 仮想ディレクトリ名を指定します。 

 パス - 仮想ディレクトリパスを指定します。 

 ［仮想ディレクトリと同じ名前の物理ディレクトリを作成］チェックボック

スを選択すると、作成している仮想ディレクトリと同じ名前の物理ディレク

トリが自動的に作成されます。 

 既存の物理ディレクトリを選択するには、［仮想ディレクトリと同じ名前の

物理ディレクトリを作成］チェックボックスの選択を外してフィールドにパ

スを指定します。 

 スクリプトソースへのアクセス - このチェックボックスを選択すると、ユーザ

は設定されている権限（読み込みまたは書き込み）でソースコードにアクセスす

ることができます。 ソースコードには ASP アプリケーションのスクリプトも含

まれます。 

 読み込み権限 - このチェックボックスを選択すると、ユーザはファイルまたは

ディレクトリおよびユーザ関連のプロパティを読み取ることができます。 

 書き込み権限 - このチェックボックスを選択すると、ユーザはファイルおよび

ユーザ関連のプロパティを仮想ディレクトリにアップロードしたり書き込み可

のファイルのコンテンツを変更することができます。 書き込み権限はブラウザ

が HTTP 1.1 プロトコルの PUT 機能をサポートしている場合にのみ有効です。 

 ディレクトリ ブラウジング権限 - このチェックボックスを選択すると、ユーザ

は仮想ディレクトリのファイルおよびサブディレクトリのハイパーテキストリ

ストを見ることができます。  

 訪問をログに保存する - このチェックボックスを選択すると、仮想ディレクト

リの訪問に関する情報が保存されます。 

 アプリケーションの作成 - このチェックボックスを選択すると、Web ディレク

トリを IIS アプリケーションにします。 そのディレクトリは残りの Web サイト

から論理的に独立します。 
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 実行権限 - 仮想ディレクトリで許可するプログラムの適切な実行レベルを選択

します。 

 なし - HTML や画像ファイルなどの静的ファイルにのみアクセスを許可しま

す。 

 スクリプトのみ - スクリプトの実行のみを許可します。その他の実行ファイ

ルは実行できません。 

 スクリプトと実行ファイル - すべての制限がなくなり、すべてのファイルタ

イプを実行することができます。 

 ASP 設定 - ASP ベースの Web アプリケーション特有の設定を行います。 

 IIS で設定しているデータ転送制限において正常に動作しない ASP ベースの

Web アプリケーションを使用している場合は、変更するフィールドの［親デ

ィレクトリにて定義する］チェックボックスの選択を解除して、必要な番号

を入力します。 

 サーバ側で ASP アプリケーションのデバックを有効にするには、［親ディレ

クトリにて定義する］チェックボックスの選択を解除して［ASPサーバサイ

ドのスクリプトデバッグを有効にする］チェックボックスを選択します。  

 クライアント側で ASP アプリケーションのデバックを有効にするには、［親

ディレクトリにて定義する］チェックボックスの選択を解除して［ASPクラ

イアントサイドスクリプトデバッグを有効にする］チェックボックスを選択

します。  

root Web ディレクトリの ASP 設定を変更する場合は、デフォルトチェックボッ

クス名は［親ディレクトリにて定義する］ではなく［IIS により定義する］であ

ることにご注意ください。 

7 作成を完了したら［OK］をクリックします。  

 

 仮想ディレクトリのアクセス権限を設定するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 開くディレクトリに対応する アイコンをクリックして、このディレ

クトリおよびそのすべてのファイルへのアクセス権限を設定します。   

アクセス権限の設定についての詳細は「ファイルとフォルダのアクセス権限の設定」 

(242 ページ)のセクションをご参照ください。 

 仮想ディレクトリの ASP.NET を設定するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 必要なディレクトリを参照して入力します。   



 

 顧客へのサービス 203 

 

5 ［ASP.NET］をクリックしてオプションを設定します。  

ASP.NETの設定についての詳細は「仮想ディレクトリのASP.NETの設定」 (174 ペ

ージ)のセクションをご参照ください。 
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仮想ディレクトリ設定の変更 

 ドメイン上に既存の仮想ディレクトリのプリファレンスを変更するには、以
下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 変更するプリファレンスのディレクトリを探して   をクリックする

か、変更するディレクトリで［プリファレンス］をクリックします。  

5 仮想ディレクトリのプリファレンスを変更します。  

 名前 - 仮想ディレクトリ名を指定します。 

 パス - 仮想ディレクトリがリンクしている物理ディレクトリのパスを指定しま

す。 

 スクリプトソースへのアクセス - このチェックボックスを選択すると、ユーザ

は設定されている権限（読み込みまたは書き込み）でソースコードにアクセスす

ることができます。 ソースコードには ASP アプリケーションのスクリプトも含

まれます。 

 読み込み権限 - このチェックボックスを選択すると、ユーザはファイルまたは

ディレクトリおよびユーザ関連のプロパティを読み取ることができます。 

 書き込み権限 - このチェックボックスを選択すると、ユーザはファイルおよび

ユーザ関連のプロパティを仮想ディレクトリにアップロードしたり書き込み可

のファイルのコンテンツを変更することができます。 書き込み権限はブラウザ

が HTTP 1.1 プロトコルの PUT 機能をサポートしている場合にのみ有効です。 

 ディレクトリ ブラウジング権限 - このチェックボックスを選択すると、ユーザ

は仮想ディレクトリのファイルおよびサブディレクトリのハイパーテキストリ

ストを見ることができます。  

 訪問をログに保存する - このチェックボックスを選択すると、仮想ディレクト

リの訪問に関する情報が保存されます。 

 アプリケーションの作成 - このチェックボックスを選択すると、Web ディレク

トリを IIS アプリケーションにします。 そのディレクトリは残りの Web サイト

から論理的に独立します。 

 実行権限 - 仮想ディレクトリで許可するプログラムの適切な実行レベルを選択

します。 

なし - HTML や画像ファイルなどの静的ファイルにのみアクセスを許可します。 

スクリプトのみ - スクリプトの実行のみを許可します。その他の実行ファイル

は実行できません。 

スクリプトと実行ファイル - すべての制限がなくなり、すべてのファイルタイ

プを実行することができます。 
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 親パスの利用を許可する - このチェックボックスを選択すると、現行 Web ディ

レクトリ上のフォルダを参照する際にパス名にダブルピリオドを使用すること

ができます。 それによってユーザは、そのフォルダ名や全体の階層構造を知ら

なくてもフォルダの上位へ移動することができます。 このオプションが選択さ

れている場合、親パスディレクトリはそのプリファレンスの［実行権限］チェッ

クボックスを選択することはできません。アプリケーションは親パスのプログラ

ムを承認なく実行することができないからです。 

 MTA (マルチスレッド アパートメント) モードでのアプリケーションの実行を許

可する - このチェックボックスを選択すると、MTA（マルチスレッドアパート

メント）モードでアプリケーションを実行できます。 選択を外していると、ア

プリケーションは STA （シングルスレッドアパートメント）モードで実行され

ます。 STAを使用すると、各アプリケーションは専用プロセスで実行されます。 

MTA では 1 つのスレッドで複数の並列アプリケーションプールが実行されるの

で、場合によってはパフォーマンスが向上します。 

 デフォルトドキュメントを利用する - このチェックボックスを選択すると、現

行 Web ディレクトリのデフォルト文書を使用することができます。 ユーザがフ

ァイル名を指定せずに Web のディレクトリにアクセスするとデフォルト文書が

提供されます（例えば、「http://www.swsoft.com」にアクセスすると「

http://www.swsoft.com/index.html」が提供されます）。 このチェックボックス

の選択が外されていて、［ディレクトリ ブラウジング権限］チェックボックス

が選択されていると、Web サーバはフォルダリストを返します。 このチェック

ボックスの選択が外されていて、［ディレクトリ ブラウジング権限］チェック

ボックスの選択も外されていると、Web サーバは「アクセス禁止」のエラーメ

ッセージを返します。 

 デフォルトのドキュメント検索の順番 - IIS がデフォルト文書を検索する順序を

指定し、最初に検索されたファイルがユーザに提供されます。 一致するものが

ないと、IIS はデフォルトコンテンツページが無効であった場合と同じ結果を返

します。 

 Anonymous アクセスを許可する - このチェックボックスを選択すると、Web ユ

ーザが認証なしでディレクトリにアクセスできます。 

 SSL を要求 - このチェックボックスを選択すると SSL が有効になり、フォルダ

へのアクセスだけとなります。 

 ASP 設定 - ASP ベースの Web アプリケーション特有の設定を行います。 

 IIS で設定しているデータ転送制限において正常に動作しない ASP ベースの

Web アプリケーションを使用している場合は、変更するフィールドの［親デ

ィレクトリにて定義する］チェックボックスの選択を解除して、必要な番号

を入力します。 

 サーバ側で ASP アプリケーションのデバックを有効にするには、［親ディレ

クトリにて定義する］チェックボックスの選択を解除して［ASPサーバサイ

ドのスクリプトデバッグを有効にする］チェックボックスを選択します。  

http://www.swsoft.com??????????http/
http://www.swsoft.com??????????http/
http://www.swsoft.com??????????http/


 

206 顧客へのサービス 

 

 クライアント側で ASP アプリケーションのデバックを有効にするには、［親

ディレクトリにて定義する］チェックボックスの選択を解除して［ASPクラ

イアントサイドスクリプトデバッグを有効にする］チェックボックスを選択

します。  

root Web ディレクトリの ASP 設定を変更する場合は、デフォルトチェック

ボックス名は［親ディレクトリにて定義する］ではなく［IISにより定義する］

であることにご注意ください。 

6 ［OK］をクリックして変更を保存します。  

 

 仮想ディレクトリのアクセス権限を変更するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 開くディレクトリに対応する   アイコンをクリックして、このディ

レクトリおよびそのすべてのファイルへのアクセス権限を変更します。  

アクセス権限の設定についての詳細は「ファイルとフォルダのアクセス権限の設定」 

(242 ページ)のセクションをご参照ください。 

 仮想ディレクトリの ASP.NET を再設定するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 必要なディレクトリを参照して入力します。   

5 ［ASP.NET］をクリックしてオプションを変更します。  

ASP.NET の設定についての詳細は「仮想ディレクトリの ASP.NET の設定」 ( 174 

ページ)のセクションをご参照ください。 
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MIME タイプの追加および削除 

MIME （多目的インターネットメールエクスチェンジ）タイプは Web ブラウザまたは

メールアプリケーションがサーバから受信するファイルの取り扱い方法を示します。 

例えば Web ブラウザがサーバ上のアイテムをリクエストすると、そのオブジェクトの

MIME タイプもリクエストすることになります。 グラフィックなどの MIME タイプは

ブラウザ内で表示することができます。 その他のワープロ文書などを表示するには、

外部のヘルプアプリケーションが必要です。 

Web サーバがクライアント Web ブラウザに Web ページを提供している場合、同時に

データの MIME タイプも提供しています。 特定のフォーマットのファイルが添付され

ている場合、IISはクライアントアプリケーションにその添付ファイルについてもMIME

タイプを提供します。 それによってクライアントアプリケーションは IIS から受信した

データをどうやって処理または表示すればよいのかが分かります。 

IIS は登録した MIME タイプのファイルのオペレーションしかできません。 MIME タイ

プはグローバル IIS レベル上でもドメインまたは仮想ディレクトリレベル上でも定義す

ることができます。 ドメインまたは仮想ディレクトリレベル上で定義した MIME タイ

プは定義したエリアでのみ使用されますが、グローバル定義された MIME タイプはすべ

てのドメインおよび仮想ディレクトリに継承されます。 そうしないと、Web サーバは

登録していない MIME タイプを持つファイルのリクエストを受信した際に 404.3 (Not 

Found) エラーを返すことになってしまいます。 

このセクションの内容: 

MIME タイプの追加 ........................................................................................... 208 

MIME タイプの変更 ........................................................................................... 209 

MIME タイプの削除 ........................................................................................... 209 
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MIME タイプの追加 

 ドメイン上の仮想ディレクトリに新規 MIME タイプを追加するには以下を実
行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 必要なディレクトリを参照して入力します。  

5 ［MIMEタイプ］タブを選択します。  

6 ［新しいMIMEタイプの追加］をクリックします。  

 ファイル名の拡張子を［拡張子］フィールドに入力します。 ファイル拡張子は

ドット (.) で始まらなければなりません。また、ワイルドカード (*) を使用すれ

ばファイル拡張子に関係なくすべてのファイルが対象となります。 

 ［コンテンツ］フィールドにファイルコンテンツのタイプを指定します。  

 一覧から適切な値を選ぶこともできますし、新規コンテンツタイプを定義するこ

ともできます。 それには［カスタム...］を選択し、入力ボックスにコンテンツ

タイプを入力してください。 

7 作成を完了したら［OK］をクリックします。  
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MIME タイプの変更 

 ドメイン上の仮想ディレクトリの既存 MIME タイプを編集するには以下を実
行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 必要なディレクトリを参照して入力します。  

5 ［MIMEタイプ］タブを選択します。  

6 一覧からMIMEタイプを選択します。  

 ファイル名の拡張子を［拡張子］フィールドに入力します。 ファイル拡張子は

ドット (.) で始まらなければなりません。また、ワイルドカード (*) を使用すれ

ばファイル拡張子に関係なくすべてのファイルが対象となります。 

 ［コンテンツ］フィールドにファイルコンテンツのタイプを指定します。  

 一覧から適切な値を選ぶこともできますし、新しいコンテンツタイプを定義する

こともできます。 それには［カスタム...］を選択し、入力ボックスにコンテン

ツタイプを入力してください。 

7 ［OK］をクリックして変更を保存します。  

 
 

MIME タイプの削除 

 ドメイン上の仮想ディレクトリから MIME タイプを削除するには以下を実行
してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 必要なディレクトリを参照して入力します。  

5 ［MIMEタイプ］タブを選択します。  

6 削除したいMIMEタイプに該当するチェックボックスを選択します。   

7 ［選択対象を削除］をクリックします。  

8 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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仮想ディレクトリの PHP バージョンの設定 

各ドメインで使用する PHP バージョンを選択できるだけでなく、ドメインの仮想ディ

レクトリの PHP バージョンも指定できます。それによって、PHP5 同様に PHP4 を必

要とする Web アプリケーションも使用することができます。 

 仮想ディレクトリのPHPバージョンを設定するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 ［PHP設定］をクリックします。  

5 PHPのバージョンを選択し［OK］をクリックします。  
 

仮想ディレクトリの削除 

 既存の仮想ディレクトリを削除するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 削除したいディレクトリに該当するチェックボックスを選択します。  

5 ［選択対象を削除］をクリックします。  

6 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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Webサーバでの個人用 Webページのホスティン

グ 

専用のドメイン名を必要としない個人の個人用 Web ページは、管理者 Web サーバでホ

スティングできます。 このサービスはおもに、学生やスタッフの非営利的なパーソナ

ルページをホストする教育機関で使用されています。 

これらのページの Web アドレスは、通常はhttp://your-domain.com/~usernameのよう

になりますが、http://username@your-domain.comなど、必要に応じて別の Web アド

レスで個人用 Web ページを設定できます。 

 サーバで個人用 Web ページを追加するには、別の Web スペースを割り当て、
公開用の FTP アカウントを設定します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webユーザ］をクリックします。  

4 ［プリファレンス］をクリックします。  

5 個人Webページに埋め込まれたスクリプトが実行できるようにする場

合は、［Webユーザーへのスクリプトの使用の許可］チェックボックスを

選択します。  

6 ［OK］をクリックします。   

ステップ 3 と 4 で定義した設定は、管理者の Web サーバでホストするすべての個人

用 Web ページに共通です。 従って、次に個人用 Web ページの Web スペースを設

定する場合は、ステップ 3 と 4 を実行する必要はありません。 

7 ［新しいWebユーザの追加］をクリックします。  

8 FTPを使用してWebスペースにアクセスし、Webページを公開する場

合に使用するユーザ名とパスワードを指定します。   

ユーザ名には小文字の英数字、ハイフン、アンダースコア記号のみ使用できます。 ユ

ーザ名の先頭文字はアルファベット文字です。 空白を含めることはできません。 パ

スワードにはクオーテーションマーク、空白、ユーザのログイン名を使用できませ

ん。長さは 5～14 文字とします。   

9 Webページコンテンツが占有できるディスク容量を制限するには、［無

制限］チェックボックスの選択を外して［ハードディスククォータ］ボッ

クスに希望の値をメガバイトで入力します。   

指定した制限値を超えると、Web ページオーナーは Web 領域にファイルを追加で

きなくなります。 

http://your-domain.com/~username
http://username@your-domain.com/
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10 このWebユーザのWebアプリケーションがhttpdocsまたは

httpsdocsフォルダのrootにあるファイルベースのデータベース  （Jet

など）を使用する場合は、［追加の書き込み/修正の権限］オプションを

選択します。 このオプションを選択すると、Webサイトセキュリティ

が著しく侵害される場合があることにご注意ください。  

11 Webページでサポートされるプログラミング言語を指定します。   

例えば、Web ページが PHP で作成されている場合、［PHP 対応］チェックボック

スを選択します。 

12  ［OK］をクリックします。  

これで、FTP アカウントの信用情報がユーザに伝えられ、ユーザが自分の Wb ページを

公開できるようになります。 

このセクションの内容: 

Web ページオーナーの FTP パスワードの変更 ................................................. 212 

Web ページオーナーへのディスク容量の割り当ての増加 ................................. 212 

Web ページオーナーのアカウントの削除 ......................................................... 213 
 
 

Web ページオーナーの FTP パスワードの変更 

 Web ページオーナーの FTP パスワードを変更するには、以下の操作を実行し
ます。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webユーザ］>［Webユーザ名］に進みます。  

2 ［新しいパスワード］ボックスおよび［パスワードの確認］ボックスで新

しいパスワードの入力と確認を行い、［OK］をクリックします。  

 
 

Web ページオーナーへのディスク容量の割り当ての増加 

 Web ページオーナーへのディスク容量割り当てを増やすには、以下を実行し
てください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［Webユーザ］に進み、処理したいWebユー

ザをクリックします。  

2 ［ハードディスククォータ］ボックスにディスク容量をメガバイトで入

力し、［OK］をクリックします。  
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Web ページオーナーのアカウントの削除 

  Webページオーナーのアカウントをその Webページとともに削除するには、
以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webユーザ］をクリックします。  

4 削除するユーザ名の右側にあるチェックボックスを選択し、 ［選択対

象を削除］アイコンをクリックします。  

5 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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サーバへの anonymous FTPアクセスの設定 

専用の IP アドレス上のサイトをホストしている場合、他のユーザが FTP を使用して匿

名でファイルをダウンロードまたはアップロードできるディレクトリを、サイト内に設

定できます。 anonymous FTP が有効になると、ユーザは「anonymous」ログイン名

と任意のパスワードを使用してftp://ftp.your-domain.comにログインできるようになり

ます。 

 anonymous FTP アクセスを許可するには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［FTP管理］をクリックします。  

4 ［Anonymous FTP］タブをクリックします。  

5 anonymous FTPサービスを有効にするには、［スイッチオン］をクリッ

クします。   

6 ユーザがFTPサイトにログインしたときに表示されるウェルカムメッ

セージを設定するには、［ログインメッセージを表示します］チェックボ

ックスを選択し、入力フィールドに任意にメッセージテキストを入力

します。   

すべての FTP クライアントがウェルカムメッセージを表示するとは限りません。 

7 ビジターに  /incomingディレクトリへのファイルのアップロードを

許可するには、［受信ディレクトリへのアップロードを許可する］チェッ

クボックスを選択します。  

8 ユーザに/incomingディレクトリでのサブディレクトリの作成を許

可するには、［受信ディレクトリでのディレクトリ作成を許可する］チェ

ックボックスを選択します。  

9 /incomingディレクトリからのファイルのダウンロードを許可する

には、［受信ディレクトリからのダウンロードを許可する］チェックボッ

クスを選択します。  

10 アップロードされたファイルが使用できるディスク容量を制限するに

は、 ［受信ディレクトリにてディスク容量を制限する］オプションに対応

する［無制限］チェックボックスをクリアし、容量をキロバイトで指定

します。   

これがハードクォータです。 この制限に達したとき、ユーザはディレクトリにファ

イルを追加できなくなります。  

11 anonymous FTPサーバへの同時接続数を制限するには、［同時接続の制

限数］オプションに対応する［無制限］チェックボックスの選択を外し、

許可される接続数を指定します。  

ftp://ftp.your-domain.com/


 

 顧客へのサービス 215 

 

12 anonymous FTP接続の帯域幅を制限するには、［このバーチャルFTPド

メインのダウンロード帯域幅を制限する］オプションに対応する［無制限］

チェックボックスの選択を外し、最大帯域幅を1秒当たりのキロバイト

数で入力します。  

13 ［OK］をクリックします。  

 anonymous FTP サーバの設定を変更する、または anonymous FTP サーバを無効
にするには、以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［FTP管理］をクリックします。  

4 ［Anonymous FTP］タブをクリックします。  

5 必要に応じて設定を調整し［OK］をクリックします。 Anonymous FTP

サービスを無効にするには、［ツール］グループの［スイッチオフ］を

クリックします。   
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Webサーバのエラーメッセージのカスタマイズ 

サイトを訪れているビジターが Web サーバが見つけられないページを要求する場合、

Web サーバによりエラーメッセージを伴った標準の HTML ページが生成、表示されま

す。 標準のエラーメッセージにより問題が伝えられる場合がありますが、通常は問題

の解決方法または問題の発生したビジターが通常の作業に戻る方法は述べられず、明確

になりません。  

個人用のエラーページを作成し、個人の Web サーバで使用することができます。 以下

のエラーメッセージは最も頻繁にカスタマイズされるものです。 

 400 Bad File Request. 通常は URL で使用される構文の間違い（大文字は小文字に

する、句点の間違いなど）を意味します。 

 401 Unauthorized.  サーバはクライアントからの暗号化キーを要求していますが

取得できません。 また、入力したパスワードが間違っている場合があります。 

 403 Forbidden/Access denied.  401 に類似したエラーです。サイトにアクセスする

ために特別な許可（登録の場合にはパスワードおよび/またはユーザ名）が必要にな

ります。 

 404 Not Found.  サーバは要求されたファイルを検索できません。 ファイルは移動

または削除されています。あるいは入力された URL またはドキュメント名が間違っ

ています。 これは最も一般的なエラーです。 

 500 Internal Server Error  サーバコンフィグレーション上の問題により、HTML 文

書を取得できませんでした。 

 ドメインのカスタムエラーページを表示するように Plesk の Web サーバを設
定するには、以下の操作を実行します。 

1 Pleskでカスタムエラー文書のサポートをオンにします。   

1. ［ドメイン］> ドメイン名 >［設定］に進みます。   

2. ［カスタムエラードキュメント］チェックボックスを選択します。  

3. ［OK］をクリックします。  

2 ［ドメイン］> ドメイン名 >［Webディレクトリ］に進み、ルートWebデ

ィレクトリのエラー文書一覧を見ます（ここに置いてあるエラー文書

はすべてのドメインWebページに使用されています）。 あるWebディ

レクトリのエラーページをカスタマイズするにはそのディレクトリに

進んでください。  

3 ［エラー文書］タブをクリックしてリストから必要なエラー文書をクリ

ックします。  

 このエラーページについて IIS が提供するデフォルト文書を使用するには、［タ

イプ］メニューから［デフォルト］を選択します。 
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 ドメイン上の error_docsディレクトリに既に存在するカスタム HTML文書を

使用するには、［タイプ］メニューから［ファイル］を選択して［ロケーション］

フィールドにファイル名を指定します。  

 ドメイン上の error_docs以外のディレクトリにあるカスタム HTML文書を使

用するには、［メニューから［URL］を選択して［ロケーション］フィールドに

文書へのパスを入力します。 パスは仮想ホストルート（

<vhosts>\<domain>\httpdocs）と関連している必要があります。 

例えば、forbidden_403_1.html というファイルを作成して、それを

httpdocs にある my_errors ディレクトリに保存したとします。 このファイ

ルをエラー文書として使用するには、以下のパスを［ロケーション］フィールド

に入力する必要があります。  /my_errors/forbidden_403_1.html 

注：カスタムエラー文書をサーバにアップロードするには、FTP およびファイルマ

ネージャーの両方をご利用いただけます。 デフォルトでは、すべてのエラー文書は 

/vhosts/your-domain.com/error_docs/ ディレクトリ（デフォルトでは

C:¥InetPub に置かれています）に保存されています。 

4 Webサーバが再起動すると、御社のエラー文書を使用し始めます。  
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ドメインの DNSゾーン設定のカスタマイズ 

新しいドメイン名ごとに、コントロールパネルにより、定義した設定事前設定に従って

自動的に DNS ゾーンが作成されます。 ドメイン名は自動設定に適合する必要がありま

すが、ドメイン名ゾーンのカスタム変更を実行する必要がある場合、これをコントロー

ルパネルを使用して行うことができます。 

 ドメインの DNS ゾーンのリソースレコードを表示するには、以下の操作を実
行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  画面に所定の

ドメインのすべてのリソースレコードが表示されます。  

ドメインエイリアスの DNS ゾーンのリソースレコードを修正する方法については、「サ

イトの追加ドメイン名の設定（ドメインエイリアス）」 (197 ページ)セクションを参

照してください。 

このセクションの内容: 

リソースレコードの追加 ................................................................................... 219 

リソースレコードの変更 ................................................................................... 220 

ACL（共通アクセスコントロールリスト）の変更 ............................................ 221 

リソースレコードの削除 ................................................................................... 221 

元のゾーン設定の復元 ...................................................................................... 222 
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リソースレコードの追加 

 ゾーンに新しいリソースレコードを追加するには、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［新しいレコードを追加］をクリックします。  

5 リソースレコードのタイプを選択し、適切なデータを指定します。  

 A レコードでは A レコードを作成するドメイン名を入力する必要があります。 

メインドメインのために A レコードを設定する場合は、入力フィールドは空欄

にしてください。 A レコードをネームサーバのために設定する場合は、ネーム

サーバのための適切な入力(例：ns1)をする必要があります。 次に適切なドメイ

ン名と関連づける IP アドレスを入力します。 

 A レコードでは A レコードを作成するドメイン名を入力する必要があります。 

メインドメインのために NS レコードを設定する場合は、入力フィールドを空欄

にしてください。 次に適切なネームサーバの名前を入力フィールドに入力しま

す。 この名前はフルネームである必要があります（例： ns1.mynameserver.com）。  

 MX レコードでは MX レコード作成するドメイン名を入力する必要があります。 

メインドメインのために MX レコードを設定する場合は、入力フィールドを空欄

にしてください。 次にメールエクスチェンジャを入力します。これはあなたの

メールサーバの名前です。 リモートで'mail.myhostname.com'という名前のメー

ルサーバを稼動させている場合は、'mail.myhostname.com'と入力フィールドに

入力します。 次にメールエクスチェンジャの優先度を設定する必要があります。 

ドロップダウンボックスを使用して、優先度を選択します。 0 が最高の優先度、

50 が最低の優先度となります。 リモートのメール交換サーバを使用する場合は、

適切な A レコードおよび/または CNAME レコードを追加する必要があります。 

 CNAME レコードでは、まず CNAME レコードを作成するエイリアスドメイン名

を入力します。 次にエイリアスをつけるドメイン名を入力します。 どのような

ドメイン名を入力することも可能です。 これは同じサーバ上である必要はあり

ません。  

 PTRレコードでは、まずポインターを設定する IPアドレス/マスクを入力します。 

次にこの IP を移送する適切なドメイン名を入力します。  

 TXT レコードでは、SPF レコードの説明など、任意のテキスト文字列を入力で

きます。 

 SRV レコードについては、サービス名、プロトコル名、ポート番号、ターゲッ

トホストを入力する必要があります。 サーバおよびプロトコル名はアンダーラ

イン記号で始める必要があります。 適切なフィールドでサービスの優先度やサ

ービスの重要度を指定することもできます。  

6 ［OK］をクリックしてデータを適用します。  
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リソースレコードの変更 

 ドメインのリソースレコードのプロパティを変更するには、以下の操作を実
行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 修正したいリソースレコードに対応する［ホスト］列内のハイパーリン

クをクリックします。  

5 必要に応じてレコードを修正し［OK］をクリックします。  

 

 ドメインの SOA レコード内のエントリを修正するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［DNS設定］をクリックします。  

4 ［SOAレコード］タブを選択します。  

5 希望する値を指定します。  

 更新。 セカンダリネームサーバがプライマリネームサーバに対して、ドメイン

ゾーンのファイルへ何か変更が加えられたかどうかを確認する頻度です。 Plesk

のデフォルト値は 3 時間です。 

 再試行。 セカンダリサーバが失敗したゾーン転送を再試行するまで待つ時間で

す。 この時間は更新インターバルよりは短いのが普通です。 Plesk のデフォル

ト値は 1 時間です。 

 期限切れ。 そのゾーンが変更または更新されなかった場合、更新インターバル

が経過した後、セカンダリサーバが問い合わせに応答するのを止めるまでの時間

です。 Plesk のデフォルト値は 1 週間です。 

 最小値。 セカンダリサーバが負の応答をキャッシュするまでの時間です。 Plesk

のデフォルト値は 1 日です。 

 デフォルト TTL。 他の DNS サーバがそのレコードをキャッシュに保存するまで

の時間です。 Plesk のデフォルト値は 1 日です。 

6 ［OK］をクリックします。  
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ACL（共通アクセスコントロールリスト）の変更 

Plesk経由で ACL（共通アクセスコントロールリスト）を変更することができます。 ACL

には DNS ゾーン転送を許可されているすべてのホストが含まれます。 

 ドメインの ACL（共通アクセスコントロールリスト）を変更するには以下を
実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 ［転送制限］タブを選択します。  

 ACL へのネットワークを追加するには、［IPアドレス/マスク］フィールドで IP ア

ドレスおよびマスクを指定して［ネットワークの追加］をクリックします。 

 ACL からネットワークを削除するには、一覧から該当するネットワークのチェック

ボックスを選択して ［選択対象を削除］をクリックし、削除を確認して［OK］

をクリックします。 

 
 

リソースレコードの削除 

 ゾーンからリソースレコードを削除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 削除したいレコードに対応するチェックボックスを選びます。  

5 ［選択対象を削除］をクリックします。  

6 削除を確認して［OK］をクリックします。  
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元のゾーン設定の復元 

  サーバ規模の DNS 設定に従って、元のゾーン設定を復元するには、以下を
実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 ［デフォルトにリストアする］をクリックします。  

5 ［IPアドレス］ドロップダウンボックスで、そのゾーンを復元するため

に使うIPアドレスを選択して、wwwエイリアスがそのドメインに必要

かどうかを指定します。   

6 復元を確認して［OK］をクリックします。 ゾーン設定が再作成されま

す。  

 

 ドメインの SOA レコード内のエントリをデフォルト設定に戻すには、以下を
実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 ［SOAレコード］タブを選択します。  

5 ［デフォルトにリストアする］をクリックします。  
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外部ドメインネームサーバを持つサイトの供給 

このサーバ上で Web サイトをホスティングし、そのサイトのプライマリ（マスター）

ネームサーバとして機能するスタンドアロン DNS サーバがある場合は、コントロール

パネルの DNS サーバが、セカンダリ（スレーブ）ネームサーバとして機能するように

設定する必要があることもあります。 

 コントロールパネルの DNS サーバをセカンダリネームサーバとして機能さ
せるには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［切り替え］をクリックします。  

5 プライマリ（マスター）DNSサーバの IPアドレスを指定します。  

6 ［追加］をクリックします。  

7 サーバ上でセカンダリネームサーバを持つ必要があるWebサイトごと

に、1から5のステップを繰り返します。  

 コントロールパネルの DNS サーバをあるゾーンのプライマリとして機能さ
せるには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［切り替え］をクリックします。 そのゾーンの元

のリソースレコードが復元されます。  

Web サイトの中に外部ネームサーバ権限を持つものがある場合、外部ネームサーバに

よって使用されるサイトごとのコントロールパネル DNS サービスをオフにします。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［スイッチオフ］をクリックします。 ゾーンのDNS

サービスを無効にすると、画面が更新されるので、ネームサーバのリ

ストだけが残ります。  

注：リストにあるネームサーバのレコードは、システムに何の影響も与えません。  

ネームサーバのレコードは画面上に表示され、それらをクリックすると、外部権限

を持つネームサーバ上にゾーンの設定が維持されていることを確認することができ

ます。  
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5 外部ネームサーバによって使用されているサイトごとに、1から3のス

テップを繰り返し、ローカルドメインネームサービスを無効にします。  

 権限のあるネームサーバ上に維持されているゾーンの設定を確認したい場
合は、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［DNS設定］をクリックします。  

4 そのゾーンに対して権限のある適切なネームサーバをポイントするエ

ントリをリストに追加します。  ［追加］をクリックしてネームサーバ

を指定し［OK］をクリックします。   

テストしたいネームサーバごとにこれを繰り返します。 レコードがリスト内に表示

されます。 

5 作成したレコードをクリックします。   

Plesk は、リモートネームサーバからゾーンファイルを検索し、リソースレコード

をチェックして、ドメインのリソースが正しく解決されるようにします。 結果が解

釈され、画面上に表示されます。  
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他のサーバにホストされているサイトのドメイ

ン名の使用（ドメイン転送） 

他のサーバにホストされている Web サイトをポイントするドメイン名（複数の場合も

含めて）を使用する必要がある場合は、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［クライアント］ショートカットをクリックし

ます。  

2 ［新しいドメインの追加］をクリックします。  

3 ドメイン名を指定します。   

ユーザが例えばwww.your-domeain.comのような共通・常用の URLによってサイト

へアクセスすることを許可するには、［www］チェックボックスを選択したままに

します。ドメイン名の前に www エイリアスをつけると、ユーザがブラウザに何を

入力しても、そのサイトへ行くことができます。 www.your-domain.comと

your-domain.com、どちらもそのサイトをポイントします。 

4 ［テンプレートを選択する］メニューの［テンプレートなしにドメイン作

成する］オプションを選択したままにします。  

5 選択先のIPアドレスの数がある場合、［IPアドレスの選択］ドロップダ

ウンボックスから必要なアドレスを選択します。   

SSL(Secure Sockets Layer)データ暗号化を実行するために、E-コマースサイトは IP

アドレス（他のサイトと共有でない）が必要であることを忘れないでください。 

6 ［ホスティング設定に進む］チェックボックスがチェックされているこ

とを確認して、［OK］をクリックします。  

7 転送タイプを選択します。 ［フレーム転送］または［標準転送］オプシ

ョンのいずれかを選択します。   

標準転送では、ユーザはそのサイトに転送され、実際のサイト URL がユーザのブラ

ウザに示されます。従って、ユーザは別の URL へ転送されていることが常に分かり

ます。 フレーム転送では、ユーザはそのサイトが実際は別の場所にあることを知ら

ずに転送されます。従って［フレーム転送］が望ましいのです。 

8 ［OK］をクリックします。  

9 転送先のURLを指定します。 このドメインがポイントしてほしい現在

のWebサイトのアドレスです。  

10 ［OK］をクリックします。  

11 1から9までのステップを繰り返し、必要に応じた数だけドメイン転送

先を追加します。  

 
 

http://www.your-domeain.com/
http://www.your-domain.com/
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ドメインの名前変更 

 ドメインの名前を変更するには以下を実行してください。 

1 特定のドメイン管理者ページに進みます（［ドメイン］> ドメイン名）。 

2 ［ドメイン名変更］をクリックします。  

3 ［ドメイン名］フィールドにドメインの新しい名前を入力します。  

www.your-domain.comのような一般的なURLでユーザがWebサイトの

アクセスできるよう許可するには、［www］チェックボックスは選択し

たままにします。   

ドメイン名の前に www エイリアスをつけたるのは無料でできますが、この場合は

ブラウザに入力した文字に関係なくユーザに Web サイトへのアクセスを許可する

ことになります。 そして、www.your-domain.com と your-domain.comは同じサイ

トをポイントします。 

4 ［OK］をクリックします。 この実行には数分かかることがあり、その

間すべてのドメインサービスは停止します。  

ドメインの名前変更には DNS レコードの変更が伴うため、名前変更後 48 時間までは

DNS の伝搬が許可されています。 

ドメインの中断と中断解除 

 ドメインを中断するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットを選択します。  

2 必要なドメインをクリックします。  

3 ［スイッチオフ］をクリックします。  

ドメインは中断されます。その Web、FTP、メールサービスはインターネットユー

ザにはアクセスできなくなります。また、ドメインオーナーはコントロールパネル

にログインできなくなります。  

 ドメインを中断解除するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットを選択します。  

2 必要なドメインをクリックします。  

3 ［スイッチオン］をクリックします。  

 
 

http://www.your-domain.com/
http://www.your-domain.com?your-domain.com/


 

 顧客へのサービス 227 

 

ドメインの削除 

 ドメインとその Web コンテンツを削除するには、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 削除したいドメイン名に対応するチェックボックスを選びます。  

3 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をクリック

します。  

 

 サブドメインとその Web コンテンツを削除するには、以下の操作を実行しま
す。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［サブドメイン］アイコンをクリックします。 

4 削除したいサブドメインに対応するチェックボックスを選びます。  

5 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をクリック

します。  

 

 



 

  
 

Web サイトのセキュリティ 

この章ではサーバでホスティングしている Web サイトのセキュリティをどうやって向
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SSL (セキュアソケットレイヤー) 暗号化による

E-コマーストランザクションの保護 

クライアントが E-コマースビジネスを運営している場合、クライアントのサイトと顧

客間でのトランザクションを安全に行うことが必要です。 クレジットカード番号やそ

の他の個人情報など価値の高いデータが盗まれないようにするためには、セキュアソケ

ットレイヤープロトコルを使用して下さい。これはデータをすべて暗号化し、SSL 接続

により安全に転送します。 また、たとえ誰かが悪意でデータを傍受しても、そのデー

タを解読し使用することはできないでしょう。 

Web サーバにセキュアソケットレイヤープロトコルを実装するには、信頼できる認証

ベンダー（このようなベンダーを認証局という）から SSL 証明書を購入し、サイトに

この証明書をインストールして下さい。 SSL 保護を有効にするには、他の Web サイト

と共有しない専用の IP アドレス上にサイトを設置する必要があります。 

認証局は多くありますので、その中から選んで下さい。 選択時には認証局の評判や信

用性を考慮します。 認証局の運営年数や顧客数などについて調べておくと、選択時に

役立つことでしょう。 

Plesk コントロールパネルでは、GeoTrust, Inc. および GoDaddy から SSL 証明書を購

入できるようになっています。 

このセクションの内容: 

SSL 証明書を GeoTrust, Inc. または GoDaddy から入手してインストール ...... 230 

SSL 証明書を他の認証局から入手してインストール ........................................ 232 

無料の自己署名 SSL 証明書の作成とインストール ........................................... 234 

証明書をサイトからアンインストール .............................................................. 235 

他のドメインと共有の SSL 証明書 (共有 SSL) の使用 ..................................... 236 
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SSL 証明書を GeoTrust, Inc. または GoDaddy から入手して

インストール 

 MyPleskCom オンラインストアを通じて SSL 証明書を購入し、サイトを保護す
るには、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［証明書］をクリックします。 リポジトリ内に

あるSSL証明書のリストが表示されます。  

4 ［新しい証明書の追加］をクリックします。  

5 証明書のプロパティを指定します。  

 証明書の名前。 リポジトリ内で証明書を識別するのに役立ちます。 

 暗号化レベル。 SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。 1024 ビット以上を

選択するようお勧めします。 

 場所と組織名の指定。 入力できるのは 64 文字までです。 

 SSL 証明書を購入するドメインの名前の指定。  省略形でないものにしてくださ

い。 例： www.your-domain.com。 

 ドメイン管理者のメールアドレスの入力。 

6  この情報をもとに秘密鍵が生成されるため、間違いがないかよく確認

してください。  

7 ［証明書の購入］をクリックします。  秘密鍵と証明書署名リクエスト

が生成されますので、これは削除しないでください。  MyPlesk.comロ

グインページが新しいブラウザウィンドウで開きます。  

8 既存のMyPlesk.comアカウントへ登録またはログインし、ステップバ

イステップの手順に従って証明書を購入します。  

9 購入したい証明書の種類を選択します。  

10 ［購入する］をクリックし、証明書を注文します。  ［承認者メールアド

レス］ドロップダウンボックスで、正しい承認者メールアドレスを選択

します。   

11 承認者メールアドレスは、特定のドメイン名の証明書が権限を持つユ

ーザによりリクエストされたことを確認するためのメールアドレスで

す。  

12 証明書リクエストが処理されると確認のメールが送信されます。 承認

するとSSL証明書がメールで送信されます。  

13 受信したSSL証明書はローカルマシンかネットワークに保存してくだ

さい。  

14 SSL証明書レポジトリへ戻ります（［ドメイン］> ドメイン名 >［証明書］）。 

http://www.your-domain.com/
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15 ページの中央にある［参照］をクリックし、保存された証明書のある場

所へ行きます。 証明書をクリックし、［ファイル送信］をクリックしま

す。 対応する秘密鍵に対する証明書がアップロードされインストール

されます。  

16 ドメイン管理者画面に戻り（［ドメイン］> ドメイン名）、［ホスティン

グ］グループにある［設定］をクリックします。  

17 ［証明書］ドロップダウンボックスからインストールするSSL証明書を

選択します。   

ご自身が共用ホスティングアカウントだった場合は［証明書］ドロップダウンボッ

クスが画面に表示されません。その場合、ホスティングパッケージをアップグレー

ドしてホスティングプロバイダから専用 IP アドレスを購入する必要があります。 

18 ［SSL対応］チェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。  
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SSL 証明書を他の認証局から入手してインストール 

 他の認証局からの SSL 証明書を使用してサイトを保護するには、以下の操作
を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［証明書］をクリックします。 リポジトリ内に

あるSSL証明書のリストが表示されます。  

4 ［新しい証明書の追加］をクリックします。  

5 証明書のプロパティを指定します。  

 証明書の名前。 リポジトリ内で証明書を識別するのに役立ちます。 

 暗号化レベル。 SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。 1024 ビット以上を

選択するようお勧めします。 

 場所と組織名の指定。 入力できるのは 64 文字までです。 

 SSL 証明書を購入するドメインの名前の指定。  省略形でないものにしてくださ

い。 例： www.your-domain.com。 

 ドメイン管理者のメールアドレスの入力。 

6  この情報をもとに秘密鍵が生成されるため、間違いがないかよく確認

してください。  

7 ［リクエスト］をクリックします。  秘密鍵と証明書署名リクエストが

生成され、リポジトリに格納されます。  

8 証明書署名リクエスト  （CSR） ファイルをダウンロードし自分のマ

シンに保存します。  その実行には、それぞれの アイコンをクリック

します。  

9 ダウンロードが完了したらファイルをテキストエディタで開き、テキ

ストを -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- から -----END CERTIFICATE 

REQUEST----- までクリップボードにコピーします。 -----BEGIN CERTIFICATE 

REQUEST----- および   -----END CERTIFICATE REQUEST----- の行も証明書署名

リクエストの一部であるため、必ず含めるようにしてください。  

10 お好みのメールクライアントソフトウェアを使用し、新しいメールメ

ッセージを作成し、テキストをクリップボードから貼り付けます。  こ

のメッセージを認証局に送信します。認証局はあなたが提供した情報

に応じてSSL証明書を作成します。  

11 受信したSSL証明書はローカルマシンかネットワークに保存してくだ

さい。  

12 SSL証明書レポジトリへ戻ります（［ドメイン］ > ドメイン名 >［証明

書］）。 

http://www.your-domain.com/
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13 ページの中央にある［参照］をクリックし、保存された証明書のある場

所へ行きます。 証明書をクリックし、［ファイル送信］をクリックしま

す。 対応する秘密鍵に対する証明書がアップロードされインストール

されます。  

14 ドメイン管理者画面に戻り（［ドメイン］> ドメイン名）、［ホスティン

グ］グループにある［設定］をクリックします。  

15 ［証明書］ドロップダウンボックスからインストールするSSL証明書を

選択します。   

ご自身が共用ホスティングアカウントだった場合は［証明書］ドロップダウンボッ

クスが画面に表示されません。その場合、ホスティングパッケージをアップグレー

ドしてホスティングプロバイダから専用 IP アドレスを購入する必要があります。 

16 ［SSL対応］チェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。  
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無料の自己署名 SSL 証明書の作成とインストール 

顧客が証明書を購入する必要がなく、接続セキュリティが必要になる場合、自己署名証

明書を作成し、Web サーバにインストールできます。 この機能によりデータを暗号化

できますが、顧客のブラウザには、認証された機関により証明書が発行されていないこ

とを伝える警告メッセージが表示されます。 このように、自己署名証明書の使用は顧

客から信用を得られず、クライアントのオンライン販売に悪影響を及ぼす可能性がある

ため、推奨されません。 

 サイトを自己署名 SSL 証明書で保護するには、以下の操作を実行します。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［証明書］に進んで［新しい証明書の追加］

をクリックします。  

2 証明書のプロパティを指定します。  

 証明書の名前。 リポジトリ内で証明書を識別するのに役立ちます。 

 暗号化レベル。 SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。 1024 ビット以上を

選択するようお勧めします。 

 場所と組織名の指定。 入力できるのは 64 文字までです。 

 SSL 証明書を購入するドメイン名を指定します 例えば、以下のようになります。 

www.your-domain.com。 

 ドメインオーナーのメールアドレスを入力します。 

1. ［自己署名］をクリックします。  証明書が生成され、リポジト

リに格納されます。  

3 ドメイン管理者画面に戻り（［ドメイン］ >  ドメイン名）、［ホスティ

ング］グループの［設定］をクリックします。  

4 ［証明書］ドロップダウンボックスから、自己署名SSL証明書を選択し

ます。  

ご自身が共用ホスティングアカウントだった場合は［証明書］ドロップダウンボッ

クスが画面に表示されません。その場合、ホスティングパッケージをアップグレー

ドしてホスティングプロバイダから専用 IP アドレスを購入する必要があります。 

5 ［SSL対応］チェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。  

 
 

http://www.your-domain.com/
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証明書をサイトからアンインストール 

  証明書をサイトからアンインストールし、SSL 保護を無効にするには、以下
の操作を実行します。 

1 削除する必要のある証明書が使用中でないことを確認します。 

2 ［ドメイン］> ドメイン名 >［設定］に進みます。  ［証明書］ドロップ

ダウンボックスに、現在使用中のSSL証明書が表示されます。   

3 削除が必要な証明書が現在使用中の場合は、まずこの証明書をリリー

スしてください。  ［証明書］ドロップダウンボックスで別の証明書を

選択し［OK］をクリックします。   

4 リポジトリから証明書を削除します。  

5 証明書をリポジトリから完全に削除するには、［ドメイン］>  ドメイン

名 >［証明書］に進み、必要のなくなった証明書に対応するチェックボ

ックスを選択して、  ［選択対象を削除］をクリックします。  削除を

確認して［OK］をクリックします。  

6 SSL対応が不要になった場合は、無効にします。  

7 ［ドメイン］> ドメイン名 >［設定］に進みます。  

8 ［SSL対応］チェックボックスを解除し、［OK］をクリックします。  

 
 



 

236 顧客へのサービス 

 

他のドメインと共有の SSL 証明書 (共有 SSL) の使用 

共有 SSL は、SSL 証明書を購入しなくても SSL （セキュアソケットレイヤー）でサイ

トへのアクセスを保護するための手段です。 共有 SSL を採用している SSL は、実際に

は他のドメインと共有している認証を使用しています。 SSL 認証を共有しているドメ

インはマスター SSL ドメインと呼ばれています。 

注：顧客が共有 SSL を使用できるようにするためには、マスター SSL ドメインを設定

する必要があります。 詳細については「共有 SSL のマスター SSL ドメインの設定」 

( 96 ページ)のセクションをご参照ください。 

 共有SSLを有効化してマスター SSLドメインの証明書を使用するには以下を
実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［共有SSL］アイコンをクリックします。  

4 ［共有SSLをスイッチオンする］チェックボックスを選択します。   

5 対応する入力フィールドに仮想ディレクトリ名を指定します。 指定し

た名前の仮想ディレクトリはマスター  SSLドメインに作成されます。  

このディレクトリはSSL経由で御社のサイトにアクセスするのに使用

されます。  

例えば、御社が「mydomain.com」という名前のドメインを持っていて、マスター SSL

ドメインが「master_ssl_domain.com」と定義されていて、御社が提供する仮想デ

ィレクトリの名前が「my_virtual_dir」だとします。 この場合、SSL 経由で御

社のサイトにアクセスするには以下のアドレスを使用します。 

https://master_ssl_domain.com/my_virtual_dir  

注：御社が共有 SSL を使用している場合、御社のドメイン名（例：mydomain.com）

を使用して SSL 経由で御社のサイトにアクセスすることはできません。 

6 保護されたコンテンツが置かれているドメインのディレクトリを指定

してください。  指定したディレクトリ内のドキュメントはSSL経由で

のみアクセス可能です。  ターゲットディレクトリにはhttpdocsまた

はhttpsdocsのいずれかしか選択することはできません。  

7 ドメインをSSL経由でのみアクセス可能にするには、［SSLを必要とす

る］チェックボックスを選択します。  

8 ［OK］をクリックします。  

 

 共有SSLを無効化してマスター SSLドメインの証明書の使用をやめるには以
下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

https://master_ssl_domain.com/my_virtual_dir
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2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［共有SSL］アイコンをクリックします。  

4 ［共有SSLをスイッチオンする］チェックボックスを解除します。  

5 ［OK］をクリックします。  

 
 

ドメインの帯域幅使用量の制限 

ドメインの帯域幅使用量を制限して、リソース超過をもたらす帯域幅の過使用を防ぐこ

とができます。 

 ドメインの帯域幅を制限するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［パフォーマンス］をクリックします。  

4 ［帯域幅制限をスイッチオンする］チェックボックスを選択します。  

5 ドメインがそのすべての接続を共用できる最高速（１秒あたりのKBで

測定します）を［ネットワーク使用の上限 (KB/S)］フィールドに入力しま

す。  

6 ［OK］をクリックします。  
 

ドメインへの同時 Web接続の量の制限 

サービス妨害を防ぎ帯域幅の使用超過を防ぐため、ドメインへの同時 Web 接続の上限

数を設定することができます。 

 ドメインへの同時 Web 接続の上限数を制限するには以下を実行してくださ
い。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［パフォーマンス］をクリックします。  

4 ［接続数制限をスイッチオンする］チェックボックスを選択します。   

5 ［コネクション制限数］フィールドに同時接続の上限数を入力します。  

6 ［OK］をクリックします。  
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サイトを帯域幅流用（ホットリンク）から保護 

ホットリンク（ファイルリーチング、リモートリンキング、ダイレクトリンキング、帯

域幅スチーリング、帯域幅流用などとも呼ばれます）とは、あるドメインオーナーの

Web ページが、通常 <IMG> タグを使用してたのドメインオーナーの Web ホスト上の

画像（もしくはその他のマルチメディアファイル）に直接リンクしていることを示す用

語です。 ドメインがホットリンクされていると、帯域幅使用量の超過という問題が起

こります。  

 ドメインをホットリンクから保護するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［ホットリンクを防御］をクリックします。 

4 ［スイッチオン］をクリックしてホットリンクからの保護を有効にしま

す。  

5 ［防御するファイル拡張子］フィールドに、ホットリンクから保護した

いファイルの拡張子（例：jpg、bmpなど）を指定します。 複数のファ

イル拡張子を指定する場合はスペースで区切ります。  

6 ［OK］をクリックします。  

このセクションの内容: 

ドメインのドメインファイルに対する直接リンクの許可および拒否 .................239 
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ドメインのドメインファイルに対する直接リンクの許可

および拒否 

あるドメインが御社のドメインファイルに直接リンクすることを許可および拒否する

こともできます。 

 ドメインが御社のドメインファイルに直接リンクするのを許可するには以
下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホットリンクの防御］をクリックします。  

4 ドメイン名を［友好なドメイン］フィールドに入力します。  

5 ［追加］をクリックします。  

6 必要に応じてステップ2と3を繰り返して他のドメインを追加し、終了

したら［OK］をクリックします。  

 

 ドメインが御社のドメインファイルに直接リンクするのを拒否するには以
下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホットリンクの防御］をクリックします。  

4 ［友好なドメイン］フィールドからドメインを選択します。  

5 ［削除］をクリックします。  

6 ［OK］をクリックします。  

 
 



 

240 顧客へのサービス 

 

パスワード保護による Webサイトのリソースへ

のアクセス制限 

許可されたユーザにのみ表示されるディレクトリをサイトに作成する場合、これらのデ

ィレクトリへのアクセスをパスワード保護で制限します。 

このセクションの内容: 

リソースの保護 ................................................................................................. 240 

認証ユーザの追加および削除 ............................................................................ 241 

リソースの保護解除 .......................................................................................... 242 
 
 

リソースの保護 

 サイト内のディレクトリをパスワード保護し、許可されたユーザを指定する
には、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 ［一般］タブでWebディレクトリ一覧から必要な名前をクリックして

［保護］タブを選択します。  その変わりに、保護するディレクトリに

対応する   アイコンをクリックすることもできます。  

5 ［保護］をクリックして保護を設定します。   

6 許可されたユーザを追加するには、［ツール］グループの［新しいユー

ザの追加］をクリックします。  

7 保護された領域へのアクセスに使用するログイン名とパスワードを指

定します。 パスワードには5～14個の記号を使用します。 ［OK］をク

リックします。    

8 ［プリファレンス］をクリックして、ユーザが保護エリアを訪れると表

示されるリソースの説明や歓迎メッセージなどを［レルムアクセステキ

スト］入力フィールドに入力します。  ［OK］をクリックします。   

9 この保護されたリソースに対して、許可されたユーザを追加するには、

ステップ7と8を繰り返します。  
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認証ユーザの追加および削除 

 保護されたディレクトリに認証ユーザを追加するには、以下の操作を実行し
ます。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 ［一般］タブでWebディレクトリ一覧から必要な名前をクリックして

［保護］タブを選択します。  その変わりに、必要なディレクトリに対

応する アイコンをクリックすることもできます。  

5 ［ツール］グループの［新しいユーザの追加］をクリックします。  

6 保護された領域へのアクセスに使用するログイン名とパスワードを指

定します。  パスワードには5～14個の記号を使用します。  

7 ［OK］をクリックします。  

 

 保護されたディレクトリに許可されたユーザのパスワードを変更するには、
以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 ［一般］タブでWebディレクトリ一覧から必要な名前をクリックして

［保護］タブを選択します。  その変わりに、必要なディレクトリに対

応する  アイコンをクリックすることもできます。  

5 保護されたURLユーザ一覧からユーザ名をクリックします。  

6 新規パスワードを指定して確認します。  

7 ［OK］をクリックします。  

 

 ユーザが保護されたディレクトリにアクセスするための権限を無効にする
には、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 ［一般］タブでWebディレクトリ一覧から必要な名前をクリックして

［保護］タブを選択します。  その変わりに、必要なディレクトリに対

応する  アイコンをクリックすることもできます。  
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5 ユーザ名に対応するチェックボックスを選択します。  

6 ［選択対象を削除］をクリックします。 操作を確認して［OK］をクリ

ックします。  

 
 

リソースの保護解除 

 パスワード保護を解除し、リソースを一般ユーザが利用できるようにするに
は、以下の操作を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 ［一般］タブでWebディレクトリ一覧から必要な名前をクリックして

［保護］タブを選択します。  その変わりに、必要なディレクトリに対

応する  アイコンをクリックすることもできます。  

5 保護を削除するディレクトリ名に対応するチェックボックスを選択し

ます。  

6 ［選択対象を削除］をクリックします。 保護が削除され、ディレクト

リの内容は無制限に一般に公開されます。  

 
 

ファイルおよびフォルダのアクセス権限の設定 

Plesk は特別な権限や権限継承を含むファイルおよびフォルダのアクセス権限の設定フ

ァイルを提供しており、それは Windows インターフェースで提供される方法とよく似

ています。 

注：セキュリティ上の観点から、管理者、SYSTEM、および Plesk ドメイン管理者の権

限は変更または削除することができません。 

このセクションの内容: 

グループおよびユーザのアクセス権限の設定および変更 .................................. 243 

グループおよびユーザのアクセス権限の削除 ................................................... 244 

ファイルおよびフォルダへのアクセス権限継承の設定 ..................................... 245 

特別なアクセス権限の設定、変更、削除 .......................................................... 246 

仮想ディレクトリのアクセス権限の設定 .......................................................... 247 

アクセス権限の修復 .......................................................................................... 247 
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グループおよびユーザのアクセス権限の設定および変更 

 グループまたはユーザのアクセス権限を設定または変更するには以下を実
行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ファイルマネージャ］をクリックします。  

4 必要なファイルまたはフォルダに対応する   をクリックします。  

 グループまたはユーザの権限を変更または削除するには、その名前を［グループ

またはユーザの名前］リストからクリックします。 

 ［グループまたはユーザの名前］リストにないグループまたはユーザの権限を設

定するには、上側のドロップダウンボックスから必要なグループまたはユーザの

名前を選択して をクリックします。 するとリストにユーザ/グループ表示され

ます。 それを選択します。 

5 選択したユーザ /グループの権限を許可または拒否するには、［ユーザ/

グループのパーミッション］にリストされた権限に対応する［許可］また

は［拒否］チェックボックスを選択します。  

注：［許可］や［拒否］カラムのチェックボックスがグレー表示されていたら、そ

の権限は親フォルダから継承されたものであることを意味します。 

 親フォルダから継承された権限を拒否するには、［拒否］から必要なチェックボ

ックスを選択します。 するとこのファイル/フォルダに関する継承された権限は

上書きされます。 

 親フォルダから「拒否」として継承された権限を許可するには、［親からこのオ

ブジェクトおよびすべての子オブジェクトへの継承権限を許可する。 ここで明

確に定義したエントリも含む］チェックボックスの選択を外します。 すると継

承された権限が消去されます。 それから［許可］および［拒否］で必要なチェ

ックボックスを選択します。 

6 ［OK］をクリックします。  
 



 

244 顧客へのサービス 

 

グループおよびユーザのアクセス権限の削除 

 グループおよびユーザのアクセス権限を削除するには以下を実行してくだ
さい。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ファイルマネージャ］をクリックします。  

4 必要なファイルまたはフォルダに対応する   をクリックします。  

5 ［グループまたはユーザ名］一覧から必要な名前を選択して、その隣の  

 をクリックします。  

注： アイコンは、親オブジェクトから継承された権限を持つ使用できないエント

リに対して表示されます。 

6 必要なエントリを選択します。  

7  ［親からこのオブジェクトおよびすべての子オブジェクトへの継承権限を

許可する。 ここで明確に定義したエントリも含む］チェックボックスを選

択します。  

8 エントリをもう一度選択して をクリックします。  

9 ［OK］をクリックします。  
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ファイルおよびフォルダへのアクセス権限継承の設定 

 ファイルおよびフォルダへのアクセス権限継承を設定するには以下を実行
してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［ファイルマネージャ］をクリックします。 

4 必要なファイルまたはフォルダに対応する   をクリックします。  

5 親フォルダからのファイル /フォルダ継承権限がない場合は、［親から

このオブジェクトおよびすべての子オブジェクトへの継承権限を許可する。 

ここで明確に定義したエントリも含む］チェックボックスを選択します。 

6 このフォルダに含まれるファイルおよびフォルダが、ここで定義した

フォルダ権限を継承するようにするには、［子オブジェクトに適用され

るすべての子オブジェクトに対する権限エントリを置き換える］チェックボ

ックスを選択します。  

7 ［OK］をクリックします。  
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特別なアクセス権限の設定、変更、削除 

フォルダ権限継承の高度な管理などの特別な権限を設定、変更、削除することもできま

す。 ［高度］権限管理モードでは、各々異なる権限セットを持つ複数の権限エントリ

を 1 つのグループまたはユーザに結び付けることができます。 また、［高度］モード

の権限リストはより詳細でファイル/フォルダのメンテナンスに大変役立ちます。 

Microsoft Windows インターフェースにない権限も含まれていますが、ネイティブ

Microsoft Windows 権限は維持しています。 読み取りコントロール、書き出しコントロ

ール、実行コントロールです。 

 ファイル/フォルダの特別な権限を設定、変更、削除するには以下を実行して
ください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ホスティング］グループの［ファイルマネージャ］をクリックします。 

4 必要なファイルまたはフォルダに対応する   をクリックします。  

5 ［拡張］をクリックします。  

 グループまたはユーザの権限エントリを作成するには、その名前を［グループま

たはユーザ名］一覧から選択して  をクリックします。 

 グループまたはユーザのファイル/フォルダ権限を設定または変更するには、そ

の名前を［グループまたはユーザ名］一覧から選択して［グループ/ユーザのパ

ーミッション］の権限一覧に対応する［許可］または ［拒否］チェックボック

スを選択します。 

 グループまたはユーザの権限エントリを削除するには、その名前を［グループま

たはユーザ名］一覧から選択して  をクリックします。 

 フォルダの子オブジェクトが［グループ/ユーザのパーミッション］で定義した

権限を継承するようにするには、［子オブジェクトに適用されるここに示すエン

トリを持つすべての子オブジェクトの権限エントリを置き換える］チェックボッ

クスを選択して［適用］のチェックボックスを選択します。   

6 ［OK］をクリックします。  
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仮想ディレクトリのアクセス権限の設定 

アクセス権限は仮想（Web）ディレクトリにも適用されます。 

 仮想ディレクトリのアクセス権限を設定するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［Webディレクトリ］をクリックします。  

4 Webサイト構造を参照して必要なディレクトリをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［パーミッション］をクリックして上記セクショ

ンで説明した仮想ディレクトリのアクセス権限を設定します。  
 

アクセス権限の修復 

サイト上のスクリプトが停止した場合は、定義に間違いがあったか、もしくはファイル

およびフォルダアクセス権限が壊れたせいかも知れません。  まず正しいアクセス権限

の確認および修復プロセスを実行してからスクリプトを復元することをお勧め致しま

す。 

 正しいアクセス権限の確認および修復プロセスを実行しスクリプトを復元
するには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 権限を確認したいドメイン名に対応するチェックボックスを選択しま

す。  

3 ［パーミッションチェック］をクリックします。  

4 必要に応じて、設定を調整してください。  

 アクセス権限を確認して修復するには［チェックのみ］チェックボックスの選択

を外します。 ［チェックのみ］を選択したままにすると Read Only モードでチ

ェックが行われてエラーレポートが作成されますが、修復はされません。 

 確認および修復のレポートをメールで受け取るには、［通知をメールで送信］チ

ェックボックスの選択を残したままにして必要なメールアドレスをフィールド

に指定します。 

5 ［OK］をクリックします。  必要なオプションが設定されていれば、

Pleskは権限の確認および修復を開始します。  このプロセスは、ドメ

インのファイルおよびフォルダ構造の複雑さによって長時間かかるこ

とがあります。  
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ユーザアカウント間のドメイン転送 

 あるユーザアカウントから別のユーザアカウントへドメインを転送するに
は、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットを選択します。 ま

たは、ナビゲーションペインの［クライアント］ショートカットを選択

し、必要なクライアント名をクリックします。   

2 転送したいドメインに対応するチェックボックスを選択して ［オーナ

ーの変更］をクリックします。  

3 選択したドメインを転送したい宛先アカウントを選択し［次へ >>］を

クリックします。  

Plesk は、宛先のクライアントアカウントが転送されたドメインを正しく機能させ

るための適切なリソース量を提供できるかどうかを確認します。 クライアントアカ

ウントに新規ドメインを収容するだけのリソースがない場合、リソース不足がハイ

ライトされます。 宛先クライアントアカウントに必要な量のリソースを割り当てる

には、［クライアント］>［クライアント名］>［制限］に進んでリソース量を調節

してからドメイン転送プロセスをもう一度行います。 

必要なドメインの［新規 IPアドレス］メニューから宛先 IP アドレスを選択してド

メインの転送に IP アドレスを使用することもできます。 

4 この手順を終了するには［終了］をクリックします。  

 

 



 

  
 

メールサービスの使用 

1 つのメールアカウントで様々なメールサービスを利用できます。 例えば、標準的な

メールボックスとしてメールを受取ったり、多数の宛先へ転送したり、送信者へ自動的

に応答するようなメールアドレスを持つことができます。 

外部メールサーバを持つ特定のドメイン下のメールボックスを提供するには以下を実

行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［DNS設定］に進みます。  

2 ［レコードタイプ］の列でMXレコードを指定し、左側の［ホスト］の列

でそれぞれのリンクをクリックします。  

3 ［メールエクスチェンジャを入力］ボックスに外部メールサーバのホスト

名（例えばmailserver.example.com）を入力します。  

4 ［OK］をクリックします。  

5 ［上位レベルへ］をクリックしてドメイン管理画面に戻ります。  

6 ［メール］をクリックします。  

7 ［スイッチオフ］をクリックします。  

この章の内容: 

メールボックスの作成 .......................................................................................250 

メールボックスからメールを取得するためのメールプログラムの設定 .............252 

Web ブラウザからメールにアクセス .................................................................254 

スパムからのメールボックスの保護 ..................................................................255 

ウイルスからのメールボックスの保護 ..............................................................262 

メールボックスの中断と中断解除 .....................................................................264 

メールボックスの削除 .......................................................................................265 

アカウントのメールボックスフォワーダへの変更を決定した場合のメールボックス

サービスの無効化 ..............................................................................................265 

単一メールアドレスへのメール転送の設定 .......................................................266 

複数メールアドレスへのメール転送の設定 .......................................................268 

メールフォワーダの削除....................................................................................270 

自動応答の設定 ..................................................................................................271 

自動応答の無効化 ..............................................................................................273 

存在しないユーザ宛メールの処理に対するサイト単位のプリファレンスの設定（メ

ール転送） .........................................................................................................274 

複数のメールアカウントへの類似変更の同時処理の導入 ..................................275 

複数の顧客に対するメール一括送付 ..................................................................276 

メーリングリストの保守....................................................................................281 
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メールボックスの作成 

メールアドレスをyourname@domain.comなどの特定のサイトに関連付ける場合、メ

ールボックスを作成する必要があります。 このためには、以下を実行します。 

 メールボックスを作成するには、以下を実行します。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］に進み、［新しいメールアカウン

トを追加］をクリックします。  

2 ドメイン名が  @ 記号の右側に表示され、あとはメールボックスに必

要な名前を指定するだけです。   

ドットで区切った名字と名前、部署名、その他のラテン記号のテキストなどを指定

できます。 名前は覚えられる長さにする必要があります。 英数字、ダッシュ、ド

ット、アンダースコアの記号を使用できます。 

3 メールボックスへのアクセスに使用するパスワードを指定します。  

4 ［メールボックス］チェックボックスが選択されていることを確認して、

［OK］をクリックします。  

これでプロバイダのサーバにメールボックスが作成されました。新しいメールボックス

を通じてメールを送受信できるようにお気に入りのメールプログラムを設定できます。 

他のユーザのメールボックスを作成するには、以下を実行します。 

 他のユーザのメールボックスを作成するには、以下を実行します。 

1 ［ドメイン］> ドメイン名  >［メール］に進み、［新しいメールアカウン

トを追加］をクリックします。  

2 ドメイン名が  @ 記号の右側に表示され、あとはメールボックスに必

要な名前を指定するだけです。   

ドットで区切ったユーザの名字と名前、部署名、その他のラテン記号のテキストな

どを指定できます。 名前は覚えられる長さにする必要があります。 英数字、ダッ

シュ、ドット、アンダースコアの記号を使用できます。 

3 メールボックスのオーナーがメールボックスへのアクセスに使用する

パスワードを指定します。  

4 メールボックスオーナーがメールボックス管理パネルを使用して自分

のメールボックスを管理するのを許可する場合は、［コントロールパネ

ルアクセス］チェックボックスを選択し、ユーザのコントロールパネル

の言語を指定します。  

5 チェックマークが［メールボックス］チェックボックスに表示されるこ

とを確認してください。 必要に応じて、このメールボックスおよび自

動応答の添付ファイルで使用できるディスク容量を制限します。 この

場合、［メールボックスクォータ］で［サイズ入力］オプションを選択し、

指定する値をキロバイトで入力します。  ［OK］をクリックします。  

mailto:yourname@domain.com
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6 メールボックスオーナーがスパムフィルタとアンチウイルスを設定し

使用するのを許可する場合は、［パーミッション］をクリックしてそれ

ぞれのチェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。   

これでメールボックスが作成され、Plesk に専用のメール管理パネルが設定されました。 

管理パネルに入力する場合、メールボックスオーナーは URL 

https://your-domain.com:8443を閲覧し、［ログイン］ボックスにメールアドレスを入

力し、［パスワード］ ボックスにメールボックスのパスワードを入力してから、［ロ

グイン］をクリックします。 
 

https://your-domain.com:8443/
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メールボックスからメールを取得するためのメ

ールプログラムの設定 

 Microsoft Outlook Express を設定するには、以下を実行します。 

1 Microsoft Outlook Expressを開きます。  

2 ［ツール］>［アカウント］に進みます。  

3 ［メール］タブをクリックして、メールアカウントのリストを開きます。 

4 ［追加>］ボタンをクリックし、［メール…］項目を選択します。  

5 送信する全てのメッセージに表示される名前を入力し、［次へ>］をク

リックします。  

6 Pleskで作成したメールアドレス（例：your.name@your-domain.com）

を入力し、［次へ >］をクリックします。  

7 受信メールサーバのプロトコルを選択します。   

8 メールドメイン名を受信および発信メールサーバとして指定し（例：  

mail.your-domain.com）、［次へ >］をクリックします。  

9 ［アカウント名］ボックスにメールアドレスを入力します（例：  

your.name@your-domain.com）。 

10 パスワードを入力します。 これはPleskでメールボックスを作成する

際に指定したパスワードです。   

11 メールプログラムがメールサーバに接続し新規メールをチェックする

たびに、パスワードの入力が要求されないようにする場合は、［パスワ

ードを記憶する］ボックスにチェックを付け、［次へ >］をクリックしま

す。  

12 メールプログラムの設定を終了する場合は、［完了］をクリックします。  

 

 Mozilla Thunderbird を設定するには、以下を実行します。 

1 Mozilla Thunderbirdを開きます。  

2 ［ツール］>［アカウント設定...］に進みます。  

3 ［アカウントを追加］をクリックします。 アカウントウィザードが開き

ます。  

4 ［メールアカウント］オプションを選択したまま、［次へ >］をクリック

します。  

5 送信するすべてのメッセージに表示される名前を入力します。  

6 Pleskで作成したメールアドレスを入力します。   

mailto:your.name@your-domain.com
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例えば、your.name@your-domain.comのように入力し、［次へ>］をクリックしま

す。 

7 受信メールサーバのプロトコルを選択します。  

8 メールドメイン名を受信および発信メールサーバとして指定し（例：  

mail.your-domain.com）、［次へ >］をクリックします。  

9 受信ユーザ名ボックスで、自分の完全なメールアドレス（例：

your.name@your-domain.com）を指定し、［次へ>］をクリックします

。 

10 このアカウントを参照する際の名前（例：Work Account）を入力し、

［次へ>］をクリックします。  

11 入力した情報が正しいことを確認し、［完了］をクリックします。  

12 ［OK］をクリックして、アカウント設定ウィザードを閉じます。  

 
 

mailto:your.name@your-domain.com
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Webブラウザからメールにアクセス 

自宅やオフィスのコンピュータから離れている場合でも、自分のメールを読み出し、新

しいメッセージを作成することができます。 この場合、まずコントロールパネルに統

合されている Horde Web メールインターフェースへのアクセスを許可する必要があり

ます。 すると、インターネットに接続し、Web ブラウザプログラムがインストールさ

れたすべてのコンピュータで自分のメールを操作することができます。  

 Web メールインターフェースへのアクセスを可能にするには、以下を実行し
てください。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧からドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］アイコンをクリックします。  

4 ［プリファレンス］をクリックします。  

5 ［Webメール］メニューでWebメールクライアントソフトウェアを選択

し、このドメイン内のメールボックスのユーザはブラウザベースの

Webメールアプリケーションを通じて自身のメールを読めるようにし

ます。  

6 ［OK］をクリックします。  

注：ドメインに対する Web メールの有効化と無効化には、DNS ゾーンでの変更が伴う

ため、実際には、DNS 登録メカニズムの速度により Web メールを有効化および無効化

する場合は一定の遅延が発生します。 

 Web メールからメールボックスにアクセスするには、以下を実行してくださ
い。  

1 インターネットに接続したコンピュータを探します（インターネット

カフェなど）。  

2 以下のいずれかを実行します。  

 Web ブラウザを開き、URL  http://webmail.your-domain.comを入力します。こ

の your-domain.com には使用しているドメインの名称を入力します。 ENTER

を押します。 ログイン画面が表示されます。 メールボックスを作成する際に指

定したユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。 

 Web ブラウザを開き、https://your-domain.com:8443などの URL を入力して、

使用している Plesk コントロールパネルにアクセスします。 ENTER を押しま

す。 Plesk にログインして、必要なドメイン名をクリックして［サービス］グ

ループの［メール］アイコンをクリックします。 次にメールアドレスの右側の

アイコン  をクリックします。 ユーザ名が入力されたログイン画面が表示さ

れます。 メールボックスを作成する際に指定したパスワードを入力し、［ログ

イン］をクリックします。 
 

http://webmail.your-domain.com/
https://your-domain.com:8443/
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スパムからのメールボックスの保護 

不要な通信からメールボックスを保護するには、インターネットフォーラムにメールア

ドレスを発行せずに、SpamAssassin ソフトウェア内のサーバ側スパムフィルタを有効

にします。 

メールアドレスを発行する必要がある場合、プライマリメールアドレスにディスポーザ

ブルメールアドレス、すなわちメールエイリアスを作成し、これを代わりに発行します。 

メールエイリアスに送信されたメッセージはすべて、メールボックスに到着します。 ス

パムが到着し始めたら、そのエイリアスを削除し別のエイリアスを作成します。 別の

ドメインまたは別のメールサーバにメールボックスを保有している場合、ディスポーザ

ブルメールフォワーダを設定できます。  

このセクションの内容: 

補足的ディスポーザブルメールアドレス（メールエイリアス）の設定 ............ 255 

スパムフィルタの設定 ...................................................................................... 256 
 
 

補足的ディスポーザブルメールアドレス（メールエイリ

アス）の設定 

 メールボックスにメールエイリアスを設定するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［新しいメールエイリアスの追加］をクリックします。  

6 エイリアスに追加する名前を入力し、［OK］をクリックします。  

追加したメールアドレス（メールエイリアス）宛てのメッセージは、メールボックスに

到着します。  現在使用しているメールエイリアスのリストはドメインのメールアカウ

ント一覧を表示するページで ［エイリアスの表示］をクリックすると表示されます。 

 メールボックスからメールエイリアスを削除するには、以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 削除するエイリアスに対応するチェックボックスを選択し、 ［選択対

象を削除］をクリックします。  
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スパムフィルタの設定 

削除できない、または削除する必要のないメールに宛てた不要な通信を受け取る場合、

メールボックスにスパムフィルタを設定することを検討して下さい。 このためには、

以下を実行します。 

 サーバに SpamAssassin コンポーネントをインストールしている場合は、Plesk サ

ーバで SpamAssassin スパムフィルタを有効にします。 

 メールプログラムの操作を自宅とオフィスのどちらのコンピュータで行うかを選択

して、スパムフィルタリングソフトウェアをインストールします。 

このセクションの内容: 

スパムフィルタの有効化....................................................................................257 

スパムフィルタの設定 .......................................................................................258 

スパム検出の精度の改善....................................................................................260 

スパムフィルタのデータベースの消去 ..............................................................261 

スパムフィルタの無効化....................................................................................261 
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スパムフィルタの有効化 

 メールボックスのスパムフィルタを有効にするには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 スパムフィルタが有効であることを確認します。 ［情報］グループで、

スパムフィルタのステータスが［オン］になっているかどうかを見ます。 

［オフ］になっていたらサービスプロバイダにスパムフィルタを有効に

してくれるよう依頼します。  

6 ［スパムフィルタ］をクリックします。  

7 ［スパムフィルタリングをスイッチオンする］チェックボックスを選択し

ます。  

8 ［OK］をクリックします。  

9 ［上へ］をクリックしてメールボックス管理ページに戻ります。  

これで受信するメールはすべてサーバ側でフィルタリングされます。 デフォルトでは

スパムフィルタはスパムメールを削除しません。「X-Spam-Flag:  YES」および

「X-Spam-Status:  Yes」ヘッダをメッセージに追加して、スパムとみなされた各メッ

セージの件名の最初に「*****SPAM*****」という文字列を追加するだけです。 ローカ

ルコンピュータにインストールされているプログラムでメールをフィルタリングする

場合にはこの設定にしておきます。メールは一旦メールボックスに格納されます。 

Plesk サーバのスパムフィルタにお任せする場合は、疑わしいメールを自動的に削除す

ることができます。 スパムフィルタの設定については以下の説明をご参照ください。  
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スパムフィルタの設定 

 メールボックスのスパムフィルタリングを設定するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［スパムフィルタ］をクリックします。 必要に応

じて以下の設定を行います。  

 サーバ全体の設定を使用。 プロバイダまたはサーバ管理者がメールアドレスの

ブラックリストやホワイトリストを提供している場合にこのオプションを選択

します。 ［ブラックリスト］にはスパマのメールアドレスが、［ホワイトリス

ト］には信頼できる相手またはエンティティのメールアドレスが含まれます。 

［サーバ全体の設定を使用］チェックボックスが灰色になって選択できない場合

は、サーバには設定済みのスパムフィルタがないことを意味します。 

 スパムとしてみなす数。 この設定はスパムフィルタの感度を調整します。 

SpamAssassin は、各メッセージのコンテンツおよび件名行に対して複数の異な

るテストを実行します。 その結果、各メッセージに複数のポイントが記録され

ます。 ポイントが高くなるほど、メッセージがスパムである可能性が高くなり

ます。 例えば、件名行および本文にテキスト文字列「BUY VIAGRA AT LOW 

PRICE!!!」を含むメッセージの特定は 8.3 ポイントになります。  デフォルトで

は、スコアが 7 ポイント以上のメッセージがすべてスパムと分類されるようにフ

ィルタ感度が設定されます。 

 現在の設定で多くのスパムメッセージを受け取る場合、［スパムとしてみなす数］

ボックスの値を 6 などに下げてみてください。  

 スパムフィルタでジャンクとみなされたためにメールを受信できない場合、［ス

パムとしてみなす数］ボックスの値を高くし、フィルタ感度を下げてみてくださ

い。 

注：  スパムフィルタの精度をさらに高めるために、受信するメールメッセージで

スパムフィルタをトレーニングできます（以下の「スパム検出の精度の向上」を参

照してください）。  

 スパムメッセージの処理方法。 スパムフィルタの精度を確実なものにする場合、

スパムと認識されたすべての受信メッセージを自動的に削除するようにフィル

タを設定できます。 この場合、［削除］オプションを選択します。 ローカルコ

ンピュータのソフトウェアでメールをフィルタリングする場合は、［スパムとし

てマークしてメールボックスに残す］オプションを選択し、スパムとして認識さ

れたメッセージをスパムフィルタでマークする方法を指定します。 

「X-Spam-Flag:  YES」および「X-Spam-Status:   Yes」ヘッダーがデフォル

トではメッセージソースに付加され、またスパムフィルタにより件名行の先頭に

特定のテキスト文字列が追加されます。 
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6 ［OK］をクリックすると変更が保存されます。  

7 特定の送信者からのメールを受信したくない場合は、そのメールアド

レスをスパムフィルタのブラックリストに追加します。  

 ［ブラックリスト］にエントリを追加するには、［メールパターン］ボックスに

メールアドレスを入力します。 例えば、以下のようになります。 

address@spammers.net、*@spammers.net。 アスタリスク (*) は文字列を意味

します。 ［追加］をクリックします。 

 ブラックリストからエントリを削除するには、それを選択して［削除］をクリッ

クします。 

8 特定の送信者からのメールを必ず受信したい場合は、そのメールアド

レスをスパムフィルタのホワイトリストに追加します。  

 ［ホワイトリスト］にエントリを追加するには、［メールパターン］ボックスに

メールアドレスを入力します。 例えば、以下のようになります。 

address@mycompany.com, *@mycompany.com。 アスタリスク (*) は文字列を

意味します。 ［追加］をクリックします。 

 ブラックリストからエントリを削除するには、それを選択して［削除］をクリッ

クします。 

9 スパムフィルタに信頼できるネットワークを指定するには以下を実行

してください。  

 ［信頼できるネットワーク］タブを選択します。 

 エントリをリストに追加するには、［ネットワーク/マスク］の隣のフィールド

にネットワークアドレスを入力して［追加］をクリックします。 

［ネットワーク/マスク］フィールドグループの最初の 4 つのフィールドに IP ア

ドレスが指定されます。 5 番目のフィールドはネットワークマスクの指定に使

用されます。 ビット 1 がいくつたっているかを示す、1 から 32 の間の数です。 

例えば、255.255.255.0 というマスクの場合は 5 番目のパラメータに 24 を指定

します。 

 リストからエントリを削除するには、ネットワークを選択して［削除］をクリッ

クします。 

信頼されたネットワークのリレーホストはスパムやオープンリレーやオープンプロ

キシによって操作されないとみなされています。 信頼されたホストはスパムをリレ

ーすることはあったとしても、それを作成したりヘッダデータを偽造したりはしま

せん。 DNS ブラックリストによるチェックはこれらのネットワーク上のホストを

疑うことはしません。 
 

mailto:address@mycompany.com
mailto:*@mycompany.com
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スパム検出の精度の改善 

スパムの精度は、メールボックス内に保存されたメールメッセージでスパムフィルタを

トレーニングすることで改善できます。  

 スパム検出の精度を改善するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［スパムフィルタ］アイコンをクリックします。  

6 ［ツール］グループの［トレーニング］アイコンをクリックします。   

メールボックス内のすべてのメールメッセージが、画面に表示されます。 各メッセ

ージの左の列にアイコンが表示されます。 このアイコンから、メッセージが スパ

ムと認識されるか、 非スパムと認識されるか、 認識不可であるかが分かります。  

メッセージでスパムフィルタのトレーニングを実施し、結果をスパムフィルタのデ

ータベースに記録している場合、右側の列にアイコン  が表示されます。  

7 スパムフィルタをトレーニングします。   

通常は、件名行と送信者名を調べるとメッセージがスパムかどうかがわかります。 

件名行と送信者名から手がかりが得られない場合、メールプログラムまたは Web

メールインターフェースを使用してメッセージ内を調べてみてください。 

 メッセージにスパムとマークする場合は、対応するチェックボックスを選択し、

「SPAM です」をクリックします。 

 メッセージに非スパムとマークする場合は、対応するチェックボックスを選択し、

「SPAM ではありません」をクリックします。 

 スパムフィルタのデータベースから特定のメッセージに関する情報を削除する

には、対応するチェックボックスを選択し、「そのままにしておく」をクリック

します。 

8 トレーニングが終了したら、メールプログラムまたはWebメールイン

ターフェースを使用して、メールボックスからスパムメールを削除で

きます。  
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スパムフィルタのデータベースの消去 

間違ってスパムフィルタに大量のスパムメールを非スパムと学習させた場合、またはそ

の逆の場合、スパムフィルタの学習結果が間違ったものになる可能性があります。 ス

パムフィルタのデータベースを消去するには、以下を実行します。  

 スパムフィルタのデータベースを消去するには、以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［スパムフィルタ］アイコンをクリックします。  

6 ［ツール］グループの［トレーニング］アイコンをクリックします。  

7 ［データ削除］ボタンをクリックします。  

 
 

スパムフィルタの無効化 

 メールボックスのスパムフィルタを無効にするには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［スパムフィルタ］をクリックして、［スパムフィ

ルタリングをスイッチオンする］チェックボックスの選択を外します。   

6 ［OK］をクリックして［上へ］をクリックします。  
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ウイルスからのメールボックスの保護 

システムをウイルスから防御する場合、疑わしいメールの添付ファイルを開かず、サー

バ側のアンチウィルス保護を有効にし、ファイアウォールとアンチウィルスソフトウェ

アがパーソナルコンピュータにインストールされていることを確認します。 オペレー

ティングシステムを常に最新の状態に維持し、適宜、セキュリティホットフィックスお

よびパッチをインストールします。 

このセクションの内容: 

アンチウィルス保護の有効化 ............................................................................ 263 

アンチウィルス保護の無効化 ............................................................................ 263 
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アンチウィルス保護の有効化 

 メールボックスのアンチウィルスを有効にするには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［アンチウィルス］をクリックします。  

6 使用するメールスキャンモードを選択します。   該当メニューで、着

信および発信メールのスキャニングを有効にすることができます。 着

信および発信メールの両方に対してサーバ全体のデフォルト設定を使

用することもできます。  

7 ［OK］をクリックします。  

アンチウィルスが感染しているメッセージをすべて削除します。 

アンチウィルス保護の無効化 

 メールボックスのアンチウィルスを無効にするには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［アンチウィルス］をクリックします。  

6 ［ウイルス検出をしない］オプションを［着信メール］および［発信メー

ル］メニューの両方で選択します。  

7 ［OK］をクリックします。  
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メールボックスの中断と中断解除 

 メールボックスのメールサービスを一時的に中断するには、以下を実行しま
す。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 メールサービスを中断するメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［メールボックス］をクリックします。  

6 ［メールボックス］チェックボックスを解除します。  

7 ［OK］をクリックします。  

 

 メールボックスのメールサービスを再開するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 メールサービスを再開にするメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［メールボックス］をクリックします。  

6 ［メールボックス］チェックボックスを選択します。  

7 ［OK］をクリックします。  

 

 ドメイン内のすべてのメールボックスについてメールサービスを一時的に
中断するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［スイッチオフ］をクリックします。  

 

 ドメイン内のすべてのメールボックスについてメールサービスを再開する
には、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  
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4 ［ツール］グループの［スイッチオン］をクリックします。  

 
 

メールボックスの削除 

 メールボックスを削除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 削除するメールボックスの対応するチェックボックスを選択します。  

5 ［選択対象を削除］をクリックします。  

6 確認画面が表示されたら、削除を確認して［OK］をクリックします。  

 
 

アカウントのメールボックスフォワーダへの変

更を決定した場合のメールボックスサービスの

無効化 

既存のメールアカウントをメールフォワーダまたはメーリングリストとして使用する

予定がある場合、メールボックスサービスを無効にすることをお奨めします。 メール

ボックスですべての受信メッセージを保存し、転送後も自動的に削除されないようにし

ます。 従って、アカウントで「メールボックス + メールフォワーダ」の設定を選択す

る場合は、必ず、時々メールボックスをクリーンアップしてください。 

 メールボックスの全てのメッセージを破棄するアカウントのメールボック
スサービスを無効にするには、以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］アイコンをクリックします。  

4 対象となるメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［メールボックス］アイコンをクリックします。  

6 ［メールボックス］チェックボックスのチェックを外します。  

7 ［OK］をクリックします。  
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単一メールアドレスへのメール転送の設定 

 メールを受け付けるメールアドレスを設定し、このメールを別のメールアド
レスに転送するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 ［新しいメールアカウントを追加］をクリックします。  

5 ［メールアカウント名］の横のメールフォワーダに該当する名前を指定

します。  

ドメイン名が @ 記号の右側に表示されるため、あとは名前を入力するだけです。 

ドットで区切った名字と名前、部署名、その他のラテン記号のテキストなどを指定

できます。 名前は覚えられる長さにする必要があります。 英数字、ダッシュ、ド

ット、アンダースコアの記号を使用できます。 

6 ［メールボックス］および［コントロールパネルアクセス］チェックボッ

クスを解除します。  

7 ［OK］をクリックします。  

8 ［ツール］グループの［転送］をクリックします。  

9 ［転送］チェックボックスを選択します。  

10 メールを転送する宛先メールアドレスを入力します。  

11 ［OK］をクリックします。  

 

 メールを受け付けるメールアドレスを設定し、このメールをスパムフィルタ
に通し、別のメールアドレスに転送するには、以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 ［新しいメールアカウントを追加］をクリックします。  

5 ［メールアカウント名］の横のフォワーダのメールアドレスに該当する

名前を指定します。  

ドメイン名が @ 記号の右側に表示されるため、あとは名前を入力するだけです。 

ドットで区切った名字と名前、部署名、その他のラテン記号のテキストなどを指定

できます。 名前は覚えられる長さにする必要があります。 英数字、ダッシュ、ド

ット、アンダースコアの記号を使用できます。 

6 ［メールボックス］チェックボックスが選択されていることを確認して

ください。   
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メールボックスを選択していない場合、スパムフィルタリングを適用できません。 

7 メールボックスへのアクセスに使用するパスワードを指定します。 メ

ールボックスの中身は適宜整理してください。  

8 ［OK］をクリックします。  

9 ［ツール］グループの［転送］をクリックします。  

10 ［転送］チェックボックスを選択します。  

11 メールを転送する宛先メールアドレスを入力します。  

12 ［OK］をクリックします。  

 

このセクションの内容: 

メールフォワーダの中断と中断解除 ................................................................. 267 
 
 

メールフォワーダの中断と中断解除 

 メールフォワーダを中断するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 転送サービスを中断するメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［転送］をクリックします。  

6 ［転送］チェックボックスを解除します。  

7 ［OK］をクリックします。  

 

 メールフォワーダの中断を解除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 転送サービスを再開するメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［転送］をクリックします。  

6 ［転送］チェックボックスを選択します。  

7 ［OK］をクリックします。  
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複数メールアドレスへのメール転送の設定 

 メールを受け付けるメールアドレスを設定し、このメールを複数の別のメー
ルアドレスに転送するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 対象となるメールアドレスをクリックします。  

5 ［メールグループ］をクリックします。  

6 ［新しいメンバーを追加］をクリックします。  

複数のメールアドレスへのメール転送を有効にする前に、1 つ以上のメールアドレ

スを追加する必要があります。 

7 ［メールアドレス］入力ボックスに必要な外部メールアドレスを入力す

るか、チェックボックスでリストから1つまたは複数のメールアカウン

トを選択する、あるいは両方の作業を行います。  

8 ［OK］をクリックします。  

9 ［スイッチオン］をクリックします。  

 

このセクションの内容: 

受信者アドレスの追加と削除 ............................................................................ 269 

複数メールアドレスへのメール転送の無効化 ................................................... 269 
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受信者アドレスの追加と削除 

 転送されたメール通信を受け取るメールアカウントのリストに、外部メール
アドレスを追加するには、以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>  メールアカウント >［メールグ

ループ］に進み、［新しいメンバを追加］をクリックします。  

2 ［メールアドレス］入力フィールドに追加する該当する外部メールアド

レスを入力し、［OK］をクリックします。  

 

 転送されたメール通信を受け取るメールアカウントのリストから、外部メー
ルアドレスを削除するには、以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>  メールアカウント >［メールグ

ループ］に進みます。  

2 リストから削除したいメールアカウントのチェックボックスを選択し

ます。  

3 ［選択対象を削除］をクリックして、削除を確認し［OK］をクリック

します。  

 

 転送されたメール通信を受け取るメールアカウントのリストに、サーバに登
録されたメールアドレスを追加するには、以下を実行します。  

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>  メールアカウント >［グループ］

に進みます。  

2 ［利用可能なメールグループ］リストから複数のメールフォワーダを選

択して［追加 >>］をクリックし、［OK］をクリックします。  

サーバに登録されたメールアドレスも、外部メールアドレス追加の手順(上記をご参照

ください)に従って更新リストに追加することができます。 

 転送されたメール通信を受け取るメールアカウントのリストから、サーバに
登録されたメールアドレスを削除するには、以下を実行してください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>  メールアカウント >［グループ］

に進みます。  

2 ［以下のメールグループのメンバ］リストから複数のメールフォワーダを

選択して［<< 削除］をクリックし、［OK］をクリックします。  

サーバに登録されたメールアドレスも、外部メールアドレス削除の手順(上記をご参照

ください)に従って更新リストから削除することができます。 

複数メールアドレスへのメール転送の無効化 
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 複数メールアドレスへのメール転送を無効にするには以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 対象となるメールアドレスをクリックします。  

5 ［メールグループ］をクリックします。  

6 ［スイッチオフ］をクリックします。  

 
 

メールフォワーダの削除 

 メールフォワーダを削除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 削除するメールフォワーダの対応するチェックボックスを選択します。 

5 ［選択対象を削除］をクリックします。  

6 確認画面が表示されたら、削除を確認して［OK］をクリックします。  
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自動応答の設定 

休暇に入る予定があり、しばらくの間メールをチェックできない場合、アドレスにメー

ルを送信した送信者に対して、自動的に休暇通知が送信されるように設定しておくこと

ができます。 これは自動応答とも呼ばれる、自動応答機能を使用して行います。 休暇

通知以外に、組織では自動応答を使用して、オーダーや技術サポートの受領と、これら

の迅速な処理を顧客に通知することができます。 自動応答には、プレーンテキストま

たは HTML 形式で事前に作成されたメッセージや、添付ファイルを含めることもでき

ます。 

 メールボックスの自動応答を設定するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 自動応答を設定するメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［自動応答］をクリックします。  

6 自動応答にファイルを添付する予定がない場合は、手順6に進みます。

自動応答にファイルを添付するには、以下を実行します。   

1. ［ツール］グループの［添付ファイル］をクリックします。   

2. ［参照］をクリックしてファイルを検索し、選択した後［ファイ

ル送信］をクリックします。   

ファイルが添付ファイル保存に追加され、このファイルを別の複数の自動応答に

追加できるようになります。  

3. 終了したら  ［上へ］をクリックし、次の手順に進みます。  

7 ［ツール］グループの［新しい自動応答の追加］をクリックします。  

8 自動応答を設定します。  

1. ［自動応答名］ボックスに、この自動応答の名前を入力します。  

例えば、休暇通知などです。 

2. 受信するメールメッセージへの応答に、この自動応答を送信す

る場合は、［リクエスト］グループで［常に返信する］オプショ

ンを選択した状態にします。 メッセージテキストまたは件名行

に特定の語句を含むメールメッセージにのみ自動的に応答する

場合は、適切なオプションを選択し、［リクエストテキスト］入

力ボックスに語句の組み合わせを入力します。  

3. デフォルトでは受信メールの件名が自動応答で送信するメッセ

ージの件名に挿入されます。 独自の件名を使用するには、［返

信時の件名］入力ボックスに件名を入力します。  
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4. こちらから送信されたメッセージが自動応答であると相手側が

想定できないため、相手側が自動応答に対して返答する場合が

あります。  このため、［返信先アドレス］として自分のメール

アドレスを指定する必要があります。  

5. ［返信テキスト］フィールドにメッセージを入力します。  

6. 同じメールアドレスへの1日あたりの自動応答の数を制限する

には、［制限］内の［この件数以下のメールアドレスに対して返信

する］入力ボックスに上限数を入力します。   

デフォルトでは同じメールアドレスに対する応答として 1 日あたり 10 回までに

設定されています。 

7. メールサーバの負荷を減らすために、自動応答が記憶する固有

のアドレスの数を制限できます。 それには、［保存-］ボックス

に上限数を入力します。  

8. 不在の間、受信メールを別のメールアドレスに転送する場合、

［受信メールの転送先アドレス］ボックスにメールアドレスを指

定します。  

9. 必要に応じて、ファイルを添付します。 この場合、［新しい添

付ファイルの追加］ボタンをクリックし、以前に添付保存にアッ

プロードしていたファイルに対応するチェックボックスを選択

し、［OK］をクリックします。 添付ファイルを自動応答から削

除するには、該当するチェックボックスを選択して  ［選択対

象を削除］をクリックします。  

9 ［OK］をクリックします。  

10 ［ツール］グループの［スイッチオン］をクリックします。  
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自動応答の無効化 

 メールボックスの自動応答を無効にするには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 自動応答を無効にするメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［自動応答］をクリックします。  

6 ［スイッチオフ］をクリックします。  

自動応答が無効になりました。 自動応答の設定はコントロールパネルから削除されて

いないため、この自動応答を次に使用する必要が生じる場合、上記の手順を繰り返し、

最後の手順で［スイッチオン］をクリックします。 

 不要になった自動応答設定を削除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 必要なメールアドレスをクリックします。  

5 ［ツール］グループの［自動応答］をクリックします。  

6 設定名に対応するチェックボックスを選択し、 ［選択対象を削除］を

クリックします。  
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存在しないユーザ宛メールの処理に対するサイ

ト単位のプリファレンスの設定（メール転送） 

誰かがドメインに存在しないメールアドレスに対してメールメッセージを送信した場

合、デフォルトでは、メールサーバはメールを受信し、処理して、このような受信者が

ドメイン内に存在しないと認識した後、「this address no longer accepts mail（このア

ドレスはメールを受け取ることができません）」という通知をつけて送信者にメールを

返します。 この場合、次の選択が可能です。 

 そのメールをすべて送信者に返信し続ける（［バウンス］オプション） 

 そのメールをすべて指定したメールアドレスに転送する（［キャッチ転送］オプシ

ョン） 

 そのメールをすべて指定した IP アドレスを持つ外部メールサーバに転送する（［IP

アドレスを持つ外部メールサーバに転送］オプション） 

 このようなメールを受け取らず、送信者に通知せずに拒否する（［破棄］オプショ

ン）  

 この設定により、多くの場合ランダムに生成されたユーザ名に送信される大量のス

パムにより生じた、メールサーバの負荷を減らすことができます。 ただし、スパマ

ーの側からすれば、この設定によりメールサーバのスキャンで有効なメールアドレ

スを検出する時間を多尐短縮できます。 

 存在しないユーザへのメールの処理に対するサイト単位の設定を行うには、
以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 一覧から必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 ［プリファレンス］をクリックします。  

5 必要なオプションを選択し、必要に応じて情報を指定します。  

6 ［OK］をクリックします。  

 
 



 

 顧客へのサービス 275 

 

複数のメールアカウントへの類似変更の同時処

理の導入 

複数のメールアカウントへの類似変更を同時に処理して時間と労力を節約することが

できます。 この機能は一括操作と呼ばれています。 

 複数のメールアカウントに対して一括操作を行うには以下を実行してくだ
さい。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［サービス］グループの［メール］アイコンをクリックします。  

4 設定を変更したいメールアカウントに対応するチェックボックスを選

択します。  

5 ［一括設定］をクリックします。  

6 必要に応じて、設定を調整して下さい。  

 ［スイッチオン］を選択して、選択したメールアカウントの各オプションを有効

にします。 

 ［スイッチオフ］を選択して、選択したメールアカウントの各オプションを無効

にします。 

 関連オプションを変更したくない場合は［変更しない］オプションを選択したま

まにします。 

7 ［OK］をクリックします。  

 

 

 



 

  
 

複数の顧客に対するメール一括送付 

サーバメンテナンススケジュールのお知らせや新サービス提供のご紹介などを顧客に

送付したい場合、大量メール機能（［サーバ］>［大量メールメッセージ］）を使用し

て 複数の顧客に対するメールを一括送付することができます。 

必要に応じてメッセージのテンプレートを作成して使用したり、テンプレートを使用し

ないでメッセージを送信することもできます。 

以下を実行するにはこの章をお読みください。 

今後のために一括テンプレートを作成する (277 ページ) 

複数の顧客にメールを送信する (280 ページ) 

この章の内容: 

メッセージテンプレートの作成、編集、削除 ................................................... 277 

メール通知の送信.............................................................................................. 280 
 
 

第 9 章  
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メッセージテンプレートの作成、編集、削除 

 新しいメッセージテンプレートを作成するには以下を実行します。 

1 ［サーバ］>［大量メールメッセージ］に進み、［大量メッセージテンプレ

ートを追加する］をクリックします。  

2 ［テンプレート名］フィールドにテンプレート名を指定します。  

3 ［送信元］フィールドに送信者の名前とメールアドレスを指定してくだ

さい。  

名前またはメールアドレス、もしくは両方を指定できます。 名前とメールアドレス

の両方を指定するには、以下のフォーマットを使用してください。 名前 

<your@e-mail.address> 例えば、以下のようになります。 John Doe 
<admin@pleskserver.com> 

4 メールメッセージの受信者を選択してください。  

 クライアントにメッセージを受信して欲しい場合は、［クライアント］チェック

ボックスを選択して受信者の範囲を選択してください。 ［全て］では全てのク

ライアントに送信され、［選択のみ］では手動で選択したクライアントにのみ送

信され、［選択以外全て］では手動で選択したクライアント以外の全てのクライ

アントにされます。 

 複数のクライアントを選択するには［クライアント］チェックボックスの右側の

［アドレスの選択］をクリックし（このボタンは［全て］が選択されているとき

は使えません）、［利用可能なクライアント］フィールドで対象となるクライア

ントを選択し［追加 >>］をクリックします。 選択したクライアントから削除す

るには、対象となるクライアントを［選択されたクライアント］フィールドで選

択し［<<削除］をクリックします。 

 ドメイン管理者にメッセージを受信して欲しい場合は、［ドメイン管理者］チェ

ックボックスを選択して受信者の範囲を選択してください。 ［全て］では全て

のドメイン管理者に送信され、［選択のみ］では選択したドメイン管理者にのみ

送信され、［選択以外全て］では選択した以外の全てのドメイン管理者にされま

す。 

 複数のドメイン管理者を選択するには［ドメイン管理者］チェックボックスの右

側の［アドレスの選択］をクリックし（このボタンは［全て］が選択されている

ときは使えません）、［利用可能なドメイン管理者］フィールドで対象となるド

メイン管理者を選択し［追加 >>］をクリックします。 選択したドメイン管理者

から削除するには、対象となるドメイン管理者を［ドメイン管理者を選択］フィ

ールで選択し［<< 削除］をクリックします。 

クライアントやドメイン管理者がどのように選択されているかは、それぞれの

［選択したものを表示する(または隠す)］ボタンをクリックすればいつでも見る

ことができます。 

 送信するメッセージのコピーを自分のメールボックスにコピーするには、［Plesk

管理者］チェックボックスを選択してください。 

5 ［件名］フィールドにメッセージの件名を指定してください。  

mailto:your@e-mail.address
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6 ［メッセージテキスト］フィールドにメッセージをプレーンテキストフ

ォーマットで入力してください。  Pleskによって自動的に受信者名を

メッセージに含めるには <name>変数を使用してください。  ［コンタ

クト名］フィールドで指定された情報から名前情報が得られます。   

7 ［OK］をクリックしてテンプレートを保存してください。  

 

 メッセージテンプレートを編集するには以下を実行します。 

1 ［サーバ］>［大量メールメッセージ］に進み、リストから処理したいテ

ンプレートをクリックします。  

2 ［テンプレート名］フィールドにテンプレート名を指定します。  

3 ［送信元］フィールドに送信者の名前とメールアドレスを指定してくだ

さい。  

名前またはメールアドレス、もしくは両方を指定できます。 名前とメールアドレス

の両方を指定するには、以下のフォーマットを使用してください。 名前 

<your@e-mail.address> 例えば、以下のようになります。 John Doe 
<admin@pleskserver.com> 

4 メールメッセージの受信者を選択してください。  

 クライアントにメッセージを受信して欲しい場合は、［クライアント］チェック

ボックスを選択して受信者の範囲を選択してください。 ［全て］では全てのク

ライアントに送信され、［選択のみ］では手動で選択したクライアントにのみ送

信され、［選択以外全て］では手動で選択したクライアント以外の全てのクライ

アントにされます。 

 複数のクライアントを選択するには［クライアント］チェックボックスの右側の

［アドレスの選択］をクリックし（このボタンは［全て］が選択されているとき

は使えません）、［利用可能なクライアント］フィールドで対象となるクライア

ントを選択し［追加 >>］をクリックします。 選択したクライアントから削除す

るには、対象となるクライアントを［選択されたクライアント］フィールドで選

択し［<<削除］をクリックします。 

 ドメイン管理者にメッセージを受信して欲しい場合は、［ドメイン管理者］チェ

ックボックスを選択して受信者の範囲を選択してください。 ［全て］では全て

のドメイン管理者に送信され、［選択のみ］では選択したドメイン管理者にのみ

送信され、［選択以外全て］では選択した以外の全てのドメイン管理者にされま

す。 

 複数のドメイン管理者を選択するには［ドメイン管理者］チェックボックスの右

側の［アドレスの選択］をクリックし（このボタンは［全て］が選択されている

ときは使えません）、［利用可能なドメイン管理者］フィールドで対象となるド

メイン管理者を選択し［追加 >>］をクリックします。 選択したドメイン管理者

から削除するには、対象となるドメイン管理者を［ドメイン管理者を選択］フィ

ールで選択し［<< 削除］をクリックします。 
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クライアントやドメイン管理者がどのように選択されているかは、それぞれの

［選択したものを表示する(または隠す)］ボタンをクリックすればいつでも見る

ことができます。 

 送信するメッセージのコピーを自分のメールボックスにコピーするには、［Plesk

管理者］チェックボックスを選択してください。 

5 ［件名］フィールドにメッセージの件名を指定してください。  

6 ［メッセージテキスト］フィールドにメッセージをプレーンテキストフ

ォーマットで入力してください。  Pleskによって自動的に受信者名を

メッセージに含めるには <name>変数を使用してください。  ［コンタ

クト名］フィールドで指定された情報から名前情報が得られます。  

7 ［OK］をクリックして変更を保存してください。  

 

 メッセージテンプレートを削除するには以下を実行します。 

1 ［サーバ］>［大量メールメッセージ］に進みます。  

2 削除する大量メールメッセージに対応するチェックボックスを選択し、

［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリ

ックします。  
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メール通知の送信 

 複数の顧客にメールメッセージを一括送信するには以下を実行してくださ
い。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］をクリックして、［大量メールメッ

セージ］をクリックします。  

2 既に作成したメッセージテンプレート (「メッセージテンプレートの作

成、編集、削除」  (277 ページ)セクションを参照してください)を使

用するには、［メッセージの作成］の列で  アイコンをクリックして

ください。  そのメッセージを送信するには、［大量メールを送信する］

をクリックします。  

3 ［送信元］フィールドに送信者の名前とメールアドレスを指定してくだ

さい。  

名前またはメールアドレス、もしくは両方を指定できます。 名前とメールアドレス

の両方を指定するには、以下のフォーマットを使用してください。 名前 

<your@e-mail.address> 例えば、以下のようになります。 John Doe 
<admin@pleskserver.com> 

4 メールメッセージの受信者を選択してください。  

 クライアントにメッセージを受信して欲しい場合は、［クライアント］チェック

ボックスを選択して受信者の範囲を選択してください。 ［全て］では全てのク

ライアントに送信され、［選択のみ］では手動で選択したクライアントにのみ送

信され、［選択以外全て］では手動で選択したクライアント以外の全てのクライ

アントにされます。 

 複数のクライアントを選択するには［クライアント］チェックボックスの右側の

［アドレスの選択］をクリックし（このボタンは［全て］が選択されているとき

は使えません）、［利用可能なクライアント］フィールドで対象となるクライア

ントを選択し［追加 >>］をクリックします。 選択したクライアントから削除す

るには、対象となるクライアントを［選択されたクライアント］フィールドで選

択し［<<削除］をクリックします。 

 ドメイン管理者にメッセージを受信して欲しい場合は、［ドメイン管理者］チェ

ックボックスを選択して受信者の範囲を選択してください。 ［全て］では全て

のドメイン管理者に送信され、［選択のみ］では選択したドメイン管理者にのみ

送信され、［選択以外全て］では選択した以外の全てのドメイン管理者にされま

す。 

 複数のドメイン管理者を選択するには［ドメイン管理者］チェックボックスの右

側の［アドレスの選択］をクリックし（このボタンは［全て］が選択されている

ときは使えません）、［利用可能なドメイン管理者］フィールドで対象となるド

メイン管理者を選択し［追加 >>］をクリックします。 選択したドメイン管理者

から削除するには、対象となるドメイン管理者を［ドメイン管理者を選択］フィ

ールで選択し［<< 削除］をクリックします。 
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クライアントやドメイン管理者がどのように選択されているかは、それぞれの

［選択したものを表示する(または隠す)］ボタンをクリックすればいつでも見る

ことができます。 

 このメッセージのコピーを自分のメールに送信するには、［Plesk 管理者］チェ

ックボックスを選択してください。 

5 ［件名］フィールドにメッセージの件名を指定してください。  

6 ［メッセージテキスト］フィールドにメッセージをプレーンテキストフ

ォーマットで入力してください。  Pleskによって自動的に受信者名を

メッセージに含めるには<name>変数を使用してください。 ［コンタク

ト名］フィールドで指定された情報から名前情報が得られます。  

7 このメッセージを、今後使用するテンプレートとしてテキストそのも

のも受信者の情報も両方保存するには、［テキストを新しいテンプレート

に保存する］フィールドの左側のチェックボックスを選択し、このフィ

ールドでテンプレート名を指定してください。   

8 ［送信］をクリックしてメッセージを送信します。  メッセージの内容

をテンプレートとして保存することを選択した場合、テンプレートが

作成され使用可能なテンプレートのリストに追加されます。  

 
 

メーリングリストの保守 

顧客にオファーおよびプロモーションを配信する、ニューズレターを運営する、あるい

はサイトの閲覧者に最新の更新について通知する場合、サイトにメーリングリストを設

定し、ユーザをメーリングリストに登録するか、ユーザに登録を勧める必要があります。 

メーリングリストは 1 度に多くのユーザへの宣伝ができるので便利です。 メーリング

リストには、情報やニュースレターを投稿する単一のメールアドレスの下にまとめられ

た、加入者のメールアドレスのリストが保存されています。 メーリングリストは、オ

プションでサーバにインストールされたGNU Mailmanソフトウェアにより提供されま

す。  

 

このセクションの内容: 

メーリングリストの設定 ................................................................................... 282 

ユーザの登録および登録解除 ............................................................................ 283 

登録済みユーザリストのエクスポート .............................................................. 284 

メーリングリストへの投稿 ............................................................................... 284 

メーリングリストの削除 ................................................................................... 284 
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メーリングリストの設定 

 メーリングリストを作成するには、以下を実行します。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>［メーリングリスト］タブに進

み、［新しいメーリングリストの追加］をクリックします。  

2 メーリングリストに必要な名前を指定します。   

部署名、メーリングリストのトピック、その他のラテン記号テキストなどを指定で

きます。 名前は覚えられる長さにする必要があります。 英数字、ダッシュ、ドッ

ト、アンダースコアの記号を使用できます。 

3 メーリングリスト管理者のメールアドレスを指定します。  

メーリングリスト管理者のメールアドレスを後で変更する場合は、［ドメイン］>  ド
メイン名 >［メール］>［メーリングリスト］タブ > メーリングリスト名 > ［プリ
ファレンス］に進んで、新しいメールアドレスを入力します。 

4 ［メーリングリスト作成を管理者に通知する］チェックボックスを選択し

たままにしておきます。  

指定した管理者のメールアドレスでのメーリングリストの使用および維持に関する

指示が表示されます。 メッセージを記録用に保管しておいてください。 

5 ［OK］をクリックします。   

するとユーザを新規メーリングリストに登録できるページに進みます。 詳細は「ユー

ザの登録と登録解除」のセクションをご参照ください。 
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ユーザの登録および登録解除 

 メーリングリストにユーザを 1 人登録するには、以下を実行します。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>［メーリングリスト］タブ >  メ
ーリングリスト名に進み、［新しいメンバを追加］をクリックします。  

2 メンバのメールアドレスを［メール］フィールドに入力して［OK］をク

リックします。  

 

 メーリングリストに複数のユーザを登録するには、以下を実行してください。 

1 コンピュータに追加して保存するユーザのメールアドレス一覧を作成

します。  一覧はプレーンテキスト形式で、1行ごとにメールアドレス

を1つ記載する必要があります。  

2 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>［メーリングリスト］タブ >  メ
ーリングリスト名に進み、［新しいメンバを追加］をクリックします。  

3 ［テキストファイルより追加する (メールアドレスを一行ごとに指定して下

さい)］オプションを選択して［参照］をクリックします。  開いたウィ

ンドウでコンピュータにあるユーザメールアドレス一覧を見つけて

［OK］をクリックします。  

4 ［OK］をクリックして、ユーザメールアドレス一覧内のユーザをメー

リングリストに登録します。  

 

 メーリングリストからユーザを登録解除するには、以下を実行します。  

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>［メーリングリスト］タブ >  メ
ーリングリスト名に進みます。  

2 ユーザのメールアドレスの左側のチェックボックスを選択します。  

3 ［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリ

ックします。  
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登録済みユーザリストのエクスポート 

 メーリングリストに登録済みユーザをエクスポートするには、以下を実行し
てください。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［メール］>［メーリングリスト］タブに進

みます。  

2 所要のメーリングリストに該当する   アイコンをクリックします。  

3 登録済みユーザのリストを保存する場所を選択して［OK］をクリック

します。  
 

メーリングリストへの投稿 

メーリングリストにニュースレターを発行したりその他の情報を投稿するには、メーリ

ングリストのメールアドレスへメールで送信します。 登録されたすべてのユーザが受

け取ります。 

メーリングリストの削除 

 サイトからメーリングリストを削除するには、以下を実行します 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 リストから必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［メール］をクリックします。  

4 ［メーリングリスト］タブをクリックします。  

5 削除するメールボックスの対応するチェックボックスを選択します。  

6 ［選択対象を削除］をクリックします。  

7 確認画面が表示されたら、削除を確認して［OK］をクリックします。  

 

 



 

  
 

ヘルプデスクを使用した顧客の問題

の解決 

コントロールパネルに統合され、「ヘルプデスクを設定」 (102 ページ)セクションの

説明に従って設定したヘルプデスクの使用を決定した場合、ヘルプデスクを使用して顧

客から問題のレポートまたはサポート要求を受け取り、問題が解決された場合に顧客に

通知することができます。  

この章の内容: 

ヘルプデスクでのトラブルチケットの表示 ....................................................... 286 

トラブルチケットへのコメントとクローズ ....................................................... 287 
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ヘルプデスクでのトラブルチケットの表示 

 受け取った問題のレポートをヘルプデスクに表示するには、以下を実行しま
す。 

1 ナビゲーションペインの［ヘルプデスク］ショートカットをクリックし

ます。  

2 このサーバのユーザが提出した問題レポートを見る必要がある場合は

ステップ4に進みます。  

3 自分が管理する他のサーバのヘルプデスクが提出した問題レポートを

見る必要がある場合（「多数のPleskサーバに対する集中アクセスの使

用」 (314 ページ)のセクションに説明があります）は［グローバルTTS］

グループで［サーバ］をクリックしてから必要なサーバを選択します。 

4 新しい問題レポートを表示するには、［ローカルチケットリスト］グル

ープで［新しいチケット］をクリックします。 レポートをすべて表示す

るには、［すべて］をクリックします。  開示されまだ解決されていな

いすべての問題レポートを表示するには、［すべてのオープン済みチケ

ット］をクリックします。  問題が解決されていないことがわかったた

めにユーザが再オープンしたチケットを表示するには、［再オープンチ

ケット］をクリックします。  クローズしたチケットを確認するには、

［クローズ済みのチケット］をクリックします。  

5 チケットが一覧に表示され、次の補足情報が表示されます。  

 ID： 投稿時にシステムによって割り当てられる ID 番号です 

 チケットのタイトル： チケット投稿者が入力した問題の概略です 

 チケットの状態： 新規、再オープン、クローズ 

 投稿者のタイプ： コントロールパネルに表示されるチケットの発信元のユーザ

アカウントまたはメールアドレス。クライアント、ドメイン管理者、コントロー

ルパネルへのアクセス権を持つメールユーザ、またはメールでチケットを投稿し

たユーザ 

 投稿者の名前： チケットの投稿者の名前、ドメインオーナーが投稿したチケッ

トのドメイン名、またはメールで投稿されたチケットのメールアドレス 

 更新日： チケットが更新(コメントの追加や状態の変更)された日 

 キュー： 問題の投稿者が問題の解決を優先する順序 

 優先度： 問題の投稿者が設定した問題の重大度 

 カテゴリ： チケットを関連付けるカテゴリ 

6 チケットの内容を表示するには、チケット IDまたはチケット件名をク

リックします。  
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トラブルチケットへのコメントとクローズ 

 問題が解決された後、チケットをクローズする、またはコメントを投稿する
には、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ヘルプデスク］ショートカットをクリックし

ます。 御社が管理する別のサーバのヘルプデスクを訪問するには、［グ

ローバルTTS］グループで［サーバ］をクリックしてから必要なサーバを

選択します。  

2 作業を行うチケットを探し、その件名か ID番号をクリックします。  

3 チケットをクローズ、再オープンするには、またはチケットにコメン

トを投稿するには、［イベント］ドロップダウンボックスから実行する

作業を選択し、必要に応じて［新規コメント］入力フィールドに新しい

コメントを入力します。  ［OK］をクリックして送信します。  

 
 

他のホスティングプラットフォーム

からのユーザアカウント、ドメイン名、

Web サイトの移行 

他のホスティングプラットフォームからの Plesk コントロールパネルへユーザアカウ

ント、ドメイン名、Web サイトの移行は、Plesk 移行マネージャーにより実行されます。

このツールは、他社のコントロールパネルから Plesk への移行を簡単かつ迅速に行うた

めに開発されました。また、Plesk の他のプラットフォームからの移行にも利用できま

す。   

現時点で、以下のプラットフォームを Plesk for Windows に移行できます。 

 Helm、バージョン 3.1.x 

 Helm、バージョン 3.2.x 

 Ensim Pro、バージョン 3.6、4.0.1 

Plesk for Unix、バージョン 2.5.x、5.x、6.x、7.1 - 7.5.4 移行の実行についての詳細は 

「Plesk Migration Manager guide」をご参照ください。 

 



 

  
 

最新バージョンのバックアップユーティリティおよび復元ユーティリティをコントロ

ールパネルにインストールしている場合、次の作業が可能です。 

個々のドメイン（Web サイト）をバックアップ。 バックアップアーカイブには、ドメ

イン管理者アカウントやドメイン(Web サイト)やメールサービス（メールボックスやア

ンチスパムやアンチウィルスの設定など）関連のすべてのデータが含まれます。 

バックアップのスケジュール。 ドメインのバックアップをスケジューリングすること

ができます。 

バックアップアーカイブからデータを復元 

バックアップ機能および復元機能の使用権限が付与された顧客は、コントロールパネル

から独自のアカウント設定および Web サイトをバックアップし、復元することができ

ます。 顧客のホームページにバックアップリポジトリへのショートカットが表示され

ます（［ホーム］>［バックアップ］）。  

クライアントデータおよびサーバデータをバックアップおよび復元するには、Plesk が

提供する外部バックアップ/復元ユーティリティを使用する必要があります。 詳細につ

いては「ユーティリティのバックアップ/復元」ガイドをご参照ください。 

この章の内容: 

個別ドメイン（Web サイト）のバックアップ .................................................. 289 

バックアップのスケジューリング ..................................................................... 291 

バックアップアーカイブからのデータの復元 ................................................... 292 

バックアップファイルレポジトリの維持 .......................................................... 293 
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データのバックアップおよび復元 
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個別ドメイン（Web サイト）のバック

アップ 

 ドメインおよび Web サイトを保留するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ドメイン］グループの［バックアップ］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［バックアップ作成］をクリックします。  

5 バックアップの方法を［バックアップの方法］一覧から選択します。  

 Plesk サーバにファイルのバックアップを作成して保存するには［リポジトリに

バックアップファイルを作成して保存する］オプションを選択します。 

 バックアップファイルをローカルマシンに保存するには［バックアップファイル

をリポジトリに保存せず、ダウンロードするだけ］ オプションを選択します。 

 FTP サーバにファイルのバックアップを作成して保存するには［FTPサーバにバ

ックアップファイルを作成して保存する］オプションを選択します。 

1. ［FTPサーバ］フィールドで FTP サーバ名を指定します。 

2. ［FTPサーバの基本ディレクトリ］フィールドに、ドメインのバックアップが保

存される FTP サーバディレクトリ名を入力します。 

3. ［FTPログイン］フィールドに FTP サーバログイン名を入力します。 

4. ［FTPパスワード］フィールドに FTP パスワードを入力します。 

5. 必要に応じて［受動モードを使用］チェックボックスを選択します。   

注： ［FTP サーバ］、［FTPサーバの基本ディレクトリ］、［FTPログイン］、お

よび［FTPパスワード］フィールドは、FTP アカウント設定を（［ドメイン］>［ド

メイン名］ >［バックアップ］>［FTP アカウントプロパティ］で）指定済みの場合

は、自動的に入力されます。   

6 ［バックアップファイル名］を指定します。  

7 ［コメント］フィールドにコメントを入力します。  

8 バックアップ時にすべてのドメインアクティビティを中断する場合は

［ドメインを中断する］チェックボックスを選択します。 ただし訪問者

は中断したドメインを利用することができません。  

9 バックアッププロセスの開始と終了に通知を受け取りたい場合は［メー

ルにて通知］チェックボックスを選択してメールアドレスを入力します。 

10 ［バックアップ］をクリックします。  バックアッププロセスが開始さ

れます。  
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注：［バックアップファイルをリポジトリに保存しない、ダウンロードするだけ］

オプションを選択した場合は［ファイルダウンロード］ダイアログウィンドウが開

きます。 バックアップファイルを保存するローカルマシンのロケーションを指定し

て［保存］をクリックします。 

11 バックアップが完了するとバックアップ結果がウィンドウに表示され、

もしエラーが起こればエラーも一緒に表示されます。 ［OK］をクリッ

クします。  
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バックアップのスケジューリング 

 単一ドメイン（Web サイト）のバックアップをスケジュールするには、以下
を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ツール］グループの［バックアップ］をクリックします。  

4 ［ツール］グループの［スケジュール済みバックアップの設定］をクリッ

クします。  

5 バックアップを実行する日時および間隔を指定します。  

6 バックアップリポジトリファイルのロケーションを選択します。   

 ドメインダンプ - バックアップファイルは Plesk サーバに保存されます。 

 FTP - バックアップファイルはリモート FTP に保存されます。  このオプション

を選択した場合、［FTPアカウントプロパティ］ページの該当フィールドに、FTP

サーバへのパス、FTP 証明書（ログイン名およびパスワード）、および基本 FTP

ディレクトリを指定する必要があります。 必要に応じて、［パッシブモードを

使用する］チェックボックス（［ドメイン］> ドメイン名 >［バックアップ］>

［FTPアカウントプロパティ］）を選択します。  

7 保存したバックアップファイルの最大数を対応するフィールドに指定

します。   

8 バックアップファイル名の先頭の記号の組み合わせを指定します。 こ

の指定により、バックアップファイルを区別しやすくなります。  

9 バックアップ時にすべてのドメインアクティビティを中断する場合は

［ドメインを中断する］チェックボックスを選択します。 ただし訪問者

は中断したドメインを利用することができません。  

10 ［ツール］グループの［スイッチオン］をクリックします。  

11 ［OK］をクリックします。  
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バックアップアーカイブからのデー

タの復元 

 ドメイン（Web サイト）を復元するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ツール］グループの［バックアップ］をクリックします。  

4 必要なバックアップファイル名をクリックします。  

5 復元時にすべてのドメインアクティビティを保留にしたい場合は［ドメ

イン保留］チェックボックスを選択します。  ただし訪問者は中断した

ドメインを利用することができません。  

6 復元について通知が欲しい場合は［メールにて通知］チェックボックス

を選択してメールアドレスを指定します。  

7 ［復元］をクリックします。  

8 復元が完了するとバックアップ結果がウィンドウに表示され、もしエ

ラーが起こればエラーも一緒に表示されます。   

9 ［OK］をクリックします。  
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バックアップファイルレポジトリの

維持 

ドメインバックアップは通常、サーバでホスティングされている各ドメインの別々のバ

ックアップリポジトリに保存されます。 そこにアクセスするには、［ドメイン］ショ

ートカットをクリックして、必要なドメイン名をクリックして、［バックアップ］をク

リックします。 これらのバックアップリポジトリは以下の方法で管理することができ

ます。  

 他のコンピュータに保存されているバックアップファイルのアップロード。 

 他のコンピュータへのバックアップファイルのダウンロード。 

 レポジトリからの冗長バックアップファイルの削除。 

 

このセクションの内容: 

バックアップファイルのサーバへのアップロード ............................................ 294 

サーバからのバックアップファイルのダウンロード ......................................... 295 

サーバからのバックアップファイルの削除 ....................................................... 295 
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バックアップファイルのサーバへのアップロー

ド 

 バックアップファイルをバックアップリポジトリにアップロードするには
以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ツール］グループの［バックアップ］をクリックします。  

4 ［参照...］をクリックして、必要なバックアップファイルを選択します。 

5 ［アップロード］をクリックします。  

6 ［OK］をクリックします。  

バックアップファイルが、バックアップリポジトリにアップロードされます。 

 バックアップファイルを FTPからバックアップリポジトリにアップロードす
るには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ツール］グループの［バックアップ］をクリックします。  

4 ［FTPアカウントプロパティ］をクリックします。  

5 FTPサーバ、FTP証明書（ログイン名およびパスワード）、ベースFTP

ディレクトリを該当するフィールドに指定します。  

6 ［OK］をクリックします。  すると前の画面に戻ります。  

7 ［参照...］をクリックして、必要なバックアップファイルを選択します。 

8 ［FTPアップロード］をクリックします。  

9 ［OK］をクリックします。  

バックアップファイルが、バックアップリポジトリにアップロードされます。 
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サーバからのバックアップファイルのダウンロ

ード 

 バックアップファイルをバックアップリポジトリからダウンロードするに
は以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ツール］グループの［バックアップ］をクリックします。  

4 ダウンロードするバックアップファイルに対応する アイコンをクリ

ックします。  

5 バックアップを保存する場所を選択し、［保存］をクリックします。  

バックアップファイルが、バックアップリポジトリからダウンロードされます。 

 
 

サーバからのバックアップファイルの削除 

 バックアップファイルをバックアップリポジトリから削除するには以下を
実行してください。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［ツール］グループの［バックアップ］をクリックします。  

4 削除したいバックアップファイルに対応するチェックボックスを選び

ます。  

5 ［選択対象を削除］をクリックします。   

6 削除を確認して［OK］をクリックします。  

 

 



 

  
 

 サーバ利用に関する情報を表示するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［システム］グループの［統計］をクリックします。  

次の情報が表示されます。 

 プロセッサ情報 

 Plesk のバージョンとビルド番号 

 オペレーティングシステムとそのカーネルバージョン 

 Plesk ライセンスキー番号 

 サーバアップタイム 

 直近の 1 分、5 分、15 分のプロセッサの負荷平均 

 RAM のインストール量および使用量  

 使用されているスワップスペース容量 

 ハードディスクのパーティションおよびディレクトリ別使用量 

 接続（マウント）しているストレージとネットワークストレージデバイス 

 ホストされたドメインの数を示すには以下を実行します。 ［アクティブ］には

オンラインのドメインの数が示されます。［問題］オンライン状態のままだがデ

ィスク容量と帯域幅の割り当てを超えているドメインが示されます。［パッシブ］

には各ユーザまたはユーザのリセラーにより中断されたためにオフラインのド

メインが示されます。 

3 サーバ統計を最新のデータで更新する場合は、［更新］をクリックしま

す。  

 

 サーバにインストールされ、Plesk コントロールパネルで管理されるソフトウ
ェアコンポーネントに関する情報を表示するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［システム］グループの［コンポーネント管理］をクリックします。  

3 ［更新］をクリックして情報を更新します。  

 

 ユーザアカウントとユーザのサイトに関する連結レポートを表示するには、
以下を実行します。  

章 1 2 章  
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1 ナビゲーションペインの［クライアント］ショートカットをクリックし

ます。  

2 必要なユーザ名をクリックします。  

3 ［ツール］グループの［レポート］をクリックします。  

 

 特定のドメイン名/Web サイトで使用されるサーバリソースとホスティング
機能に関する詳細レポートを表示するには、以下を実行します。  

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 

2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［レポート］をクリックします。  

 

 以下はレポートの共通操作です。 

 詳細を表示するには、［レポート］ドロップダウンメニューから［フルレポート］

オプションを選択します。 

 レポートに表示される情報の量を調整するには、 ［カスタマイズ］をクリッ

クし、既存のレポートテンプレートを変更します（この場合、レポートテンプレ

ート名をクリック）か、新しいレポートテンプレートを作成します（この場合、

［新しいレポートの追加］をクリックします）。 次に、レポートの各セクショ

ンで必要な情報の量を指定します。 どの情報も必要としない場合は［なし］を、

詳細な概要が必要な場合は［サマリー］を、詳細なレポートが必要な場合は［フ

ル］をそれぞれ選択します。 ［デフォルトレポートとして使用］チェックボッ

クスを選択し、［OK］をクリックします。 カスタムレポートレイアウトを削除

するには、レポートレイアウト名の対応するチェックボックスを選択し、 ［選

択対象を削除］をクリックします。  

 レポートを印刷するには、 ［印刷］をクリックします。 別のブラウザウィン

ドウにレポートが表示されます。 ブラウザのメニューから［ファイル］>［印刷］

オプションを選択して、レポートを印刷します。 

 メールでレポートを送信するには、［レポート］グループの右側にある入力ボッ

クスに受信者のメールアドレスを入力し、 ［メールにより送信］をクリック

します。 自分が受信者である場合、メールアドレスを指定する必要がありませ

ん。 システムはデフォルトで、使用中のユーザがレポート受信者と想定し、使

用中のユーザのコントロールパネルアカウントに登録されたメールアドレスを

指定します。 

 レポートを毎日、毎週、または毎月自動的に生成し、メールで配信するには、［レ

ポート送信］をクリックし、「レポート生成とメールによる配信の自動化」セク

ションの指示に従ってください。 

 サイトの閲覧者数、閲覧元の国、およびサイトで閲覧されたページの内容を
調べるには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［ドメイン］ショートカットをクリックします。 
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2 必要なドメイン名をクリックします。  

3 ［レポート］をクリックします。  

4 サイトの特定のエリア間でダウンロードもしくはアップロードした

Webページまたはファイルの統計を閲覧するには、以下を実行します。 

 ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）でサイトから転送された Web ページの

統計を表示するには、［Web 統計］をクリックします。 

 保護付きハイパーテキスト転送プロトコル（HTTPS）でサイトから転送された Web

ページの統計を表示するには、［Web Stats SSL］をクリックします。 

 ファイル転送プロトコル（FTP）で転送されたファイルの統計を表示するには、［FTP

統計］をクリックします。 

 帯域幅利用量を月別に表示するには、［トラフィック履歴］をクリックします。 

 帯域幅利用量をこのドメイン内の FTP 別、Web 別、メールサービス別に表示する

には、［トラフィック］をクリックします。 

または、次の URL を表示することによってサイトの Web 統計を確認できます。 

https://your-domain.com/plesk-statユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら、

FTP アカウント信用情報を指定します。 
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Kaspersky アンチウィルスおよび

Spamassassin 統計の表示 

 Kaspersky アンチウィルスが検出して削除したウイルスの情報を表示するに
は、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［メール］>［統計］タブに進んで［ウイルス統計］をクリッ

クします。  

2 表示するウイルス統計の期間を選択します。  

ウイルスやメール送信者または受信者のメールアドレスの詳細を表示するには、それぞ

れのタブをクリックします。   

 Spamassassin 検出してフィルタリングしたウイルスの情報を表示するには、
以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［メール］>［統計］タブに進んで［SPAM統計］をクリック

します。  

2 表示するSPAM統計の期間を選択します。  

スパムメッセージ受信者の詳細を表示するには、［受信者］タブをクリックします。 
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レポート生成とメールによる配信の

自動化 

 1 つまたは複数のユーザアカウントの連結レポートを定期的に受信するには、
以下を実行します。 

1 ［クライアント］>［クライアント名］>［レポート］>［レイアウト］>［レ
ポートタイプ］>［レポート送信］>［新しい配送スケジュール］に進みます。  

2 システムに登録されたメールアドレスへのレポートを受信するには、

［受取者］ドロップダウンメニューから［サーバ管理者］の値を選択し

ます。 別のメールアドレスへのレポートを受信するには、［送信先のE

メールアドレスを指定］オプションを選択し、メールアドレスを入力し

ます。 クライアントにレポートを送信するには、［クライアント］オプ

ションを選択します。 各クライアントすべてにクライアントレポート

を送信するには、［すべてのクライアントのレポート］オプションを選択

します。  

3 ［送信頻度］ドロップダウンメニューから送信間隔を選択し、［OK］を

クリックします。 レポートは毎日、毎週、毎月のいずれかの間隔で送

信できます。  

 

 アカウントステータスレポートの送信スケジュールを変更するには、以下を
実行します。 

1 ［クライアント］>［クライアント名］>［レポート］>［レイアウト］>［レ
ポートタイプ］>［レポート送信］に進みます。  

2 ［頻度］の列で、変更する送信スケジュールに対応するハイパーリンク

をクリックします。  

3 必要に応じて設定を調整し［OK］をクリックします。  

 

 アカウントステータスレポートの受信を停止するには、以下を実行します。 

1 ［クライアント］>［クライアント名］>［レポート］>［レイアウト］>［レ
ポートタイプ］>［レポート送信］に進みます。  

2 送信スケジュールに対応するチェックボックスを選択し、  ［選択対

象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリックしま

す。  
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 1 つまたは複数のドメインや Web サイトに関する詳細レポートを定期的に受
信するには、以下を実行します。 

1 ［ドメイン］> ドメイン名 >［レポート］>［レイアウト］>［レポートタイ
プ］>［レポート送信］>［新しい配送スケジュール］に進みます。  

2 システムに登録されたメールアドレスへのレポートを受信するには、

［受取者］ドロップダウンメニューからサーバ管理者の値を選択します。 

別のメールアドレスへのレポートを受信するには、［指定したメールア

ドレス］オプションを選択し、メールアドレスを入力します。  このド

メイン名やWebサイトが別のユーザに属する場合、そのユーザにレポ

ートを送信できます。  ［クライアント］オプションまたは［ドメイン管

理者］オプションを選択します。  

3 特定のドメインやWebサイトに関するレポートを受信するには、［この

ドメイン］オプションを選択したままにしておきます。  特定のユーザ

アカウントに属する各ドメインに関する詳細レポートを受信するには、

［このクライアントによって管理されている、全てのドメイン］オプション

を選択します。 サーバでホスティングされる全てのドメインに関する

レポートを受信するには、［全てのドメイン］オプションを選択します。  

4 ［送信頻度］ドロップダウンメニューから送信間隔を選択し、［OK］を

クリックします。 レポートは毎日、毎週、毎月のいずれかの間隔で送

信できます。  

 

 詳細なドメインや Web サイトレポートの送信スケジュールを変更するには、
以下を実行します。  

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［レポート］>［レイアウト］>［レポートタ
イプ］>［レポート送信］に進みます。  

2 ［頻度］の列で、変更する送信スケジュールに対応するハイパーリンク

をクリックします。  

3 必要に応じて設定を調整し［OK］をクリックします。  

 

 ドメインレポートの受信を停止するには、以下を実行します。  

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［レポート］>［レイアウト］>［レポートタ
イプ］>［レポート送信］に進みます。  

2 送信スケジュールに対応するチェックボックスを選択し、  ［選択対

象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリックしま

す。  
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ログファイルの表示とログファイル

の再利用の設定 

Web サーバへの全ての接続とサーバに見つからないファイルの要求は、ログファイル

に登録されます。 これらのログファイルはサーバ上で実行される統計ユーティリティ

で分析され、オンデマンドでグラフィカルレポートで表示されます。 これらのログフ

ァイルをコンピュータにダウンロードして、サードパーティ製の統計ユーティリティで

処理したり、Web サーバをデバッグするためにログファイルのコンテンツを調べるこ

とができます。 

 これらのログファイルが増大するのを防ぐために、ログファイルの自動クリ
ーンアップと再利用を有効にする必要があります。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名 >［ログマネージャ］>［ログローテーション］

に進み、［スイッチオン］をクリックします。  ［スイッチオフ］しか表

示されない場合、ログの再利用がすでに有効になっています。  

2 ログファイルを再利用する時期、およびサーバに格納する各ログファ

イルのインスタンス数を指定します。 ログファイルを圧縮するか、処

理の後にメールアドレスに送信するかを指定します。 ［OK］をクリッ

クします。  

 ログファイルのコンテンツを表示する、またはコンピュータにダウンロード
するには、以下を実行します。 

1 ［ドメイン］>  ドメイン名に進み、［ホスティング］グループの［ログマ

ネージャ］をクリックします。 ログファイルのリストが表示されます。  

 ログファイルの表示する行数を、最後から数えた行数で指定し、［プリファレン

ス］グループの入力ボックスに数字を入力します。 

 ログファイルのコンテンツを表示するには、ファイル名をクリックします。  

 コンピュータにファイルをダウンロードするには、必要なファイルに対応するア

イコン をクリックします。  

 サーバから処理済みのログファイルを削除するには、対応するチェックボックス

を選択し、  ［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］

をクリックします。 
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コントロールパネルへの接続のモニ

タニング 

 現在コントロールパネルにログインしている顧客名を探すには、以下を実行
します。 

1 ナビゲーションペイン内の［セッション］をクリックします。  自分も

含めた全てのセッションが表示され、次の詳細が表示されます。  

 タイプ  セッションを確立したコントロールパネルユーザのタイプ  

サーバ管理者 

クライアント 

ドメインまたは Web サイトオーナー 

メールボックスオーナー 

 ログイン  ユーザがログインしたときのログイン名 

 IP アドレス.  コントロールパネルにアクセスした IP アドレス 

 ログイン時間.  ユーザがコントロールパネルにログインした日時 

 アイドル時間.  ユーザがログイン中にコントロールパネルで何も作業を行って

いない時間 

2 ユーザセッションのリストを更新するには、［更新］をクリックします。  

3 ユーザセッションを終了するには、各チェックボックスを選択し、  

［選択対象を削除］をクリックし、確認を確認してから［OK］をクリッ

クします。  
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FTP サービスへの接続のモニタリン

グ 

 FTP を使用してサーバに接続しているユーザ名、そのユーザが作業している
ディレクトリ名、およびサーバ間でアップロードまたはダウンロードを行っ
ているファイル名を確認するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペイン内の［セッション］をクリックします。  

2 ［FTPセッション］タブをクリックします。 自分も含めた全てのセッシ

ョンが表示され、次の詳細が表示されます。  

 タイプ  セッションを確立したユーザのタイプ   

コントロールパネルに登録していないユーザ 

匿名 FTP ユーザ 

ドメインまたは Web サイト管理者 

サブドメイン管理者 

Web ユーザ（個別のドメイン名を持たない個人 Web ページのオーナー） 

 ステータス  FTP 接続の現在のステータス  

 FTP ユーザログイン  FTP アカウントへのアクセスに使用したログイン名  

 ドメイン名  FTP ユーザが現在接続しているドメイン 

 現在のロケーション  FTP ユーザが現在いるディレクトリ 

 ファイル名  操作中のファイル名 

 スピード  転送速度（キロバイト） 

 進捗（%）  パーセンテージで示されるファイル移行の進捗度 

 IP アドレス.  FTP アカウントにアクセスしている IP アドレス 

 ログイン時間.  現在のユーザがログインしてからの経過時間 

 アイドル時間.  FTP を使用してサーバに接続している間に、ユーザが何も作業

を行っていなかった時間 

3 FTPセッションのリストを更新するには［更新］をクリックします。  

4 セッションを終わらせるには、該当するチェックボックスをチェック

して、  ［選択対象を削除］をクリックします。  
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サーバへのターミナルセッション接

続のモニタリング 

 現在ターミナルサーバセッション経由でどの顧客がサーバにログインして
いるかを見つけるには以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペインで［セッション］をクリックして［TSセッション］

タブをクリックします。 自分も含めたすべてのセッションが表示され、

次の詳細が表示されます。  

 S。 ターミナルセッションのステータスです。  

 - サーバ管理者向け。 

 -クライアントが、有効なログイン名およびパスワードで接続およびログイン。 

 - クライアントが接続しているがログインはしていない。 

 - クライアントは接続していない。 

 ［名前］。 ターミナルセッションの名前です。 

［ユーザ］。 ターミナルセッションユーザの名前です。 リストのセッション名を

クリックするとセッションの詳細が表示されます。 

2 ターミナルセッションのリストを更新するには、［更新］をクリックし

ます。  

3 ターミナルセッションの接続を解除するには、各チェックボックスを

選択し、 ［接続解除］をクリックし、接続解除を確認してから［OK］

をクリックします。  

4 ターミナルセッションからログアウトするには、各チェックボックス

を選択し、 ［ログアウト］をクリックし、ログアウトを確認してから

［OK］をクリックします。  

 



 

  
 

リモートデスクトップ (RDP) アクセス機能によって Plesk にリモートログインして標

準 Microsoft Windows デスクトップインターフェース経由で相互作用ができます。 

 リモートデスクトップインターフェース経由でサーバにアクセスするには
以下を実行してください。 

1 ナビゲーションペイン内の［サーバ］をクリックします。  

2 ［サービス］グループの［リモートデスクトップ］アイコンをクリックし

ます。  

3 ［ターミナルセッションの画面解像度］メニューでセッションの画面解像

度を設定します。  

注：解像度が高いと相互作用のスピードが落ち、より多くの帯域幅を使用します。 

4 ブラウザによって接続方法を選択します。  

 Microsoft RDP ActiveX - 他のブラウザでは動作しないため、Internet Explorer ブラ

ウザの使用が推奨されています。     

 properoJavaRDP - Internet Explorer では動作しないため、Netscape、Mozilla、

Firefox ブラウザの使用が推奨されています。 Opera の 8.0 以上のバージョンだ

けがサポートされています。 このコンポーネントは JRE (Java Runtime 

Environment) がシステムにインストールされていることが必要です。 JRE は

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jspからインストールすることができま

す (バージョン 1.4 以上) 。  

注： 

 Internet Explorer または Mozilla を使用する場合は Microsoft Windows のターミ

ナルサービスコンフィグレーションコンソールを開いて（［開始］>［管理タス

ク］）、サーバ設定画面でユーザごとに［ライセンシング］オプションを設定す

る必要があります。 

5 ［OK］をクリックします。  新規ウィンドウが開きます。  

6 システムにログインします。  デフォルトでPleskはドメインの

FTP/Microsoft FrontPageログインを使用しています。 どの有効なログ

イン名およびパスワードでもできます。   

7 システムにログインしたあとは通常のWindowsデスクトップのように

して作業を開始できます。  
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リモートデスクトップセッションを終了するには以下を実行してください。 

 リモートデスクトップセッションのブラウザウィンドウをクローズします。 この方

法だとセッションはデスクトップから切り離されますが、サーバ上で動作し続ける

ので、次回ログインしたときにリモートデスクトップは前の状態を維持しています。 

または 

 セッションから完全に出たい場合は［スタート］ > ［ログオフ］を選択します 

 



 

  
 

システムの様々なユーザが行ったアクションのトラッキングが必要な場合があります。 

すべてのアクションはログファイルに記録されており、ダウンロードして閲覧すること

ができます。 以下のシステムイベント（アクション）のログを残すことができます。 

 管理者情報変更 

 システムサービスの再起動、起動、停止 

 IP アドレスの追加、削除、変更 

 ログイン設定（コントロールパネルにおけるすべてのユーザセッションに許可され

た非活動期間）の変更 

 クライアントアカウントの作成、削除、個人もしくはシステム情報の変更 

 クライアントアカウントのステータス変更（停止/停止解除） 

 クライアントのインターフェースプリファレンスの変更 

 クライアントの IP プールの変更 

 クライアントのプールに追加または削除されたサイトアプリケーション 

 クライアントアカウントのディスクスペース制限超過 

 クライアントアカウントのトラフィック使用率の制限超過 

 デスクトッププリセットの作成、削除、変更 

 ドメインのディスク容量制限超過 

 ドメインのトラフィック使用率の制限超過 

 ドメイン管理者アカウントプロパティの変更 

 ドメインの作成、削除、設定の変更 

 ドメインオーナーの変更 

 ドメインのステータス変更（停止/停止解除） 

 ドメインの DNS ゾーン更新 

 サブドメインの作成、削除、設定の変更 

 ドメインエイリアスの作成、削除、設定の変更 

 ドメインエイリアスの DNS ゾーンの変更  

 クライアントアカウント制限（リソース割り当て）の変更 

 クライアントの権限の変更 

 ドメイン制限（リソース割り当て）の変更 

 ユーザのコントロールパネルへのログインとログアウト 
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 メールアカウントの作成、削除、変更 

 メーリングリストの作成、削除、設定変更  

 物理的ホスティングの作成、削除、変更 

 標準またはフレーム転送ホスティングアカウントの作成、削除、再構成  

 Web ユーザアカウントの作成、削除、変更 

 サイトアプリケーションのインストール、再構築、アンインストール 

 サイトアプリケーションパッケージのインストール、アンインストール、更新 

 ライセンスキーの失効または更新 

 データベースサーバの作成、削除、更新 

 データベースの作成または削除 

 データベースユーザアカウントの作成、削除、更新 

 クライアントの GUID の更新 

 ドメインの GUID の更新 

 Plesk コンポーネントの更新または追加 

この章の内容: 

アクションログの設定 .......................................................................................310 

アクションログのダウンロード .........................................................................311 

アクションログの消去 .......................................................................................311 
 
 

アクションログの設定 

 アクションログを設定するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［コントロールパネル］グループの［アクションログ］をクリックします。  

3 ［ログに記録されるアクション］グループで、チェックボックスを使用

してログに記録されるアクションを選択します。  

4 ［データベースに記録を保存］フィールドでアクションログ解除オプシ

ョンを選択します。 日次、週次、月次、もしくはデータベースに保存

されるレコードの数を指定することもできます。   

5 全てのアクションログレコードを保存する場合は、［ログを削除しない］

オプションを選択します。  

6 変更を適用するには、［OK］をクリックします。  
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アクションログのダウンロード 

 コンピュータにアクションログをダウンロードするには、以下を実行します。  

1 ［サーバ］>［アクションログ］に進みます。  

2 ［ログファイル］セクションでドロップダウンボックスを使用して期間

を選択し、［ダウンロード］をクリックします。  

ダウンロードするファイルを保存する場所を尋ねるダイアログウィンドウが開きま

す。  

3 保存場所を指定して［保存］をクリックします。  

 

 
 

アクションログの消去 

 アクションログを消去するには、以下を実行します。 

1 ［サーバ］>［アクションログ］に進みます。  

2 ［ログファイル］セクションで、［ログ消去］をクリックします。  

 
 

イベントマネージャは Plesk と外部システム間のデータ交換の構成に役立つよう設計

されたものです。   特定のコントロールパネルイベントで実行されるスクリプトを作

成し、イベントの処理をトリガーするイベントハンドラを作成します。 複数のハンド

ラを 1 つのイベントに割り当てることができます。 

このセクションの内容: 

イベントハンドラの追加 ................................................................................... 312 

イベントハンドラの削除 ................................................................................... 313 
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イベントハンドラの追加 

 イベントハンドラを追加するには、以下を実行します。 

例えば、「クライアントアカウント作成」イベントのイベントハンドラを作成して

みます。 ハンドラはクライアント名を最初のパラメータとして受け入れ、クライア

ントのログインを 2 番目のパラメータとして受け入れます。 説明を簡単にするため

に、以下のような test-handler.bat と呼ばれるバッチファイルを使用します。 

echo "--------------" >> c:\windows\temp\event_handler.log 

rem information on the event date and time 

date /T   >> c:\windows\temp\event_handler.log 

rem information on the created client account 

echo "client created" >> c:\windows\temp\event_handler.log 

rem client's name 

echo "name: %1"       >> c:\windows\temp\event_handler.log 

rem client's login 

echo "login: %2"       >> c:\windows\temp\event_handler.log 

echo "--------------" >> c:\windows\temp\event_handler.log 

 

ファイルの実行を制御できるように、このスクリプトはそのファイルに情報を付加

します。 

スクリプトが c:¥program files¥swsoft¥plesk¥scripts¥に置いてあるとし

ます。 コントロールパネル経由でイベントハンドラを作成し、スクリプトを登録し

ます。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［コントロールパネル］グループの［イベントマネージャ］をクリックし

ます。  

3 ［新しいイベントハンドラの追加］をクリックします。  イベントハンド

ラ設定ページが表示されます。  

4 ［イベント］ドロップダウンボックスでハンドラを割り当てるイベント

を選択します。  

5 ハンドラ実行の優先順位を選択するか、カスタム値を指定します。 そ

れを実行するには、［優先度］ドロップダウンリストで［カスタム］を

選択して値を入力します。   

複数のハンドラを 1 つのイベントに割り当てる場合、異なる優先度（高い値に設定

すると優先度も高くなります）でハンドラの実行シーケンスを指定できます。  

6 ハンドラを実行するシステムユーザを選択します。  

7 ［コマンド］入力フィールドで選択したイベントで実行するコマンドラ

インを指定します。  例ではc:\program 

files\swsoft\plesk\scripts\test-handler.bat" 

<new_contact_name> <new_login_name> となります。  
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ディレクトリ名やファイル名にはスペースが含まれているため、パスは " で囲んで

いなければなりません。 

8 ［OK］をクリックします。  

注： コマンドラインのうち、括弧でくくった <new_contact_name> と 

<new_login_name> の部分でパラメータを指定します。 ハンドラを実行する前に、

作成したクライアントの名前とログインをそれぞれ置き換えます。 利用可能なパラメ

ータの完全なリストが提供されます。 削除オペレーションでは、new_xxx のパラメー

タは空白行にする点に注意してください。 作成オペレーションでは、old_xxx のパラメ

ータが空白行になります。 

Plesk コントロールパネルにログインし新規クライアントを作成するには、［連絡先］ 

フィールドに「Some Client」、［ログイン］フィールドに「some_client」という値を

指定してハンドラを呼び出すと、以下のレコードが

c:¥windows¥temp¥event_handler.log に追加されます。 

Sat Jun 26 21:46:34 NOVT 2004 

client created 

name: Some client 

login: some_client 

 

1 つ以上のハンドラを指定するには、他のハンドラについても同じアクションを繰り返

してください。 

イベントハンドラが処理可能なイベントの詳細は、(Plesk for Windows 拡張管理ガイ

ド（Advanced Administration Guide）)をご覧ください。 

イベントハンドラの削除 

 イベントハンドラを削除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［コントロールパネル］グループの［イベントマネージャ］をクリックし

ます。  

3 ハンドラのリストで対応するチェックボックスを選択し、 ［選択対象

を削除］をクリックします。   

 

 



 

  
 

Plesk 管理サーバが複数存在する場合、いずれかのサーバのコントロールパネルを使用

して、他のサーバのアクセスおよび管理を実行できます。 この機能がコントロールパ

ネル内で使用できるかどうかを確認するには、ナビゲーションパネルの［マスター］シ

ョートカットの表示を確認します。 

マスター機能では（Web ブラウザのパスワードマネージャと同様に）他の Plesk 管理

サーバにアクセスするための信用情報を記憶することができます。  いずれかのサーバ

のコントロールパネルにログインする必要がある場合、そのコントロールパネルのスレ

ーブサーバのリストを表示し、アイコンをクリックする必要があります。 別のサーバ

で実行中のコントロールパネルは、新しいブラウザウィンドウに表示されます。 

複数のサーバへの単一のエントリポイントを示す以外に、マスター機能は指定した他の

サーバのポーリング、システムサービスの状態およびリソース利用量に関する情報の取

得、およびこのような情報のコントロールパネルへの表示も実行します。 

マスター機能を使用すると、作業時間を節約しクリック回数を尐し減らすことができま

す。 サーバの数が多く、本格的にサーバ集中管理が必要になる場合は、SWsoft 社の

Plesk Expand か HSPcomplete ソリューションをご使用ください。 

この章の内容: 

サーバレコードの追加 ...................................................................................... 315 

サーバ情報の表示とサーバへのログイン .......................................................... 315 

サーバレコードの削除 ...................................................................................... 316 
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サーバレコードの追加 

 Plesk 管理サーバに関するレコードをコントロールパネルに追加するには、以
下を実行します。 

1 ［マスター］>［新しいサーバの追加］に進みます。  

2 適切なフィールドにホスト名とポート番号を入力し、Pleskが所定のス

レーブサーバにログインする際に使用するログイン名とパスワードを

指定します。  スレーブサーバの説明を入力することもできます。  こ

の時点で詳細なサーバ情報を取り出し表示する必要がない場合は、［サ

ーバに情報を要求しない］チェックボックスを選択します。  

3 ［設定］をクリックします。  

4 そのサーバのコントロールパネルへのセキュアナ接続に使用するSSL

証明をアップロードするには、［証明書］ボタンをクリックします。 ［参

照...］をクリックして、証明書ファイルを探すか、クリップボードから

証明書の内容を貼り付けます。 その後、それぞれ［ファイル送信］また

は［テキスト送信］ボタンをクリックし、スレーブサーバに証明書をア

ップロードします。  

 

サーバレコードの変更が必要な場合、ナビゲーションペインで［マスター］ショートカ

ットをクリックし、必要なホスト名をクリックします。 

サーバ情報の表示とサーバへのログ

イン 

 サーバに関する情報を表示し、サーバのコントロールパネルにログインする
には、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［マスター］ショートカットをクリックします。 

追加した全てのサーバに関する次の情報が表示されます。 

 S 列のステータスアイコン 

 - サーバが操作可能な状態であり、リソースの使用過多がない。  

 - 一部のシステムサービスが停止している。 

 - 尐なくとも 1 つのユーザアカウントがリソース（ディスクスペースまたは

帯域幅）割り当てを超えている。 

 - サーバが停止またはアクセス不可。 
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 - サーバでステータスのポーリングが行われていない。 

 ホスト名 

 指定した［詳細］ 

2 詳細なサーバレポートを表示するには、必要なホスト名をクリックし

ます。  

3 サーバのコントロールパネルにログインするにはそれぞれの アイコ

ンをクリックします。  

 
 

サーバレコードの削除 

 サーバレポートを削除するには、以下を実行します。 

1 ナビゲーションペインの［マスター］ショートカットをクリックします。 

2 削除したいレコードに対応するチェックボックスを選択します。  

3 ［選択対象を削除］をクリックします。 削除を確認して［OK］をクリ

ックします。  

 

 



 

  
 

コントロールパネル内で Plesk アップデータ機能を使用すると、必要な更新およびコン

トロールパネルを簡単にインストールでき、さらにコントロールパネルを最新のリリー

スにアップグレードできます。 

 Plesk コントロールパネルを更新するには以下を実行してください。  

1 ナビゲーションペインの［サーバ］ショートカットをクリックします。 

2 ［サービス］グループの［アップデーター］をクリックします。  

コントロールパネルが URL http://autoinstall.plesk.comにある SWsoft の公式 Plesk

アップデートサーバに接続し、入手可能なリリースの情報を取得してシステムにイ

ンストールされているコンポーネントを解析し、使用可能なリリースおよびコンポ

ーネントの更新一覧を表示します。  各リリースについて、有効な操作の簡単な説

明が表示されます。 

注：インストール済みのアップデートのリストを表示するには［インストール済み

のアップデート］タブをクリックします。 

3 インストールしたい更新に対応するチェックボックスをチェックし、

［インストール］をクリックしてください。 確認ページが表示されます。 

4 メールアドレスを入力します。 更新が完了すると、メールで通知が送

信されます。 選択した更新のインストールを確認するには、チェック

ボックスを選択して［OK］をクリックします。 選択した更新がダウン

ロードされ、バックグラウンドモードで自動的にインストールされま

す。  

 

外部の Plesk 自動アップデータ ユーティリティを使用して必要な更新をすべてインス

トールすることもできます。 

  Plesk 自動アップデーターユーティリティで Plesk コントロールパネルをア
ップグレードするには以下を実行してください。 

1 ［スタート］メニュー >［すべてのプログラム］>［SWsoft］>［Plesk］>

［Plesk自動アップデータ］ を開きます。  Plesk自動アップデータが

SWsoftのWebサイトに接続して使用可能な更新一覧を入手します。  
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2 Plesk自動アップデータがSWsoftのWebサイトに接続して使用可能な

更新一覧を入手した後、インストールするコンポーネントに対応する

チェックボックスを選択します。  

3 ［インストール］をクリックします。  

選択した更新がまずダウンロードされ、それからインストールされます。 インストー

ルはウィザードの指示に従ってください。 

インストールした更新の重要度によっては、Plesk がサーバを再起動するよう指示する

場合があります。 サーバを再起動しないとコントロールパネルが正常に動作しない場

合がありますので、サーバの再起動は強く推奨されています。 

更新処理についての注意事項： 

コントロールパネルのバージョンを新しいバージョンにアップグレードする場合、アッ

プグレード処理の開始と終了がメールで通知されます。 アップグレードが成功すると、

通知メッセージにはイベントログとインストールされたコンポーネント一覧が記載さ

れます。 ただし、メールサーバに不具合が生じてもエラーメッセージは送信されませ

ん。 この場合、サーバのハードドライブ上の autoinstaller.log ファイルでエラーをチェ

ックできます。 

コントロールパネルの主要機能に影響するコントロールパネルのコンポーネントをイ

ンストールしている間は、コントロールパネル操作は保留されます。 

アップグレード後に新しいライセンスキーのインストールが必要になる場合、「ライセ

ンスキーのアップグレード」 (28 ページ)のセクションを参照してください。 ライセ

ンスキーのインストールについて問題が発生した場合、sales@swsoft.co.jp にご連絡

ください。 

この章の内容: 

コントロールパネルの更新について通知するように Plesk 自動アップデータを設定
 .......................................................................................................................... 319 

コントロールパネルの自動更新の設定 .............................................................. 321 

Plesk アップデートのカスタムアップデートサーバの設定 ............................... 322 
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コントロールパネルの更新について

通知するように Plesk自動アップデー

タを設定 

コントロールパネルのアップデートについて通知するように Plesk 自動アップデータ

ーを設定することができます。  

 それには以下を実行してください。 

1 ［サーバ］>［アップデーター］に進みます。  

2 ［自動更新］タブをクリックします。  

3 ［Pleskの自動更新をスイッチオンする］チェックボックスを選択します。 

4 ［アップデートをチェックする］および［at］フィールドで、Plesk自動ア

ップデータがSWsoftのWebサイトに接続して更新を確認する日時を選

択します。  

5 Pleskの更新があった場合に自動アップデータがどうするかを選択し

ます。  

 アップデートをダウンロードできると通知します。 自動的にアップデートをダ

ウンロードしたりインストールしたりはしません。 - アップデートの準備がで

きると通知が来るので、Plesk のアップデートは手動で行います。 

 自動的にアップデートをダウンロードします。 アップデートがダウンロードさ

れインストールの準備ができていると通知します。 - アップデートは自動的に

ダウンロードされます。アップデートをダウンロードしなくても Plesk のアップ

デートを手動で行うことができます。 

6 ［通知設定］セクションで通知のオプションを選択します。  

 ［宛先メール］- Plesk 自動アップデータが通知を送る宛先メールアドレスを指

定します。 

 ［送信元メール］- Plesk 自動アップデータからの通知の送信元メールアドレス

を指定します。 

 ［件名］- 通知メールの件名を指定します。 デフォルトの件名は「The Plesk Auto 

Updater notification」です。 

7 ［OK］をクリックします。  

 

コントロールパネルのアップデートについて通知するように Plesk 自動アップデータ

ーを設定することもできます。  
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 Plesk 自動アップデータ ユーティリティを設定して Plesk の更新が利用可能
であることを通知するには、以下を実行してください。 

1 ［スタート］メニュー >［すべてのプログラム］>［SWsoft］>［Plesk］>

［自動アップデータの設定］  を開きます。  

2 ［Pleskの自動更新をスイッチオンする］チェックボックスを選択します。 

3 ［アップデートをチェックする］および［at］フィールドで、Plesk自動ア

ップデータがSWsoftのWebサイトに接続して更新を確認する日時を選

択します。  

4 Pleskの更新があった場合に自動アップデータがどうするかを選択し

ます。  

 アップデートをダウンロードできると通知します。 自動的にアップデートをダ

ウンロードしたりインストールしたりはしません。 - アップデートの準備がで

きると通知が来るので、Plesk のアップデートは手動で行います。 

 自動的にアップデートをダウンロードします。 アップデートがダウンロードさ

れインストールの準備ができていると通知します。 - アップデートは自動的に

ダウンロードされます。アップデートをダウンロードしなくても Plesk のアップ

デートを手動で行うことができます。 

5 ［通知設定］セクションで通知のオプションを選択します。  

 ［宛先メール］- Plesk 自動アップデータが通知を送る宛先メールアドレスを指

定します。 

 ［送信元メール］- Plesk 自動アップデータからの通知の送信元メールアドレス

を指定します。 

 ［件名］- 通知メールの件名を指定します。 デフォルトの件名は「The Plesk Auto 

Updater notification」です。 

6 ［適用］をクリックします。  
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コントロールパネルの自動更新の設

定 

更新を手動でインストールしたくない場合は、Plesk が自動的に最新の状態を保つよう

に、自分が介入しなくても Plesk 自動アップデータが更新をダウンロードしてインスト

ールするように設定できます。 

 Plesk 自動アップデータが自動的に Plesk コントロールパネルを更新するよう
に設定するには、以下を実行してください。 

1 ［サーバ］> ［アップデータ］に進みます。  

2 ［自動アップデータ設定］タブをクリックします。  

3 ［Pleskの自動更新をスイッチオンする］チェックボックスを選択します。 

4 ［アップデートをチェックする］および［at］フィールドで、Plesk自動ア

ップデータがSWsoftのWebサイトに接続して更新を確認する日時を選

択します。  

5 ［アップデートを自動的にダウンロードし、インストールします。アップデ

ートのダウンロードおよびインストールが完了次第通知します］オプション

を選択します。 更新は自動的にダウンロードおよびインストールされ、

通知が2つ送信されるため、更新がダウンロードおよびインストールさ

れたことが分かります。  

6 ［通知設定］セクションで通知のオプションを選択します。  

 ［宛先メール］- Plesk 自動アップデータが通知を送る宛先メールアドレスを指

定します。 

 ［送信元メール］- Plesk 自動アップデータからの通知の送信元メールアドレス

を指定します。 

 ［件名］- 通知メールの件名を指定します。 デフォルトの件名は「The Plesk Auto 

Updater notification」です。 

7 ［OK］をクリックします。  

 

更新を手動でインストールしたくない場合は、Plesk が自動的に最新の状態を保つよう

に、自分が介入しなくても Plesk 自動アップデータが更新をダウンロードしてインスト

ールするように設定できます。 

 Plesk 自動アップデータユーティリティが自動的に Plesk コントロールパネル
を更新するように設定するには、以下を実行してください。 
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1 ［スタート］メニュー >［すべてのプログラム］>［SWsoft］>［Plesk］>

［自動アップデータの設定］  を開きます。  

2 ［Pleskの自動更新をスイッチオンする］チェックボックスを選択します。 

3 ［アップデートをチェックする］および［at］フィールドで、Plesk自動ア

ップデータがSWsoftのWebサイトに接続して更新を確認する日時を選

択します。  

4 ［アップデートを自動的にダウンロードし、インストールします。アップデ

ートのダウンロードおよびインストールが完了次第通知します］オプション

を選択します。 更新は自動的にダウンロードおよびインストールされ、

通知が2つ送信されるため、更新がダウンロードおよびインストールさ

れたことが分かります。  

5 ［通知設定］セクションで通知のオプションを選択します。  

 ［宛先メール］- Plesk 自動アップデータが通知を送る宛先メールアドレスを指

定します。 

 ［送信元メール］- Plesk 自動アップデータからの通知の送信元メールアドレス

を指定します。 

 ［件名］- 通知メールの件名を指定します。 デフォルトの件名は「The Plesk Auto 

Updater notification」です。 

6 ［適用］をクリックします。  

 

注： サイレントモードではその更新をインストールできないと告げる通知を受け取る

場合があります。 そのような通知を受け取ったら、Plesk 自動アップデータで Plesk を

手動で更新してください。 

Plesk アップデートのカスタムアップ

デートサーバの設定 

多数の Plesk サーバを維持している場合は、帯域幅使用量を削減するため、ネットワー

ク内にオフィシャル Plesk アップデートサーバのミラーサーバをセットアップし、それ

を使用するように Plesk サーバを設定すると便利です。  

Linux または Windows オペレーティングシステムおよび Web サーバがインストールさ

れているあらゆるネットワークコンピュータにミラーサーバをセットアップできます。 

Windows ベースのサーバにミラーサーバをセットアップするには、以下を実行してく

ださい。  

1 SWsoftのサイト（www.swsoft.com/jp）からMirrorManager.exeユー

ティリティをダウンロードします。  

http://www.swsoft.com/jp???
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2 そのユーティリティを、ミラーをセットアップしたいサーバにコピー

または移動します。  

3 ユーティリティを実行します。 ユーティリティがSWsoftサーバから利

用可能なアップデートのリストを取得し、それを［サーバコンフィグレ

ーションファイル］ウィンドウに表示します。  

4 空の新規コンフィグレーションファイルを作成するには、［新しいファ

イル］をクリックします。 SWsoftアップデートサーバから取得したコ

ンフィグレーションファイル（［サーバコンフィグレーションファイル］

ウィンドウに表示）のコピーを作成して、リストから不要なアップデ

ートを削除することもできます。 元のコンフィグレーションファイル

のコピーを作成するには、［ファイル］メニューから［重複サーバコンフ

ィグレーション］を選択します。     

5 画面上のウィンドウを使いやすいように調節するには、［ウィンドウ］ 

メニューから［垂直に並べる］を選択します。  

6 ミラーサーバで使用するアップデートを決定するには、［サーバコンフ

ィグレーションファイル］ウィンドウでそれを選択して［ダウンロード］

をクリックします。   実行後、アップデート置きたいWebサーバのデ

ィレクトリ  （C:¥Inetpub¥vhosts¥default¥htdocs¥Updatesな

ど）を指定します。  ［OK］をクリックします。  

7 ［サーバコンフィグレーションファイル］ウィンドウから、選択したアッ

プデートを左の新規ウィンドウにドラッグします。   

8 選択したアップデートそれぞれについて以下を実行してください。  

a 左のウィンドウでアップデートの名前をクリックします。 

b ［パケットプロパティ］ウィンドウで［ソース URL］エントリをダブルクリックし

ます。 

c ミラーサーバへの URL （例えば、http://example.com/Updates/）を入力して［OK］

をクリックします。 

d ［Readme URL］エントリをダブルクリックします。 

e ミラーサーバへの URL （例えば、http://example.com/Updates/）を入力して［OK］

をクリックします。 

9 ［名前を付けて保存］をクリックして、コンフィグレーションファイル

をWebサーバのディレクトリ

C:¥Inetpub¥vhosts¥default¥htdocs¥Updatesに保存します。  

10 MIMEタイプを適切に定義してください。   

a ［開始］>［管理ツール］>［インターネット情報サービス (IIS) マネージャ］>

［Web サイト］に進み、ドメイン名を右クリックして［プリファレンス］を選択

し、［HTTPヘッダ］タブをクリックして、［MIME タイプ］ボタンをクリックし

ます。 

http://example.com/Updates/???????OK
http://example.com/Updates/???????OK
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b ［新規］をクリックします。 ［拡張子］ボックスに .xml と入力し、［MIME タイ

プ］ボックスに application/octet-stream と入力します。 ［OK］をクリックし

ます。 

c ［新規］をクリックします。 ［拡張子］ボックスに .crc と入力し、［MIME タイ

プ］ボックスに application/octet-stream と入力します。 ［OK］をクリックし

ます。 

d ［新規］をクリックします。 ［拡張子］ボックスに .msp と入力し、［MIME タイ

プ］ボックスに application/octet-stream と入力します。 ［OK］をクリックし

ます。 

e ［新規］をクリックします。 ［拡張子］ボックスに .msi と入力し、［MIME タイ

プ］ボックスに application/octet-stream と入力します。 ［OK］をクリックし

ます。 

f ［OK］をクリックして［インターネット情報サービス (IIS) マネージャ］を閉じま

す。 

11 Pleskにログインして［サーバ］>［アップデータ］>［自動アップデート］

タブに進みます。  

12 ［Pleskを自動的にアップデート］チェックボックスを選択して、ミラー

サーバのネットワークアドレスを入力して［OK］をクリックします。  

 

 



 

  
 

コントロールパネルで使用可能なオペレーションに加えて、Plesk ソフトウェアは管理

者がコマンドラインから実行できるいくつかの拡張管理機能を提供します。 管理者は

以下の作業が可能です。 

 コントロールパネルにログインせずに主要な Plesk サービスのステータスをモニタ

リング 

 Plesk サーバのホスト名の変更 

 Plesk タイトルバーに表示されるテキストのカスタマイズ 

 DNS ゾーンシリアルナンバーフォーマットの変更 

 イベント追跡メカニズムを使用した、Plesk と外部システム間のデータ内部交換の

編成 

 Tomcat コネクタポートの変更 

 Plesk メール設定の復元 

 Tomcat コネクタポートの変更 

 Plesk GUI をバイパスした様々な Plesk エンティティの管理 

拡張機能について詳細は (Plesk for Windows 拡張管理ガイド（Advanced 

Administration Guide）) をご覧ください。 

ユーティリティ使用量の作成について詳細は (Plesk for Windows コマンドラインユー

ティリティ管理者ガイド（Command Line Utilities Administrator Guide）) をご覧くだ

さい。 

 

第 1 8 章  

付録 A. 拡張機能 


