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この章の内容: 
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フォント規則 

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。 

表記 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、ユーザが選択する

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」の章を参照してくだ

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

ダの指定などの、重要な箇

所を強調するために使用さ

れます。 

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。 

固定幅フォント 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/licen
sesディレクトリにあります。 

書式設定済みフォント コマンドラインセッション

での画面出力、XML、C++、
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 

はじめに 
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表記 意味 例 

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@parallels.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。 

 



 

  
 

この章は、Plesk Panel のバージョン 9 以前または Parallels Small Business Panel から Panel 11
に切り替えたユーザを対象に、これらの製品と Panel 11 でビジネスモデルがどのように変化し

ているのかを説明します。 

この章の内容: 

Panel 旧バージョンからのアップグレード ..................................................................... 15 
Small Business Panel からのアップグレード ................................................................. 18 
 

 

 

 

第 1 章  

Panel 11 へのアップグレード後に 
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Panel 旧バージョンからのアップグレ

ード 

旧バージョン（Plesk 9 以前）の Plesk ソフトウェアと比べ、Parallels Plesk Panel 10 には次の

ような変更が加えられています。 

 ユーザアカウント： Panel 11 には、クライアントアカウントとドメイン管理者アカウント

がありません。ホスティングサービスの再販と自社のウェブサイトのホスティングが必要な

場合は、リセラーアカウントをセットアップする必要があります。ホスティングサービスの

再販と自社のウェブサイトのホスティングが必要でない場合は、顧客アカウントをセットア

ップします。 

ウェブサイトやインストール済みアプリケーションの管理のためにPanelにアクセスしたり

メールサービスを使用することを、ほかのユーザに対して許可したい場合、顧客は Panel
にユーザアカウントを作成することができます。11 では、顧客は Panel へのアクセス用に

任意の数のユーザを作成し、ウェブスペースへのアクセス用に複数の追加 FTP アカウント

をセットアップすることができます。 

 サービスプラン： Panel 11 には、リセラー、クライアント、またはドメインテンプレート

がありません。これらの代わりに、提供サービスに応じて作成できるサービスプラン（リセ

ラーのサインアップ用のリセラープラン、サービスの再販が不要な顧客のサインアップ用の

ホスティングプラン）があります。プランの作成後、リセラーアカウントまたは顧客アカウ

ントを作成し、プランにこれらのアカウントを登録します。これにより、ユーザに対して必

要なリソースが提供され、ユーザはPanelでオペレーションを実行する権限が付与されます。 

サービスプランによってもたらされる も重要な変更内容は、以前の Plesk テンプレートと

違い、サービスプランは 初のリソースプロビジョニング時に一度だけ適用されるのではな

く、接続されたままとなるため、プランを変更すると提供されているリソースと権限にも変

更が反映されるという点です。 

ホスティングプラン以外に、アドオンプランもあります。これらは、追加のリソースやサー

ビスを顧客に割り当てるために使用できます。 

 契約： ドメインに代わり、マルチドメインホスティング契約が導入されています。顧客に

対してドメインを作成する代わりに、顧客をホスティングプランに登録します（言い換える

と、顧客に対して契約を作成します）。実際には、ホスティングサービスを契約してウェブ

サイトやメールをホストできるのは顧客だけではありません。Panel 管理者とリセラーも、

独自の契約を持ち、特定の目的に使用することができます。 

契約は、サービスプランに基づいて作成することや、手動で構成することができます。 

Panel 11 でサービスに新規顧客を登録するときは、 初のステップとして、ドメイン名を指

定します。顧客の契約は常に、ドメイン名、IP アドレス、およびシステムユーザアカウント

などの属性によって識別されるドメインにリンクされています。すべての契約の名前は、リ

ンク先のドメインに基づいて命名されます。このリンクは永久的なものであり、いかなる方

法でも切断できないため、ある契約から別の契約へと、ドメインを移動することはできませ

ん。ただし、ドメインの名前を変更することはできます。 

1 つの契約の下で複数のウェブサイトをホストすることや、1 つの顧客アカウントに対して

複数の契約を作成することができます。 
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 リソースの割当： 旧バージョンの Plesk では、リソースはリセラーアカウント、クライア

ントアカウント、およびドメインに割り当てられました。Panel 11 では、リソースはリセラ

ーとホスティングサービス契約に割り当てられます。Panel 11 の顧客アカウントにはリソー

スが直接割り当てられないため、顧客は購入した複数の契約にリソースを再分配することは

できません。1 つの契約に割り当てられているすべてのリソースは、その契約に関連付けら

れているウェブスペース内でホストされるすべてのウェブサイト間で共有されます。 

 サーバ管理パネルとコントロールパネルという 2 種類のパネル： システム管理タスクと顧

客アカウントおよびリセラーアカウント管理のタスクは、サーバ管理パネルで行います。ウ

ェブサイト管理、ホスティング機能、およびメールアカウントに関するオペレーションは、

すべてコントロールパネルで行います。サーバ管理パネルには、コントロールパネルへのア

クセス用にリンクが用意されています。これらのリンクを使用してコントロールパネルにロ

グインし、リセラーや顧客の代わりにウェブサイトを管理することができます。 

 サブドメイン関連ディレクトリの構成の変更： 安全性に関する理由から、Panel はホスト

型サブドメインのコンテンツと構成を別々のディレクトリに保存するようになりました。 

 /<VHOST>/<subdomain_name> は、HTTP/HTTPS ドキュメントを格納するディレクトリ

です（以前のバージョンでは、HTTP ドキュメントと HTTPS ドキュメントは別々に格納

されていました）。 

 /<VHOST>/<subdomains>/<subdomain_name> は、サブドメインの構成を格納する

サービスディレクトリです。このディレクトリの内容は変更しないことを推奨します。 

 

Panel 11 へのアップグレードまたは移行後の変更点 

Panel 11 にアップグレードまたは移行すると、アカウント、ドメイン、ユーザ、およびドメイ

ンテンプレートが以下のスキームに従って変換されます。 

 リセラーアカウントは変更なしで移管され、リソースはプランと関連付けられていないカス

タム契約によってリセラーアカウントに割り当てられます。 

 クライアントアカウントは顧客アカウントになります。アップグレードまたは移行が終了し

た後で、新しいビジネスモデルにアカウントが適合するように、以下のいずれかの作業を行

う必要があります。 

 以前のクライアントリソースを、それに属する複数の契約に分配します。 

 顧客をリセラーに変換し、既存の契約をリセラーに割り当てます。これを実行できるの

は、アップグレードまたは移行前に顧客アカウントがリセラーに属していなかった場合

に限ります。 

 ドメインは個別の契約に変換されます。契約は、以前のドメインが何に属していたかに応じ

て、管理者、リセラー、または顧客に割り当てられます。 

 ドメイン管理者アカウントは、当該ドメインの所有者である顧客に割り当てられたユーザア

カウントに変換されます。 

 サーバ管理者とリセラーに属するドメインテンプレートは、ホスティングプランに変換され

ます。 

 リセラーテンプレートはリセラープランに変換されます。 
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次の表は、ビジネスオブジェクトの変換をまとめています。 

旧バージョンの Plesk でのオブジェクト Panel 11 のオブジェクト 

リセラーアカウント リセラーアカウント 

クライアントアカウント 顧客アカウント 

ドメイン 契約（カスタム） 

ドメイン管理者アカウント ユーザアカウント 

リセラーテンプレート リセラープラン 

ドメインテンプレート ホスティングプラン 
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Small Business Panel からのアップグレー

ド 

この章は、Parallels Small Business Panel（SBP）を Parallels Plesk Panel に移行したユーザを対象に、

管理オペレーションの変更内容と新たに利用可能になったオペレーションについて説明します。移行

手順について詳しくは、『インストール、アップグレード、移行ガイド』の「Parallels Small Business Panel
から移行する」セクションを参照してください。 

SBPで行っていた作業の大部分は Panelでも実行できるため、Panelへの移行はほぼシームレスです。

ユーザにとって、SBP と Panel の主な違いは、一部の機能の位置や内容が変わったことです。さらに、

Panel には、拡張されたユーザ役割パーミッション、Web Presence Builder ツール、新しいウェブア

プリケーションへのアクセスなど、SBP にない機能が多数用意されています。これらの製品の差異に

ついては、「SBP と Panel 11 の相違点（19ページ）」セクションを参照してください。 

移行後は、SBP インターフェースの代わりに Panel のパワーユーザビューを使用します。パワーユー

ザビューは SBP のユーザインターフェースとほぼ同じです。Panel のパワーユーザビューは、基本的

に、サーバ管理機能のあるコントロールパネルと言えます。パワーユーザビューについて詳しくは、

「Panel の GUI（31ページ）」セクションを参照してください。 
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SBPと Panel 11の相違点 
SBP と Panel のパワーユーザビューのユーザーインターフェースはほぼ同じです。そのため、ここで

は Panel での作業方法に対する重要な変更点に絞って説明します。 

このセクションの内容: 

拡張されたユーザ役割パーミッション .................................................................................. 19 
Web Presence Builder ツール ........................................................................................... 20 
SSL 保護 ........................................................................................................................... 21 
ウェブアプリケーション ........................................................................................................ 21 
拡張されたメール管理 ........................................................................................................ 22 
Panel のその他の機能 ....................................................................................................... 22 

 

拡張されたユーザ役割パーミッション 

Panel には SBP より多くのパーミッションが用意されているため、ユーザ役割に応じた権限を SBP よ

り細かく調整することができます。たとえば、Panel では、メールアカウントを管理できるユーザと、

会社のメーリングリストを管理できるユーザとを、区別することができます。Panel にはパーミッショ

ンが豊富に用意されているため、SBP パーミッションを関連する多数の Panel パーミッションに移行

することができます。パーミッションの移行方法について詳しくは、下の表を参照してください。 

SBP パーミッション Panel パーミッション 移行に関する備考 

ユーザの管理 

役割の管理 

ユーザと役割の管理 いずれかのSBPパーミッション

が付与されている場合にパーミ

ッションを付与。 

ウェブサイトとドメイン

の管理 
サイトの作成と管理 

ログローテーションの構成 

匿名 FTP サービスの構成 

スケジュール済みタスクの作成と

管理 

データベースの作成と管理 

データのバックアップと復元の構

成と実行 

統計の参照 

Web Presence Builder でのサイト設

計 

追加 FTP アカウントの作成と管理

DNS 設定の管理 

Java アプリケーションのインスト

ールと管理 
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サーバ設定の変更 - このパーミッションは移行され

ません。Panel では、サーバ設

定の変更は、管理者役割のみで

許可されます。 

メールの管理 メールアカウントの作成と管理 

メーリングリストの作成と管理 

 

個人情報の更新 - このパーミッションは移行され

ません。Panel では、個人情報

の変更はすべてのユーザに許可

されています。 

- ファイルのアップロードと管理 デフォルトでは、このパーミッ

ションは移行後に却下されま

す。 

- スパムフィルタの構成 デフォルトでは、このパーミッ

ションは移行後に却下されま

す。 

- アンチウイルスの構成 デフォルトでは、このパーミッ

ションは移行後に却下されま

す。 

ユーザ役割のプロパティについて詳しくは、「ユーザ役割（544ページ）」のセクションを参照してく

ださい。 

Web Presence Builder ツール 

SBP の使用中は、Site Editor ツールを使用して独自のウェブサイトを簡単に作成できます。同じ目的

のために、Panel にはより高機能な Web Presence Builder というツールがあります。Site Editor と比

べ、Web Presence Builder には次のような特長があります。 

 直感的に操作できる新しいインターフェースで、わずか数ステップでウェブサイトを作成可能。 

 コンテンツがあらかじめ用意されている約 100 種類のウェブサイトテンプレートを元に、サイト

を作成可能。 

 サイトに簡単に統合可能な追加コンポーネント（オンラインストアや埋め込み動画など）。 

 ウェブサイトを Facebook などと統合可能。 

Web Presence Builder について詳しくは、「Web Presence Builder でウェブサイトを構築する（644ペー

ジ）」セクションを参照してください。 

Site Editor で作成したウェブサイトは、Web Presence Builder に対応していません。ただし、Site Editor
を Panel にインストールすれば、これらのウェブサイトを Site Editor で編集できます。この場合、「ウ

ェブサイトとドメイン」リスト内のウェブサイトには［SiteBuilder 4 または Site Editor で編集］という追

加ボタンが表示されます。 
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SSL 保護 

Panel では、SBP と同様に安全な方法でウェブサイトに接続できます。これには、SSL 証明書を［サ

ーバ］>［ツールと設定］>［SSL 証明書］で取得して、［サーバ］>［ツールと設定］>［IP アドレス］

で証明書を IP アドレスに割り当てます。SBP と同様に、1 つの IP アドレスには証明書を 1 つだけ割り

当てることができます。したがって、ホスティングリソースに共有 IP アドレスが 1 つだけ存在する場

合、セキュリティを強化できるウェブサイトは 1 つだけです。一方、Panel には高度な SSL 保護機能

があり、この問題を解決できます。 

 ウェブサイトごとに個別の SSL 証明書 
SNI テクノロジーに対応する Linux OS で Panel を使用している場合、共有 IP アドレス上でホステ

ィングされているサイトで真正の SSL 証明書を使用できます。つまり、Panel では、各ウェブサイ

トに対して個別の SSL 証明書を使用可能です。個別の SSL 証明書について詳しくは、「SSL およ

び共有 IP アドレス（Linux）（121ページ）」セクションを参照してください。 

 多数のウェブサイトで共有の SSL 証明書 
Windows オペレーティングシステムで Panel を使用している場合、1 つの共有 SSL 証明書によっ

てすべてのサイトへの接続のセキュリティを強化することができます。この場合、証明書をあるド

メインに割り当てると、このドメインは他のドメインに対して証明書を共有します。このようなド

メインをマスター SSL ドメインと呼びます。つまり、ただ 1 つのウェブサイトに対して発行され

た SSL 証明書が、すべてのウェブサイトに対して使用されます。共有の SSL 証明書について詳し

くは、「SSL および共有 IP アドレス（Windows）（121ページ）」セクションを参照してください。 

SSL 証明書をウェブサイトに割り当てるプロセスは、「接続を SSL 証明書で保護する（601ページ）」

セクションを参照してください。 
 

ウェブアプリケーション 

Panel でのアプリケーション管理は、SBP とほぼ同じ（あるいは完全に同じ）です。SBP と同様に、

［アプリケーション］タブに、使用可能なウェブアプリケーションのリストが表示されます。アプリ

ケーション管理について詳しくは、「ウェブサイトアプリケーションを使用する（594ページ）」セク

ションを参照してください。 

独自に作成したアプリケーションパッケージのアップロードには、今後はアプリケーションヴォルト

を使用します。ヴォルトとは、ウェブアプリケーション用に Panel に用意されたローカルリポジトリ

です。利用可能なアプリケーションが増えることに加え、ヴォルトではアプリケーションの更新、サ

ーバ全体に対する設定の構成、およびその他のオペレーションを実行することができます。アプリケ

ーションヴォルトについて詳しくは、「ウェブアプリケーション（287ページ）」セクションを参照し

てください。 
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拡張されたメール管理 

Panel でのメール管理は、SBP と少し異なります。基本的なメール設定は［メール］>［設定の変更］

で行いますが、他の設定は［サーバ］>［設定］>［メール］で行います。 

Panel では SBP のメール機能に加え、さまざまなメール機能が追加されています。 

 拡張されたスパム保護： 

 サーバのブラックリストとホワイトリスト 
これらのリストを使用して、選択したサーバからのメールを常に拒否または許可することがで

きます。ブラックメールリストとホワイトメールリストについては、「サーバ全体に対するブ

ラックリストとホワイトリスト（74ページ）」セクションを参照してください。 

 拡張した SpamAssassin 設定 
Panel を使用すると、SpamAssassin をより詳細に構成することができます。たとえば、スパ

ムフィルタの感度やSpamAssassinのブラックリストとホワイトリストといった設定が可能で

きます。さらに、個々のメールアカウントに対してスパムフィルタを個別に構成することがで

きます。詳しくは「スパムから防御する（700ページ）」セクションを参照してください。 

 メールサーバのメッセージキューをモニタリングする（Linux プラットフォーム） 
これは、メールサーバが過負荷の場合や、受信メッセージ量を処理しきれない場合に便利です。メ

ールキューを使用して、過負荷の原因を特定することができます。メッセージキューについて詳し

くは、「メールの輻輳およびメッセージキュー（Linux）（347ページ）」セクションを参照してく

ださい。 

 
 

Panel のその他の機能 

上記の主な変更点に加え、Panel には SBP で提供されていない機能が数多く搭載されています。たと

えば、イベント管理、サーバヘルスモニタリング、カスタムブランディングテーマなどです。この章

ではこれらすべてをカバーできません。他のサーバ管理オペレーションについて詳しくは、本ガイド

の該当セクションを参照してください。 



 

  
 

Panel の各リリースでは新機能が導入されるため、このガイドでは、Panel の管理オペレーショ

ンに関連する新機能についての説明が追加されています。この章では、Panel 10.2 以降に追加さ

れた新機能をリリースごとにリストアップし、それぞれに概要とリンクを用意しています。これ

を参考に、必要に応じて知識を深めることができます。 

Panel 11.0 
nginx によるウェブサーバパフォーマンスの向上（Linux ホスティング） 

管理者は、nginx をインストールすることによって、顧客のウェブサイトをホストするウェブサ

ーバの機能を向上できます。nginx とは、大量の静的コンテンツを提供するために特別に設計さ

れた、高パフォーマンスな補助的ウェブサーバです。システムはこのサーバを、リバースプロキ

シとして機能するように構成します。つまり nginx はインターネットと Apache の間に位置する

フロントエンドのウェブサーバとなり、サイト訪問者からのすべての要求を処理します。 

このような 2 つのサーバの連携には、次のようなメリットがあります。 

 ウェブサイトへの同時接続の 大数を増やすことができる。 

 サーバ CPU およびメモリリソースの消費を低減できる。 

 低速接続環境（GPRS、EDGE、3G など）からの訪問者へのサービス提供を効率化できる。 

nginx サポートについて詳しくは、「nginx によってウェブサーバのパフォーマンスを向上する

（Linux）（56ページ）」セクションを参照してください。 

セキュリティの強化： 拡張セキュリティモード 

Panel のセキュリティを向上するために、管理者は拡張セキュリティモードを有効化することが

できます。このモードでは、Panel は様々なセキュリティメカニズムを利用して、許可されない

アクセスからデータを保護します。詳しくは、「拡張セキュリティモードを有効化する（116ペ
ージ）」セクションを参照してください。 

セキュリティの強化： パスワード保護されたバックアップ 

管理者はパスワードでバックアップを保護して、セキュリティを強化することができます。詳し

くは、「バックアップおよび復元（301ページ）」セクションを参照してください。 

セキュリティの強化： 強度の高いパスワードの使用をユーザに強制 

管理者は Panel ユーザに対して、 低限のパスワード強度を満たすパスワードを使用するように

強制することができます。パスワード強度は 5 段階になっており、必要な保護水準とパスワード

の複雑さのバランスが適切になる強度を選ぶことができます。詳しくは、「 低限のパスワード

強度をセットアップする（115ページ）」セクションを参照してください。 

第 2 章  

Plesk Panel の新機能 
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アクティベーションコードによる Panel のアクティベーション 

管理者は、Panel のアクティベーションのために、これまでのように XML キーをアップロード

することも、新たにアクティベーションキーを提供することもできます。詳しくは、「Panel ラ
イセンシング（267ページ）」セクションを参照してください。 

商用 APS アプリケーションの透過的なアクティベーション 

APS アプリケーションライセンスにバンドルされた Panel ライセンスを購入することができま

す。管理者が、バンドルされたキーを使用して Panel のアクティベーションを開始し、該当する

商用アプリケーションをインストールすると、システムによってこのアプリケーションは透過的

にアクティベートされ、管理者の作業は必要ありません。 

WebMatrix® のインスタント構成（Windows ホスティング） 

ホスティングユーザが、ウェブサイト開発に Microsoft WebMatrix® を使用することを選択した

場合、ユーザはローカル環境から顧客アカウントへのコードの直接的なウェブ発行を簡単にセッ

トアップすることができます。これには、設定用の XML ファイルをダウンロードし、WebMatrix® 
にインポートするだけです。詳しくは、「Web Deploy によるウェブパブリッシング（Windows）
（643ページ）」セクションを参照してください。 

Panel 10.4 
顧客用のシンプルビュー 

共用ホスティングプロバイダは、コントロールパネルの不要なインターフェース要素を隠すこと

で、シンプルなインターフェースを提供できます。さらに詳しく（253ページ）。 

管理者用のカスタムビュー 

VPS および専用サーバのプロバイダは、ユーザインターフェースの不要な要素を隠すことで、

シンプルなインターフェースをパワーユーザに提供できます。あるいは、Panel 管理者自身が任

意でシンプルビューに切り替えて、使用したいツールのみを選択することができます。このビュ

ーは、［設定］>［インターフェース設定］または初期構成ウィザードでアクティベートできま

す。さらに詳しく（35ページ）。 

顧客は、ホスティングアカウントの下で契約へのユーザアクセスをコントロールできます。 

顧客が同じホスティングアカウントで複数の契約を持つ場合、顧客は特定の補助ユーザが特定の

契約のみにログインできるように指定することができます。この機能によって、Panel の旧バー

ジョンからの移行も簡素化します。移行後、以前のドメイン管理者アカウントは既にアクティブ

で、特定の契約のみに制限されているため、管理者がアカウントをアクティベートする必要はあ

りません。詳しくは、「（高度）補助ユーザアカウントを管理する（543ページ）」セクション

を参照してください。 

PHP 構成をカスタマイズ可能 
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Panel 10.4 から、PHP 設定が Panel の GUI に表示されるため、管理者および（許可される場合）

リセラーの両者が、各ホスティングプランまたは契約を個別に調整することができます。さらに、

（許可される場合）顧客は、自分の各ウェブサイトおよびサブドメインに対してプリセットされ

た PHP 設定を個別に調整することができます。カスタム PHP 構成について詳しくは、「PHP
構成をカスタマイズする（227ページ）」セクションを参照してください。 

サーバ管理パネルからのホスティング管理 

Panel 10.4 では新しいインターフェースオプションが追加され、管理者がサーバ管理パネルでホ

スティングサービスを直接管理できるようになりました。Panel の旧バージョンでは、新しいウ

ィンドウで開くコントロールパネルでのみ、管理者はホスティングを管理できました。Panel
の GUI オプションについて詳しくは、「インターフェースビュー（34ページ）」セクションを

参照してください。 

1 つのページから Panel のツールと設定にアクセス 

すべての Panel ツールと設定が［ツールと設定］ページにまとめられたため、管理者が Panel
ツールや設定を簡単に探せるようになりました。旧バージョンでは、Panel の設定とツールは複

数のページ（［設定］および［ツールとユーティリティ］）に分散されていたため、必要なツー

ルを見つけるのに時間がかかりました。管理タスクの実行について詳しくは、「Panel 構成（45
ページ）」および「Panel 管理（267ページ）」を参照してください。 

Panel ツールとオブジェクトのクイック検索 

管理者と顧客は、検索バーで Panel オブジェクト（契約、ドメイン、メールアカウントなど）を

簡単に探したり、Panel ページ（サービスプランやスパムフィルタ設定など）にナビゲートする

ことができます。検索バーは、Panel の右上隅にあります。Panel の GUI について詳しくは、「Panel
の GUI（31ページ）」セクションを参照してください。 

Panel のアップデートとアップグレードの改良 

Panel 10.4 では、Panel をより簡単に 新状態に保つための様々な機能が追加されました。 

 管理者は、現在の Panel バージョンおよび利用可能なアップデートおよびアップグレードを

［ホーム］ページで確認できます。 

 管理者は、Panel をセットアップして、次期バージョンへのアップグレードが提供されたら

通知するようにセットアップすることができます。 

 利便性のために、各 Panel バージョンに、「テスト」、「リリース」、「安定」という品質

タグが追加されています。例えば、公式リリース前に Panel の新機能を試したい管理者は、

「テスト」バージョンの Panel へのアップグレードを検討することができます。一方、安全

なソリューションを利用したい管理者は、Panel が「安定」バージョンになるまで待つこと

ができます（公式リリース後、2、3 ヶ月かかる場合があります）。 

詳しくは、「Panel のアップデートおよびアップグレード（281ページ）」セクションを参照し

てください。 

Backup Manager の改良 

Backup Manager ツールに多数の新機能が追加され、より使いやすくなりました。 

 管理者は、バックアップを作成したユーザのタイプ（管理者、顧客、リセラー）をより簡単

に見分けることができます。バックアップタスクのリスト（［ツールと設定］>［バックア

ップマネージャ］）に、この情報を示す列があります。 
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 Panelユーザは、特定のバックアップが失敗した理由を簡単に確認できるようになりました。

バックアップタスクの特定のフィールドに、エラーの詳細が表示されます。 

 Panel は、ディスク容量不足によるバックアップ失敗を回避するために、次の 2 つの方法を

とります。 

a 管理者は、バックアップを格納できる十分な空きディスク容量が Panel サーバにある場

合に限ってバックアップを開始するオプションを選択できます（オプションは［ツール

と設定］>［バックアップ設定］にあります）。このオプションを選択すると、Panel
が将来的なバックアップのサイズも計算する必要があり、バックアップ時間が大幅に増

加するので注意が必要です。Windows プラットフォームでは、Panel はオブジェクトサ

イズを直接計算せず、データベースから取得します。Panel データベースではオブジェ

クトサイズが 1 日一度だけ更新されるため、算出されるバックアップサイズの合計が実

際の値と異なる場合があるからです。 

b ［ツールと設定］>［バックアップ設定］には、指定された空き容量が Panel サーバに

ある場合に限ってバックアップを開始するオプションもあります。このオプションは、

将来的なバックアップのサイズが大体わかっており、サイズの計算に Panel の処理時間

とリソースをとられたくない場合に便利です。 

Panel データの保存と復元について詳しくは、「バックアップおよび復元（301ページ）」セク

ションを参照してください。 

移行ツールの改良 

Panel の移行ツールに、顧客の要望に応える待望の新機能が搭載されました。 

 Linux ホスティング管理者は、移行エージェントをより簡単に 新状態に保てるようになり

ました。管理者が移行マネージャを開くと、利用可能なアップデートが自動的にダウンロー

ドされ、適用されます。 

 Windows ホスティング管理者が移行エージェントのダウンロードリンクを手動で探す必要

はありません。［ツールと設定］>［移行マネージャ］から直接取得できます。 

 管理者が、選択したオブジェクトのみを移行する場合に、対象となるオブジェクトをより簡

単に決定できるようになりました。移行の開始前に、ソースサーバと宛先サーバの両方に存

在するオブジェクトが Panel に表示されます。 

 サーバ全体の移行がより柔軟になりました。管理者は、サーバ全体の移行中に Panel ライセ

ンスを転送しないオプションを選択できます。 

 管理者は、特定のオブジェクトが移行されなかった理由を簡単に確認できます。移行タスク

のログフィールドに、詳しいエラー情報が表示されます。 

Panel データの移行について詳しくは、「他のホスティングプラットフォームからデータを移行

する（310ページ）」を参照してください。 

利用超過設定の改良 

利用超過設定を改良して、「利用超過を許可しない」、「ディスク領域またはトラフィックの利

用超過のみを許可する」、または「すべてのリソースの利用超過を許可する」の 3 つのオプショ

ンがわかりやすくなりました。リソースの利用超過について詳しくは、「リソース（732ページ）」

を参照してください。 

使いやすくなったドメインページ 
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このリリースでは、小さいけれども重要な改良が［ドメイン］ページ（サーバ管理パネル）に加

えられました。これらの改良点は、管理者やリセラーのニーズに対応するものです。改良点は以

下の通りです。 

 各ドメイン名に、関連する契約へのリンクが含まれているため、管理者やリセラーは当該ド

メイン名を含む契約を簡単に見つけることが可能。  

 ページに、ホスティングタイプやドメインエイリアスなどの追加情報が表示され、契約の構

成についてより完全に把握することが可能。 

 ページに、ドメイン、サブドメイン、ドメインエイリアス、顧客アカウント、または企業を

名前で検索できる機能を搭載。 

 管理者とリセラーは、各ウェブサイトのコンテンツをリストから簡単に参照可能。 

ホスティングサービス管理について詳しくは、「Panel で顧客と契約を管理する（238ページ）」

を参照してください。 

サブドメインの DNS テンプレート 

管理者はサブドメインの DNS レコードのテンプレートを作成することができます。このレコー

ドは、ドメインのすべてのサブドメインに追加されます。テンプレートの作成には、
<subdomain>.<domain> ワイルドカードを使用します。DNS 構成について詳しくは、「DNS（89
ページ）」セクションを参照してください。 

メールの改良点 

各メールボックスが占有するディスク領域が［メール］タブの右側に表示されるため、顧客がよ

り簡単にコントロールすることができます。 

ファイルマネージャでファイルをアーカイブに追加 

顧客は、ファイルマネージャツール（コントロールパネルの［ウェブサイトとドメイン］タブ）

に新たに追加された［アーカイブに追加］ボタンを使用して、ファイルとフォルダをアーカイブ

に追加できます。 

Panel 10.3 
APS 1.2 のサポート 

一部のアプリケーションは、新しい APS 1.2 エンジンをサポートしています。 

 アプリケーションのユーザアカウントを Panel で直接作成または削除する。 

 アプリケーションのユーザアカウントを Panel のユーザアカウントと関連付ける。 

 サーバ全体に対するアプリケーション設定をアプリケーションヴォルトで直接構成する。 

 外部サービスとリンクしているアプリケーションをインストールし、ホスティングアカウン

トの操作を不要にする。 

APS アプリケーションの管理について詳しくは、「ウェブアプリケーション（287ページ）」セ

クションを参照してください。 

ファイル共有 
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Panel を使用して、サービルプロバイダとウェブスペースユーザが互いに（あるいはインターネ

ット上の任意のユーザと）ファイルを共有することができます。詳しくは「ファイルおよびフォ

ルダを共有する（321ページ）」セクションを参照してください。 

ビューの選択 

サービスプロバイダビューとパワーユーザビューを、Panel の GUI を使用していつでも切り替え

られるようになりました。旧バージョンの Panel では、この操作はコマンドラインで行う必要が

ありました。詳しくは、「Panel の GUI（31ページ）」を参照してください。 

Panel 10.2 
IPv6 サポート 

Parallels Plesk Panel が、IPv6 アドレスの処理をサポートするようになりました。管理者とリセ

ラーは IPv4 と IPv6 でサービスプランを提供したり、デュアルスタック契約（IPv4 アドレス x1 + 
IPv6 アドレス x1）を作成することができます。詳しくは、「IP プール（47ページ）」セクショ

ンを参照してください。 

Linux ベースの Panel サーバにおける SNI（Server Name Indication）拡張 

Parallels Plesk Panel for Linux では、共有 IP アドレスでホスティングされているサイトに対し

て認証済み SSL 証明書を使用できます。これは、TLS（Transport Layer Security）プロトコル

に対する SNI（Server Name Indication）拡張がサポートされたことにより実現しました。詳し

くは、「SSL および共有 IP アドレス（Linux）（121ページ）」セクションを参照してください。 

契約なしの顧客アカウント 

顧客アカウントの新規作成時に、この顧客に対してウェブサイト付き契約を作成するか否かを選

択できるようになりました。契約なしでのアカウント作成は、顧客に対してウェブサイトをセッ

トアップする必要が今のところはない場合や、別の顧客アカウントから契約を移管する場合、あ

るいは契約を後でセットアップしたい場合などに便利です。 

詳しくは、「Panel でプランの契約を顧客に作成する」セクションを参照してください。 

マイ・ウェブスペース 

管理者は、ホスティング顧客やリセラーへのサービス提供も行う Panel で、自社のホスティング

アカウントを簡単に作成できるようになりました。したがって、管理者が自社のホスティングア

カウントを作成・管理するために使用するパワーユーザビューに切り替えても、ホスティングの

再販は引き続き継続できます。このビューについて詳しくは、「ウェブホスティング管理（498
ページ）」および「Panel の GUI（31ページ）」セクションを参照してください。 

 

 

 



 

  
 

インターネットは毎年飛躍的に進化しています。そのため、企業が競争を勝ち抜くためには、

先端のソリューションを積極的に取り入れてウェブプレゼンスを開発・改良する必要があります。

このため、IT スタッフに多大な労力がかかります。IT スタッフは、各種サービス（ウェブ、DNS、
メールサーバなど）を構成するだけではなく、これらを互いに連携させ、保守し、問題を迅速に

解決する必要があります。 

Panel とは 

Parallels Plesk Panel を使用することにより、IT スペシャリストは高機能で使いやすい GUI で、

ウェブ、DNS、メール、データベース、その他のサービスを総合的に管理することができます。

技術的に言うと、Panel はホスティング用コントロールパネルであり、システムサービスとユー

ザの間のミドルウェアです。例えば、あるユーザが Panel GUI でウェブサイトを作成すると、

バックグラウンドで Panel がウェブサーバ（Apache または IIS）にこの要求を伝達し、ウェブ

サーバがシステムに新しい仮想ホストを追加します。このような、すべてのシステムサービスを

1 つのウェブインターフェースで管理するアプローチにより、保守コストを低減し、管理者に柔

軟性と制御性が確保されます。 

Panel の使用目的 

Panel は、社内インフラの管理に使用できるだけではなく、ホスティングサービスプロバイダ

（HSP： 共用または専用のホスティングアカウントを販売する会社）にとっても欠かせないツ

ールです。Panel をサーバにインストールすることで、サーバリソースをパッケージにまとめ、

これらのパッケージを顧客（つまりウェブプレゼンスが必要としており、IT インフラが不足し

ている会社）に対して提供することができます。Panel の対象ユーザについて詳しくは、「Panel
ユーザについて（30ページ）」セクションを参照してください。 

Panel を必要に応じてカスタマイズするには 

それぞれの Panel ユーザグループには、ニーズに完全に対応するようにカスタマイズされた独自

の GUI があります。例えば、HSP にはホスティングサービス提供用のツールが用意されており、

さらに、業務の完全自動化のために課金ソリューションを統合することもできます。一方、Panel
を社内用に使用する企業の GUI にはホスティング販売機能は含まれていませんが、サーバ管理

作業（システム復元、ウェブサーバ構成など）は完全に制御できます。Panel インターフェース

について詳しくは「Panel GUI（31ページ）」セクションを参照してください。 

続いて、Panel の基本的なメカニズムと、各ユーザグループが Panel をどのように活用できるの

かを説明します。 

この章の内容: 

Panel ユーザの説明 .......................................................................................................... 30 
Panel GUI ......................................................................................................................... 31 
Panel を使用するには ....................................................................................................... 43 
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Panel ユーザの説明 

Panel は、次の 4 種類のユーザグループを対象とするウェブホスティングパネルです。 

 パワーユーザ：  
パワーユーザとは、Panel があらかじめインストールされた VPS ホスティングを購入する企

業や、自社の IT インフラに Panel を独自に展開する企業です。Panel はこれらのユーザに対

し、ウェブプレゼンスの様々な側面を管理する機能や、サーバ管理作業（サーバのバックア

ップ、PHP 設定の構成など）を完全に制御する機能を提供します。例えば、ウェブデザイン

スタジオでウェブ開発プラットフォームとして Panel を使用している場合、作成したウェブ

サイトを Panel でテストし、その結果をクライアントにプレゼンテーションすることができ

ます。 

 ホスティングサービスプロバイダ（HSP）： 
HSP は Panel を主に 2 つの用途で使用します。まず、サービスの構成用の簡単なツールと

して使用します。プロバイダはウェブまたは FTP サーバを個別に構成する必要がなく、す

べての作業は Panel GUI で行います。サービスの構成が完了してから、HSP はこれらのサ

ービスをサーバリソース（ディスク領域やトラフィックなど）と組み合わせて、ホスティン

グパッケージ（サービスプラン）を作成します。例えば、ウェブサイト、メールアカウント、

および各種のウェブアプリケーションを 1 つのパッケージに含めることができます。HSP
は、これらのパッケージをクライアント（ホスティングサービスの顧客やリセラー）に販売

します。 

 リセラー： 
リセラーとは、HSP の提供するホスティングサービスを再販する企業です。これらの企業は

Panel でホスティングリソースを一括購入し、これらのリソースをさらに小さいパッケージ

に分けて顧客に販売します。サーバ管理作業はすべて HSP が実行するため、リセラーはコ

ストを削減し、エンドユーザへのサービスの提供に集中することができます。 

 顧客： 
顧客とは、Panel のエンドユーザです。顧客は、HSP またはリセラーが提供するいずれかの

ホスティングプランを契約して、Panel へのアクセス権を獲得し、購入したサービスを管理

します。サイトの作成、サイトコンテンツの定義、メールアカウントの追加などを実行でき

ます。 
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Panel GUI 
便宜上、サーバおよびアカウント管理タスクの実行に使用する Panel ツールは、「サーバ管理パネル」

と「コントロールパネル」という 2 種類のパネルに分かれています。以前のバージョンの Panel では、

それぞれのパネルには独自の役割がありました。 

 コントロールパネルはウェブホスティングオペレーションに特化しており、ウェブサイトやメール

ボックスの作成と管理に必要なすべての機能が含まれていました。 

 一方、サーバ管理パネルは、サーバの保守とアカウント管理のためのパネルでした。 

例えば、ウェブホスティング管理の一環として、特定の顧客アカウントの下にメールボックスを追加

する必要があれば、管理者はサーバ管理パネルでアカウントを確認してから、コントロールパネルで

このアカウントを開いていました。Panel の進化とともに、これら 2 つのパネルの境界線が曖昧になり

ました。現在、これらのパネルの間にある重要な相違点は、顧客およびリセラーにサービスを提供す
るためのツールがサーバ管理パネルにしかないということだけです。他の機能については、両パネル

は非常に似ています。いずれも、サーバの保守とウェブホスティングの管理に使用できます。ホステ

ィングサービスの販売に Panel を使用しない場合は、これらの 2 つのパネルのどちらを選んでも構い

ません。 

以下に各パネルの概要を示しますが、詳しい説明に入る前に、Panel ビューについて理解を深めておく

必要があります。これはビューとパネルは密接に関係しているためです。 

パネルビュー 

それぞれの Panel ユーザグループには、独自の Panel 使用シナリオがあります。GUI は、異なるウェ

ブインターフェースにツールを再配置したり不要なツールを隠したりして、それぞれのグループのニ

ーズに対応するように構成することができます。例えば、パワーユーザはサーバ管理用ツールが搭載

されたコントロールパネルのみを使用する場合が多いのに対し、ホスティングサービスプロバイダは

すべてのツールが含まれる両方のパネルを使用し、共用ホスティングの顧客はサーバ管理機能の含ま

れないコントロールパネルを使用します。このような、特定のユーザグループを対象としたパネルと

ツールの組み合わせをビューと呼びます。ビューについて詳しくは、「インターフェースビュー（34
ページ）」セクションを参照してください。 

  

サーバ管理パネル 
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サーバ管理パネルは、ホスティングプロバイダが使用するメインのパネルであり、顧客へのサービス

提供やサーバの保守に使用できます。ここで管理者は、新しいホスティングプランや顧客アカウント

を作成したり、サーバ全体に対するシステムサービス設定を構成したりできます。さらに、管理者は、

サーバ管理パネルでウェブホスティング管理（ウェブサイトやメールアカウントの作成、ウェブアプ

リケーションのインストールなど）を実行できるように Panel をセットアップすることも可能です。

詳しくは、「インターフェースビュー（34ページ）」セクションを参照してください。 

コントロールパネル 

 

コントロールパネルの主な使用目的は、ホスティングサービスの管理です。顧客はこのパネルを使用

して、ドメインやメールボックスの追加や、ウェブサイトコンテンツの管理などを行います。管理者

はこのパネルを使用して、独自のホスティングアカウント（ウェブスペース）を作成したり、顧客ア

カウントにアクセスすることができます。ウェブスペースとホスティング管理について詳しくは、「ウ

ェブホスティング管理（498ページ）」の章を参照してください。 

パワーユーザもコントロールパネルを使用しますが、ビューはパワーユーザビューです。このビュー

では、コントロールパネルにサーバ管理用の機能が追加されます。そのため、パワーユーザはウェブ

サイトを管理できるだけではなく、不要な Apache モジュールのオン/オフの切り替えや Panel の更新

の実行など、様々なサーバパラメータを制御できます。インターフェースビューについて詳しくは、

「インターフェースビュー（34ページ）」セクションを参照してください。 

Parallels Panel Suite Suite のコンポーネント 

Panel の標準機能に加え、Parallels Plesk Panel Suite には Panel の機能を飛躍的に拡張する 2 つのオ

プションコンポーネント（Customer & Business Manager および Web Presence Builder）があります。

これらのコンポーネントは Panel と密接に統合され、独自のユーザインターフェースを持ちます。 

 Customer & Business Manager 
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Customer and Business Manager（以降「Business Manager」）は、すべてのビジネスオペレーシ

ョン（顧客への請求、請求書の生成など）を自動化するオプションソリューションです。Customer 
and Business Manager はオプションコンポーネントであり、代わりに他のソリューションを使用

することや、ビジネスオペレーションを手動で実行することも可能です。Business Manager につ

いて詳しくは、「Business Manager の概要（37ページ）」を参照してください。 

 Web Presence Builder 

 

Web Presence Builder とは、顧客が 100 以上のサイトテンプレートをベースに洗練されたウェブ

サイトを短時間で作成することを可能にするサイト作成ツールです。このツールについては、

「Web Presence Builder でサイトを構築する（644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: 

インターフェースビュー ........................................................................................................ 34 
パワーユーザビューをカスタマイズする ............................................................................... 35 
Business Manager の概要 ................................................................................................ 37 
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インターフェースビュー 
既に説明したように、それぞれの Panel ユーザグループは Panel で異なる作業を実行します。ユーザ

のニーズに対応するために、Panel にはサービスプロバイダとパワーユーザという 2 種類のインターフ

ェースビューがあります。これらのビューによって、表示されるパネル、パネルで提供されるツール、
およびツールのまとめ方が異なります。 

 サービスプロバイダビュー 
これは、ホスティングサービスの販売を目的としているため、HSP にとって便利なビューです。

顧客アカウント、契約、サービスプランの作成と管理に必要なあらゆる機能が揃っています。この

ビューには、サーバ管理パネルとコントロールパネルが含まれています。 

 パワーユーザビュー 
このビューは、パワーユーザ（会社ポータルやメールサーバの保守など、社内での使用のみを目的

に Panel を使用するユーザ）に 適です。このビューでは、サーバ管理とホスティングサービス管

理の両方をコントロールパネルで行います。このビューでは、社外に対してサービスを再販するこ

とは意図していないため、ホスティングプラン、契約、リセラー、顧客の管理のための機能はあり

ません。また、このビューではコントロールパネルにサーバ管理機能が含まれているため、サーバ

管理パネルは利用できません。 
 
ビューセレクタでカスタムビューを選択すると、管理者のニーズに応じてこのビューを調整できま

す。カスタマイズ方法について詳しくは、「パワーユーザビューをカスタマイズする（35ページ）」

を参照してください。 

Panel ビューは、［ツールと設定］>［インターフェース管理］でいつでも変更できます。 

サーバ管理パネルでのホスティングオペレーション 

デフォルトで、特定のホスティングアカウントで任意のオペレーション（メールボックス作成など）

を実行するには、［ドメイン］または［契約］ページのリンクを使用してこのアカウントを開きます。

アカウントが新しいウィンドウに表示されます。 

Panel 10.4 以降は、別ウィンドウでホスティングアカウントを開く必要がなくなりました。これは、

一連のホスティングオペレーションを複数のアカウントに対して実行したい場合や、旧バージョンの

Panelと同様にすべてのホスティング作業を 1つの GUIで実行することに慣れている場合に便利です。

［ツールと設定］>［インターフェース管理］ページで、すべてのホスティングオペレーションをサー
バ管理パネルで実行するように Panel を設定することができます。このオプションを有効化すると、

Panel はホスティングアカウントをコントロールパネルのようなインターフェースで開きます（コント

ロールパネルに似ていますが、サーバ管理パネルの現在のページに表示されます）。  
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パワーユーザビューをカスタマイズする 
パワーユーザビューには、カスタムビューというサブタイプがあり（［ツールと設定］>［インターフ

ェース管理］）、主に以下の 2 つの使用目的があります。 

 マネージドホスティングを使用する管理者のユーザエクスペリエンスを簡素化する。 

管理者によっては、基本的な管理作業（システムサービスのモニタリング、ユーザアカウントの管

理など）のみを実行し、サーバやサービスの構成といったより複雑な作業はサービスプロバイダの

サポートサービスに任せている場合もあります。このようなユーザグループは、不要なツールは隠

して本当に必要なツールのみを使用したいと考えます。 

 Panel の安全性を上げ、より快適にする。 

管理者は、任意で一部のパーミッションを取り消して日常業務では不要なツールを隠し、システム

チューニング（サーババックアップの有効化など）が必要なときにだけ、全機能の揃ったパワーユ

ーザビューに戻ることができます。 

［ツールと設定］>［カスタムビュー設定］ページ（［管理ツール］タブ）にアクセスし、このビュー

で管理者に対して表示されるツールを選ぶことができます。Panel へのアクセスの提供元であるサービ

スプロバイダによってカスタムビューがロックされている場合、ビューの設定はできません。 

カスタムビューをロックし、カスタムビュー設定を隠すには 

カスタムビューのロックとは、管理者が利用できる Panel 機能の種類を制限し、機能リストを一切変

更できないようにすることです。つまり、カスタムビューをロックすると、GUI（または API RPC）

で他のビューに切り替えたり、カスタムビューの設定を変更することはできなくなります。一般にサ

ービスプロバイダは、管理者が一部のツールを利用できないようにすることで、Panel 管理を以下の 2
つに分けることができます。 

 日常業務： ウェブホスティングを購入した Panel 管理者が実行するオペレーションです。 

 複雑な構成と保守： サポートチームが実行するオペレーションです。例えば、ネットワーク、DNS、
ウェブサーバなどの構成が含まれます。 

Panel 管理者が何らかの機能を必要としているにも関わらず、機能を利用できない場合、サポートチー

ムがカスタムビューをロック解除し、ビュー設定を変更してから、ビューを再びロックします。 

カスタムビューのロックは、poweruser ユーティリティのコマンドラインコールのみで実行できます。 

poweruser --on -simple true -lock true 

ロック解除は、poweruser --on -lock false を呼び出して行います。 

カスタムビューとウェブスペース 

カスタムビューには、このビューで作成したすべてのウェブスペースに対し、パーミッション、ホス

ティングパラメータ、PHP 設定などのウェブスペースパラメータを簡単に調整できるという特長があ

ります。これが可能なのは、このビューで作成された各ウェブスペースが、プランリストには表示さ

れない人工的なカスタムサービスプランから派生するためです。このプランの設定は、［ツールと設

定］>［カスタムビュー設定］で行います。設定を変更すると、変更内容は（可能な場合）、このカス

タムプランの下のすべてのウェブスペースに自動的に適用されます。 
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その他の特長として、カスタムプランには特別なパーミッション「ウェブスペースの作成、削除およ
び切り替え」があります。このパーミッションを GUI でクリアすると、カスタムビューでウェブスペ

ースを作成することができなくなります。 

コマンドラインでカスタムビュー設定を調整する必要がある場合、admin ユーティリティを使用して

ください。このユーティリティについて詳しくは、『Parallels Plesk Panel 11.0 for Linux (Windows): 
Reference for Command Line Utilities』を参照してください。 
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Business Managerの概要 
Business Manager とは、主に以下のようなオンラインビジネスで使用する課金自動化システムで

す。 

 ドメイン登録 

 ウェブホスティングプロビジョニング 

 SSL 証明書の販売 

 その他の非ホスティングオンラインストア 

 PayPal などの支払ゲートウェイや銀行振込経由の支払の受付 

Business Manager は、当該システムがセキュアな支払アプリケーションであることを保証する

「PA-DSS 要件」に準拠しており、一定の構成を行えば顧客のクレジットカードを処理できるように

なります。さらに、Business Manager を使用すれば、欧州規格も簡単に準拠できます。 

このソフトウェアは、Panel のオプションコンポーネントであり、インストールするか否かを選択する

ことができます。次に、Business Manager の機能を簡単に説明します。このコンポーネントをインス

トールしない場合はこのセクションをスキップして構いません。 

このセクションの内容: 

ドメイン登録 ....................................................................................................................... 38 
ホスティングのプロビジョニング ........................................................................................... 39 
SSL 証明書のプロビジョニング ........................................................................................... 40 
支払ゲートウェイ ................................................................................................................ 40 
銀行振込処理 .................................................................................................................... 41 
オンラインストアとウェブサイトウィジェット ............................................................................ 41 
セキュリティ設定 ................................................................................................................. 42 
欧州連合での業務基準に準拠する ..................................................................................... 42 
ロシアでの認定に関する情報を参照する ............................................................................ 42 
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ドメイン登録 

Business Manager は、複数のドメインレジストラと統合することができます。また、これらのレジス

トラを使用しているか否かを問わず、オンラインストアにドメインの可用性チェック機能を実装する

ことができます。 

ただし、これらのレジストラのいずれかを使用していれば、顧客がドメイン名を購入/移管して料金を

支払うことが可能になります。これに対し、Business Manager はドメイン名の購入/移管のためにレジ

ストラの API へのコールを自動的に発行し、Business Manager 内の当該顧客のアカウントにこのドメ

イン名を置き、管理できるようにします（ネームサーバ、ホスティングレコードの設定など）。 

プロバイダは Business Manager を構成して、特定のレジストラが提供する TLD を 1 つ、複数、また

はすべて販売したり、顧客に請求するドメイン登録料金を自由に設定することができます。プロバイ

ダがレジストラに持つアカウントに対する請求は、プロバイダがドメイン TLD に設定した標準リセラ

ー料金に関係なく行われます。このメリットの 1 つに、（例えば）「.com」の販売は特定のレジスト

ラ経由で、「.ca」の販売は別のレジストラ経由で処理できるということがあります。これによって、

複数のレジストラを使用できるため、再販するドメインに対して TLD ごとに 低価格を設定すること

が可能になります。 

再販経路となるドメインレジストラを 1 社以上の構成し、これらの各レジストラに該当する TLD を関

連付ける方法は 2 つのステップから成ります。 

1. ドメインレジストラモジュールを構成する（259ページ）。 

2. TLDを割り当てる（260ページ）。 
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ホスティングのプロビジョニング 

Business Manager は、各種ホスティングコントロールパネルによるサービスとリソースのプロビジョ

ニングをサポートします。プロビジョニングを活用するには、コントロールパネルをシステムに接続

し、ホスティングプランを構成して提供リソースにリミットとパーミッションを設定します。 

顧客がホスティングプランを 初に契約すると、Business Manager は契約に関する情報を関連するコ

ントロールパネルに送信します。この情報には、顧客の主要連絡先と追加連絡先、およびプランとプ

ランアドオンの詳細が含まれます。パネルは、顧客アカウントが存在するかどうかを確認し、既存の

アカウントを更新するか新規アカウントを作成します。関連するプランとアドオンについてもこれと

同様です。パネルはアカウントのセットアップ後、Business Manager が契約の支払を確認するまでは

アクセスをブロックします。 

システムと接続済みホスティングパネルの間の初期インタラクションに加え、Business Manager は、

プラン、プランアドオン、契約、あるいは主要連絡先または追加連絡先が変更された場合にパネルに

変更内容を送信します。どのような更新により、このような一方向の同期が行われるのかを確認する

には、付録 E（789ページ）を参照してください。 

パネルを Business Manager に接続する方法について詳しくは、「ホスティングパネルに接続する（160
ページ）」を参照してください。 

ホスティングプランの作成方法については、「ホスティングプランを作成する」を参照してください。 

サポートされるパネルのリストは、付録 A を参照してください。 
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SSL 証明書のプロビジョニング 

Business Manager は、SSL 証明書プロバイダ「eNom」と統合することができます。この統合は、顧

客が Business Manager で証明書を購入し、Business Manager が eNom API 経由で証明書を取得する

というフローが前提となります。顧客が証明書をホスティングプランのアドオンとして購入すると、

システムはこの顧客のホスティングアカウントに証明書をインストールします。 

SSL 証明書を取得するには、顧客が送信した初期情報を Business Manager が eNom に転送します。

証明書プロバイダはこの情報を分析し、必要に応じて Business Manager 経由で追加情報を問い合わせ

ます。証明書の発行に必要な情報がすべて eNom に揃うまで、このやりとりが繰り返されます。 

追加の問い合わせは、Panel の［アカウント］タブで顧客に通知されます。証明書が発行されるまで、

契約ステータスは「user input required（ユーザの入力が必要）」となります。 

SSL 証明書のプロビジョニングを構成するには、SSL 証明書プロバイダプラグインを追加し、これを

プランと関連付けます。一部のプランでカスタム eNom アカウントまたは管理連絡先が必要な場合、

追加の eNom プラグインを追加し、これらのプランに関連付けてください。これによって、顧客のニ

ーズに柔軟に応えることができます。 

証明書プロビジョニングのセットアップ方法について詳しくは、「SSL 証明書プロバイダを構成する」

および「SSL 証明書プランを作成する」のセクションを参照してください。 

支払ゲートウェイ 

クレジットカードの支払を受け付ける場合は、1 つ以上の支払ゲートウェイをセットアップします。適

切な支払ゲートウェイをセットアップするには、顧客に提供したい支払方法について検討してくださ

い。クレジットカードを自社で処理する予定の場合は、プライマリゲートウェイを追加します。クレ

ジットカードの処理を支払仲介サービスに依頼する場合は、サードパーティゲートウェイを追加しま

す。また、顧客に対してクレジットカード払いか PayPal（サードパーティゲートウェイ）払いかを選

択させることも可能です。支払ゲートウェイのセットアップ方法について詳しくは、「支払ゲートウ

ェイをセットアップする（150ページ）」を参照してください。 

これらのゲートウェイのいずれかを追加するには、該当する支払処理サービスでマーチャントアカウ

ントを作成する必要があります。さらに、データベースにクレジットカード情報を保存する場合は、

システムに暗号化を構成する必要があります。暗号化の構成について詳しくは、「暗号化をセットア

ップする（484ページ）」を参照してください。 

Business Manager は、複数の支払ゲートウェイと統合できます。大部分のゲートウェイには、Business 
Manager 経由の請求、事前認証、終了、取消、および返金機能があります。サポートされるゲートウ

ェイのリストは、付録 D（787ページ）を参照してください。 
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銀行振込処理 

Customer & Business Manager では、銀行振込（顧客の銀行口座からの直接引き落とし）を受け付け

ることができます。 

顧客がプロバイダのオンラインストアで注文を行い、支払方法として銀行振込を選択すると、顧客の

銀行口座からの支払を実行するために必要な情報がバッチに書き込まれます。バッチとは、銀行が受

け付けられる書式のファイナンシャルファイルです。銀行振込を完了させるためには、バッチをダウ

ンロードし、銀行にメール、ファックス、その他のサポートされる方式で送信します。Business Manager
で銀行振込がどのように実行されるのか、およびその管理方法は、「銀行振込を管理する（459ページ）」

を参照してください。 

ある国の銀行で受け付けられるバッチ書式が、他の国では利用できない場合もあります。例えば、一

般にドイツの銀行は DTAUS バッチを、スペインの銀行は Norma19 バッチを受け付けます。Business 
Manager は各種バッチ書式用の銀行振込プラグインを提供しています。 

銀行振込支払の受付を開始するには、提供されている銀行振込プラグインのいずれかをセットアップ

し、これをオンラインストアに関連付けます。この手順は、「銀行振込プラグインをセットアップす

る（154ページ）」セクションを参照してください。 

サポートされるバッチ書式の詳細は、付録 E（788ページ）を参照してください。 

オンラインストアとウェブサイトウィジェット 

Business Manager は、他の大部分のホストベース課金プラットフォームと違い、自動的に作成される

ウェブサイトである「オンラインストア」を提供しています。これらのウェブサイトには、販売され

ているプランに加え、チェックアウト機能付きのショッピングカートがあり、顧客はここでプランを

契約することができます。顧客の支払は、ストアと関連付けられている支払ゲートウェイによって処

理されます。異なる通貨、ロケール、製品ラインに対応する複数のオンラインストアを用意すること

ができます。 

Business Manager で提供されるオンラインストアの出荷時のデフォルトは、ロケールが米国、通貨が

米ドルとなっています。デフォルトの URL は以下の通りです。 

https://<ホスト名>:8443/plesk-billing/order/ 

オンラインストアは完全にカスタマイズ可能なので、テンプレートを作成し、他のウェブサイトで使

用することができます。 

オンラインストアに加え、Business Manager には「ウェブサイトウィジェット」があります。ウェブ

サイトウィジェットとは、会社のウェブサイトに追加できるコードスニペットであり、プランの任意

のサブセットを任意の形式（リスト、ドロップダウンなど）で含めることができます。ウィジェット

は小さなコードスニペットなので、ウェブサイト上でプランを販売したい場所にどこにでも追加でき、

既存のウェブサイトに追加されるため特別なテンプレートの作成は不要です。これにより、プランを

販売する方法を確実に制御することができます。 

オンラインストアの管理方法は、「オンラインストアを管理する（202ページ）」を参照してください。 
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セキュリティ設定 

サーバ上で管理する機密情報が悪用されるリスクを低減するために、PCI DSS（Payment Card 
Industry Data Security Standard）規格に準拠する特別なセキュリティ手法を導入することができます。

この規格は、事業者が顧客アカウントのデータを保護する支援をするために策定されています。PCI 
DSS 規格について詳しくは、以下を参照してください。
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml 

Customer & Business Manager で利用できるセキュリティ設定について詳しくは、「セキュリティ設

定を管理する（484ページ）」を参照してください。 

欧州連合での業務基準に準拠する 

Customer & Business Manager でのタスクの 1 つに、ウェブホスティングサービス（ウェブサイト、

サーバ、アプリケーションなど）使用料の顧客に対する請求があります。これらのサービスは、欧州

連合（EU）での分類において「電子的に提供されるサービス」と呼ばれ、EU VAT（European Union Value 
Added Tax）指令で規制されます。 

EU VAT は、供給業者と顧客の所在地に依存する消費税であり、VAT を徴収する EU 加盟国および税率

が決まります。会社所在地が EU 域外にあるプロバイダのプランに対しては、この税金は適用されない
ため、プロバイダは関連する Business Manager 設定をスキップすることができます。EU 域内であれ

ば、「EU の業務基準に準拠する（216ページ）」を読み、EU 要件に準拠するように Business Manager
を構成してください。 

EU VAT について詳しくは、以下を参照してください。
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/index_en.htm 

ロシアでの認定に関する情報を参照する 

ロシア連邦で Business Manager が課金ソリューションとして認定されていることを示す情報を参照

することができます。ただし、管理者プロファイルで言語を「ロシア語」にした場合に限ります。こ

の情報を参照するには、［サーバ設定］>［システム情報］>［ライセンス管理］に進みます。 
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Panel を使用するには 

Panel を初めて起動したときに、この製品の使用目的（例えば、ホスティングサービスの提供、社内で

の使用など）を指定し、使用シナリオに も適したインターフェースビューを定義する必要がありま

す。この選択に応じて、Panel で実行できるオペレーションと、システムを使い始めるために必要な構

成の内容が決まります。例えば、ホスティングサービスプロバイダ（HSP）は、初期ステップの一環

としてサービスプランを作成する必要があります。一方、パワーユーザは通常、ウェブサイトの作成

に進みます。 

Panel のタスクは、サービスの構成とサーバの保守、顧客へのサービス提供、ホスティングサービスの

管理という 3 つのカテゴリに大別できます。以下の表では、より詳細にタスクを記述し、ユーザグル

ープと関連付けています。この表を参考にガイドをお読みください。 

注：このガイドは Panel 管理者を対象としているため、この表では HSP およびパワーユーザグループ

のタスクのみを示します。リセラーおよびホスティングサービスの顧客が実行する主なタスクについ

ては、『リセラーガイド』と『カスタマガイド』を参照してください。 

タスク 
 

パワーユ

ーザ 
HSP 
 

サービスの構成とサーバの保守 

Panel を構成する 

Panel に社内インフラ内の様々なサービスを処理させ、エンドユーザの

ニーズに適合させるためには（ヘルプデスクとセットアップなど）、

Panel の構成を実行する必要があります。詳しくは、「Panel の構成（45
ページ）」の章を参照してください。 

+ + 

Panel のブランディングと外観を調整する 

御社が HSP であれば、会社のルック＆フィールに合わせて Panel の外

観をカスタマイズすることをお勧めします。これによって、顧客に対す

る会社の認知度が飛躍的に向上します。一方、パワーユーザの場合も、

デフォルトの Panel ロゴを変更し、ウェブインターフェースに会社のス

タイルを取り入れることができます。詳しくは、「外観とブランディン

グ（274ページ）」セクションを参照してください。 

+ + 

Panel を保守する 

Panel の使用中は、データのバックアップと復元、サーバヘルスのモニ

タリング、Panel の更新など、一般的な管理タスクの数々を定期的に実

行する必要があります。これらすべてのタスクは、Panel のオペレーシ

ョンを正しく行うために必要です。Panel の保守について詳しくは、

「Panel 管理（267ページ）」の章を参照してください。 

+ + 

顧客にサービスを提供する 



 

44 Panel 機能の概要 
 

Business Manager を構成する 

HSP が、統合された Business Manager を使用してホスティングプロビ

ジョニングを自動化することを選択した場合、必要な構成を実行する必

要があります。基本的には、Business Manager を Panel と同期し、オ

ンラインストアをセットアップし、複数のビジネスアスペクト（支払方

法、課税方法など）を定義します。詳しくは、「Business Manager の構

成」の章を参照してください。 

Business Manager コンポーネントの管理方法について詳しくは、

「Business Manager 管理（427ページ）」の章を参照してください。 

- +（オプシ

ョン） 

ホスティングサービスを提供する 

HSP の場合、構成が終了した後で次に行うべき作業は、提供するサービ

スの作成です。提供するホスティングサービスをプランにまとめ、顧客

がこれらのプランを契約できるようにします。詳しくは、「サービスを

顧客およびリセラーに提供する（217ページ）」の章を参照してくださ

い。 

- + 

ホスティングサービスを管理する 

会社のウェブプレゼンスをわずか数ステップで確立でき、サイトとメー

ルアカウントの作成や SSL 証明書によるサイトの保護、ウェブアプリ

ケーションのインストールなども簡単です。HSP であれば、ホスティン

グ管理の原則に従うことによっても、顧客の問題のトラブルシューティ

ングを進めることができます。詳しくは、「ウェブホスティング管理

（498ページ）」の章を参照してください。  

+ + 

  

 



 

  
 

Panel の構成には多種多様な作業があり、Panel のインストール後に行う必要がある作業（例： 
会社のネットワーク環境で機能するようにPanelを調整する）と、Panelの運用中に行う作業（例： 
新規 IP アドレスのプールへの登録、スパムフィルタ設定の調整）があります。Panel の構成は、

提供されるサービス（ウェブ、メールなど）の構成と Panel の高度な構成に分けることができま

す。Panel の高度な構成とは、Panel のオペレーションの様々な側面に関する構成で、SSL 証明

書による接続のセキュリティ管理、各種イベントのメール通知のセットアップなどがあります。 

Panel をインストールしたばかりであれば、Panel の構成を次の順番で実行することをお勧めし

ます。 

1. Panel ライセンスキーをインストールする。 
インストール後の Panel は、機能に制限のあるトライアルライセンスキーを使用し、有効期

間は短期間です。詳しくは、「Panel ライセンスキーをインストールする（46ページ）」セ

クションを参照してください。 

2. サーバ IP プールを構成する。 
Panel の初期化中に、Panel が共用ホスティングサービスの提供に使用する IP アドレスを定

義します。専用 IP アドレス付きの契約を提供したり、共用ホスティングに他の IP アドレス

を使用するには、サーバ IP プールを構成する必要があります。詳しくは、「IP プール（47
ページ）」セクションを参照してください。 

3. ネットワーク環境内で機能するように Panel を構成する。 
このステップは、カスタムネットワーク構成を設定している場合に必要になります。例えば、

Panel サーバを NAT の背後に配置している場合や、Panel サービスが使用するポートの一部

がネットワークポリシーでブロックされる場合などです。詳しくは、「様々なネットワーク

環境で Panel を構成する（122ページ）」セクションを参照してください。 

4. Panel への接続を SSL で保護する。 
SSL 証明書を使用して、Panel への接続のセキュリティを向上します。詳しくは、「SSL 防

御（117ページ）」セクションを参照してください。 

5. 提供するサービスを構成する。 
Panel が提供するサービスを調整することによって、会社や顧客のニーズに Panel を適合さ

せます。例えば、適切なウェブメールソフトウェアの選択、ウェブアプリケーションで必要

な外部データベースの接続などがあります。このような構成の実行方法について詳しくは、

本章の該当セクションを参照してください。 

また、ヘルプデスクサービスのセットアップやメール通知の構成など、その他にも必要に応じて

多数のオペレーションを検討することができます。これらのオペレーションについて詳しくは、

「Panel の高度な構成（113ページ）」セクションを参照してください。 
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この章の内容: 

Panel ライセンスキーをインストールする ............................................................................ 46 
IP プール ........................................................................................................................... 47 
ウェブホスティング .............................................................................................................. 51 
メール ................................................................................................................................ 64 
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統計およびその他のオプション ........................................................................................... 100 
Web Presence Builder 用に Try & Buy モードを構成する .................................................. 101 
拡張 Panel 構成 ................................................................................................................ 113 

 

Panel ライセンスキーをインストール

する 

インストール後、Panel はトライアルライセンスキーを使用します。新しいライセンスキーは、

Parallels オンラインストア（［ツールと設定>［ライセンス管理］>［新しいキーを注文する］）

で入手できます。 

キーを購入すると、アクティベーションコードとライセンスキーファイルの添付されたアクティ

ベーションメールが送信されます。Panel ライセンスキーをインストールするには、アクティベ

ーションコードを入力するか、このメールに添付されたファイルをアップロードします。 

 アクティベーションコードを使用してライセンスキーをインスト
ールするには： 

1. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［Parallels Panelライセンスキー］に

進み、［キーをインストール］をクリックします。 

2. メールに記載されていたコードを［アクティベーションコードを入力］フ

ィールドに入力して［OK］をクリックします。 

 ライセンスキーファイルを使用してライセンスキーをインストー
ルするには： 

1. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［Parallels Panelライセンスキー］に

進み、［キーをインストール］をクリックします。 

2. ［ライセンスキーファイルをアップロード］を選択します。 

3. メールに記載されていたキーファイルのパスを指定して［OK］をクリッ

クします。 
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IP プール 

「IP プール」とは、プロバイダが顧客やリセラーに提供したりプロバイダ自身のウェブサイト

用に使用することができる IP アドレスのセットです。IP アドレスは、「専用」（つまり、該当

する契約者がこのアドレスの唯一の所有者となる）または「共用」（つまり、複数の契約者がこ

のアドレスを共有する）のいずれかに指定することができます。 

このセクションでは、IP アドレスの概念と、Panel でウェブホスティング用に IP アドレスがど

のように割り当てられるのかを説明します。 

IP アドレスについて 

IP アドレスとは、ネットワーク内のデバイス（コンピュータなど）を一意に識別する番号です。

IP アドレスを使用すれば、ネットワーク内のコンピュータが互いに識別し、通信できるように

なります。 

IP アドレスには 2 種類の形式があります。 

 IP バージョン 4：192.168.1.1 のような書式の 32 ビットのネットワークアドレスです。現

在、ほとんどのネットワークデバイスがこのバージョンを使用しています。IPv4 アドレスは

数に限りがあり、空き IP アドレスの 後のブロックはすでにインターネットサービスプロ

バイダに割り振られています。 

 IP バージョン 6：2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 のような書式の 128
ビットネットワークアドレスです。IPv6 は、IPv4 ネットワークアドレスの枯渇に対応する

ために開発された新しい規格です。 

IPv6に対応するネットワークにParallels Plesk Panelを導入すれば、このParallels Plesk Panel
は IPv4 アドレスと IPv6 アドレスに同時に対応できます。プロバイダはサーバ IP プールに IPv4
アドレスと IPv6 アドレスを追加し、これらをリセラーに割り当て、これらをベースに契約を作

成することが可能です。 

ホスティング契約ごとに、以下のいずれかを割り当てることができます。 

 1 つの IPv4 アドレス 

 1 つの IPv6 アドレス 

 1 つの IPv4 アドレス + 1 つの IPv6 アドレス（デュアルスタック契約） 

注： インターネットユーザがパスワード認証なしでアクセスできる FTP 共有（匿名 FTP）をホ

スティングする必要がある契約には、専用 IPv4アドレスを1つ以上割り当てる必要があります。 

IPv6 を使用するための要件 

Parallels Plesk Panel を IPv6 対応ネットワークで正しく機能させるには、以下の要件を満たす

必要があります。 

 Panel で管理するサーバに、静的 IPv4 アドレスを 1 つ以上割り当てる。この要件は、Panel
ライセンシングサーバとアプリケーションカタログへの接続のために必要です。 

 仮想環境の運用に、Parallels Virtuozzo Containers 4.6 またはそれ以降を使用する。 
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この機能をサポートする Linux OS のリストは、Panel for Linux または Panel for Windows のリ

リースノートを参照してください。 

リセラーおよびホスティングサービス顧客への割り当て： 

Panel において、IP アドレスは次のように割り当てられます。 

1. サーバ IP プールに IP アドレスが追加されます。 

インストール後、Panel はすべての割り当て済み IP アドレスを OS の構成から読み取り、こ

れらをサーバ IP プールに追加します。ネットワーク構成ファイルに手作業で変更を加えた

場合、Panel に認識されない可能性があるため、サーバで使用したい新規 IP アドレスを取得

したときは、Panel 経由でアドレスをプールに追加する必要があります。 

注： Panel を Parallels Virtuozzo Containers（PVC）上で実行している場合は、IP アドレス

の追加は必ず PVC ハードウェアノードで行ってください。 

アドレスをサーバ IP プールに追加する際は（［ツールと設定］>［IP アドレス］>［IP アド

レスを追加する］）、IP アドレスを「専用」と「共用」のどちらとして割り当てるのかを選

択してください。 

 1 つの専用 IP アドレスは 1 つのリセラーに割り当てることができます。専用 IP アドレ

スは、SSL 暗号化を利用する e コマースサイトのホスティングや、パスワード認証なし

でアクセス可能な FTP 共有をホスティングするサイトに必要です。 

注： SNI（Server Name Indication）拡張をPanel on Linuxで使用すれば、共有IPアドレ

スでサイトのSSL保護を有効化することができます。ただし、すべてのホスティン

グサーバとユーザのブラウザで機能するわけではありません。詳しくは、「SSLお
よび共有IPアドレス（Linux）（121ページ）」セクションを参照してください。

Windowsプラットフォームでは、1つの証明書でウェブサイトのグループを保護す

ることができます。詳しくは、「SSLおよび共有IPアドレス（Windows）」セクシ

ョンを参照してください。 

 共用 IP アドレスは、文字通り、複数のリセラーアカウントとサイトで共有することがで

きます。アドレスの共有により、枯渇している IP v4 アドレスリソースを効率的に使用

できますが、IPv6 アドレスでは不要です。 

2. リセラープランのセットアップ時に（［サービスプラン］>［リセラープラン］>［新しいプ

ランを追加する］>［IP アドレス］タブ）、リセラーに割り当てる IP アドレスを選択してく

ださい。 

 共有 IP アドレスの場合、割り当てるアドレスを手動で選択できます。 

 一方、専用 IP アドレスの場合、割り当てるアドレスの数を指定することしかできません。

リセラーアカウントを新規作成すると、Panel がサーバプールから未使用の専用 IP アド

レスを自動選択し、リセラーに割り当てます。 

3. 新規顧客を登録する際や（［顧客］>［新しい顧客を追加］）、会社独自のニーズに合わせ

て契約を作成する際は（［契約］>［新しい契約を追加る］）、どの IP アドレスを割り当て

るか選択することができます。サーバ IP プールに含まれるすべての共用アドレスと専用ア

ドレスが、メニューにリストアップされます。 
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動的 IP プールでの Panel の使用について 

Panel は、ウェブサーバの起動時に IP プールを調べ、システムに存在しない IP アドレスを削除

します。このため、管理者は、存在しない IP アドレスをサービスまたは契約に割り当てること

はできません。 

サーバ IPプールでのオペレーションの実行方法 

 現在の IP アドレスを自分で確認するには： 

1. ［ツールと設定］>［IPアドレス］（［リソース］グループ内）に進みます。 

IP アドレスのリストと、以下の補足情報が表示されます。 

 ［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のかを示します。 

 ［リセラー］列は、それぞれの IP アドレスが割り当てられているユーザアカウントの数

を示します。ユーザを名前順に表示するには、［リセラー］列で数字をクリックします。 

 ［ドメイン］の列は IP アドレス上でホスティングされているウェブサイトの数を示しま

す。これらのウェブサイトのドメイン名を表示するには［ドメイン］列で数字をクリッ

クします。 

2. IPアドレスのリストと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。 

サーバの OS でネットワークインターフェースに IP アドレスを手動で追加した場合や、

Parallels Virtuozzo Containers で作業を行っている場合は、これを行う必要があります。 

 新規 IP アドレスをサーバに追加するには： 

1. ［ツールと設定］>［IPアドレス］（［リソース］グループ内）に進み、［IP
アドレスの追加］をクリックします。 

2. ［インターフェース］メニューで新しいIP用のネットワークインターフェ

ースを選択します。このメニューには、サーバにインストールされてい

るすべてのネットワークカードが表示されます。 

3. 必要なボックスに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」または「2002:7b7b:7b7b::1/64」）。 

4. 新しいIPアドレスのタイプ（共用または専用）を選択します。 

5. ドロップダウンボックスで、新しいIPアドレスに対して使用するデフォ

ルトの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 - Parallels Plesk Panel ディストリビューションパッケージに付属す

る証明書。この証明書は認証局により署名されていないため、ウェブブラウザに認識さ

れず、警告メッセージが表示されます。デフォルトの証明書は、https プロトコルを使用

してPanelにアクセスする場合に使用します（https://server-name-or-IP-address:8443/）。 
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 その他の証明書 - SSL 証明書のリポジトリに追加した証明書（自己署名、または認証機

関の署名済み）。証明書の追加については、『コントロールパネルユーザガイド』の「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. サーバでWindows OSを実行している場合に、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オンにします。 

注： セキュアな FTP 接続を有効化するためには、Parallels Plesk Panel サーバにインスト

ールするFTPサーバでFTP over SSLがサポートされている必要があります。例えば、Gene6、
Serv-U FTP、IIS FTP 7.x などのサーバは FTP over SSL をサポートします。 

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： 

1. ［ツールと設定］>［IPアドレス］（［リソース］グループ内）に進みます。 

2. 該当するチェックボックスをオンにして［削除］をクリックし、削除を

確認して［OK］をクリックします。 

 リセラーに IP アドレスを割り当てるには： 

1. ［ツールと設定］>［IPアドレス］（［リソース］グループ内）に進み、［リ

セラー］列で数字をクリックして［割り当て］をクリックします。 

2. 必要なアカウントを選択し、［OK］をクリックします。 

 リセラーの IP アドレスを取り消すには： 

1. ［ツールと設定］>［IPアドレス］（［リソース］グループ内）に進み、［リ

セラー］列で数字をクリックします。 

2. 該当するチェックボックスをオンにして、［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。 

ユーザは IP アドレスを指定してサーバ上のウェブリソースを参照することができますが、この

アドレスで複数のウェブサイトがホスティングされている場合には、Panel はどのサイトを表示

するのかを判断する必要があります。この IP アドレスに対して 初に作成されたウェブサイト

がデフォルトウェブサイトとして自動的に指定されますが、管理者が他のウェブサイトを選択し

てデフォルトに変更することもできます。 

 IP アドレスのデフォルトウェブサイト（デフォルトドメイン）を
指定するには： 

1. ［ツールと設定］>［IPアドレス］（［リソース］グループ内）に進み、デ

フォルトにするIPアドレスをクリックします。 
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2. ［デフォルトサイト］メニューで、必要なサイトを選択し、［OK］をクリ

ックします。 

 IP アドレスの割り当てタイプ（共用、専用）を変更するか、IP ア
ドレスに別の SSL 証明書を割り当てるには： 

1. ［ツールと設定］>［IPアドレス］（［リソース］グループ内）に進み、デ

フォルトにするIPアドレスをクリックします。 

2. 必要なIPアドレスタイプとSSL証明書を選択し、［OK］をクリックしま

す。 
 

ウェブホスティング 

ウェブホスティングの構成では、多数のウェブサーバ設定や他の関連サービスの設定を調整しま

す。つまり、Panel for Linux で使用しない Apache モジュールをオフに切り替えることや、IIS
サーバに対してアプリケーションプールを構成することなどができます。 

注： このセクションでは、サーバ全体に対するウェブホスティング構成についてのみ説明しま

す。大部分のウェブホスティング設定（PHP 構成、各種スクリプティング言語のサポートなど）

は、それぞれの契約（ウェブスペース）に対して個別に設定され、サービスプランや契約の設定

によって調整することができます。詳しくは、「ホスティングプランと契約（219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: 

ウェブサイトプレビューをセットアップする ............................................................................ 52 
顧客ウェブサイト用のコンテンツをあらかじめ設定する ........................................................ 53 
Apache Web Server を最適化する（Linux） ....................................................................... 54 
nginx でウェブサーバのパフォーマンスを向上する（Linux） ................................................. 56 
IIS アプリケーションプールを構成する（Windows） .............................................................. 60 
ASP.NET を構成する（Windows） ...................................................................................... 62 
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ウェブサイトプレビューをセットアップする 
顧客は、ドメイン名の伝達の実行中でも、ウェブサイトをプレビューすることができます。プレ

ビューには、クイックプレビューと制限付きプレビューの 2 種類のモードがあります。 

 推奨されるオプションである「クイックプレビュー」では、顧客のサイトがプロバイダのド
メインのサブドメインとして表示されます。例えば、customer-site.tld は、

customer-site.tld.192-0-2-12.your-domain.tld としてプレビュー表示されます。ここで

「192-0-2-12」は、サイトの IP アドレスのドットをダッシュに置き換えたものです。プレビ

ュードメインを指定しないと、顧客がサイトのプレビュー機能を使用することはできなくな

ります。 
 

 （デフォルト）「制限付きプレビュー」は、初期の Panel バージョンで使用されており、顧

客のサイトを Panel サーバの下のディレクトリとして表示します。例えば、

server-host-name:8443/sitepreview/http/your-domain.tld/ のようになります。このモードに

は、2 つの短所があります。まず、このようなウェブサイトを表示できるのは許可されたユ

ーザに限られ、さらに一部のスクリプトや Flash アニメーションは機能しない場合がありま

す。このモードを使用するのは、クイックプレビューを構成するまでに限定することをお勧

めします。 

プレビュー選択機能およびプレビュードメイン名を構成するためのフォームは、［ツールと設定］

>［ウェブサイトプレビュー設定］にあります。 

注：顧客は、Panel 10.4 より以前のバージョンでもサイトをプレビューすることができましたが、

導入方法が異なったため、プレビュー機能には様々な制限がありました。主な相違点は、バージ

ョン 10.4 以降、顧客はプレビューリンクを誰とでも共有できるようになったのに対し、10.4 よ

り前のバージョンではドメインを表示できるのは顧客自身だけでした。さらに、以前のプレビュ

ーモードで表示したサイトでは、複雑な CGI スクリプトや Flash コンテンツを処理できません

でした。 
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顧客ウェブサイト用のコンテンツをあらかじめ設

定する 
新たにホストされるウェブサイト用に作成されるウェブスペースに、決められたファイルとディレク

トリが自動的に追加するように、Panel を構成することができます。例えば、便利なスクリプト、カス

タムのエラーメッセージ、プレースホルダとなる index.html ページ、その他のファイルをお好みで選

択することができます。さらに、これらのファイルは、サイト単位で置き換えたり、編集や削除する

ことができます。 

 ウェブスペースにウェブコンテンツを自動的に挿入するように Panel
をセットアップするには： 

1. ローカルファイルシステムに、httpdocs、cgi-bin、anon_ftp、
error_docsなど、必要なディレクトリを作成します。 

2. 作成したディレクトリに、必要なファイルを置きます。ウェブページは

httpdocsディレクトリに、スクリプトはcgi-binディレクトリに、カスタ

ムのエラーメッセージはerror_docsディレクトリに配置します。 

3. ディレクトリとファイルをtgz、tar、tar.gzまたはzip形式のアーカイブファ

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. Parallels Plesk Panelにログインします。 

5. ［ツールとユーティリティ］>［仮想ホストテンプレート］に進みます。 

6. 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。 

 ウェブサーバのディレクトリとファイルをオリジナルの構造に戻すに
は： 

1. ［ツールとユーティリティ］>［仮想ホストテンプレート］に進みます。 

2. ［デフォルト］ボタンをクリックします。 
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Apache Web Serverを 適化する（Linux） 
ホスティングサービスで必要のない Apache Web Server モジュールは、［ツールと設定］>［Apache
モジュール］でオフにすることができます。これによって、サーバによるリソース消費量を抑え（例： 
VPS に必要なメモリ量が少なくなる）、1 台のサーバでより多くの顧客にホスティングを提供できる

ようになります。 

一部のモジュールは相互に依存しており、このようなモジュールをオフ（またはオン）にするには、

連携先のモジュールもオフ（またはオン）にする必要があります。例えば、cache モジュールは

disk_cache、file_cache、および mem_cache モジュールに依存します。つまり、これら 3 つのモジュ

ールがオフになっていなければ、cache モジュールをオフにすることはできません。 

注意： これは上級ユーザ用の機能です。操作によってどのような影響があるのかを理解している場合

に限り、モジュールのオン/オフ切り替えを実行してください。変更によっては、Apache のパフォー

マンスが低下したり、機能しなくなる可能性があります。また、これらの変更が、一部の Panel 機能

に影響を与える場合があります。例えば、mod_perl または mod_php をオフにすると、Perl および PHP
スクリプト（ウェブメールを含む）がウェブサイトで機能しなくなります。これにより、提供してい

る機能が、サービスプランで機能しなくなる場合があります。 

OS に応じて、以下の Apache モジュールは常に有効化されます。 

Debian または Ubuntu： 

 env 

 auth_digest 

 authn_file 

 authz_host 

 authz_user 

 actions 

 alias 

 dav 

 dav_fs 

 mime 

 ssl 

 

Redhat または CentOS： 

 env 

 auth_digest 

 authn_file 

 authz_host 

 authz_user 

 actions 

 alias 

 autoindex 

 dav 
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 dir 

 log_config 

 mime 

 negotiation 

 setenvif 

 ssl 

 

SUSE： 

 env 

 auth_digest 

 authn_file 

 authz_host 

 authz_user 

 actions 

 alias 

 dav 

 dir 

 log_config 
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nginxでウェブサーバのパフォーマンスを向上する

（Linux） 
管理者は、nginx をインストールすることによって、顧客のウェブサイトをホストするウェブサーバの

能力を向上できます。nginx とは、高パフォーマンスな補助的ウェブサーバであり、通常はリバースプ

ロキシサーバとして使用します。このウェブサーバは、大量の静的コンテンツ（画像、動画、CSS、
XML など）の配信のために設計されています。Apache と比べ、nginx は大量の同時接続が発生する状

況で非常に効率的です。このほかに、nginx が Apache より優れている点としては、クライアント接続

ごとのメモリ消費量が大幅に低くなります。 

nginx の利点をフルに活用するために、Panel では nginx をインターネットと Apache の間のリバース
プロキシサーバとして構成します。つまり、nginx は、サイト訪問者からのすべての要求を処理するフ

ロントエンドのウェブサーバとなります。要求は Apache に送信され、Apache が静的コンテンツと動

的コンテンツを識別します。要求が静的ファイル（jpg、css、html など）であれば、Apache は登録さ

れたすべてのハンドラに要求を渡し（.htaccessディレクトリレベルの構成の適用、URL 変更など）、

要求されたファイルのファイルシステム上のロケーションのみを含む応答を nginx に返します。続い

て nginx がファイルを探し、クライアントに送信します。要求が動的ファイル（PHP スクリプトなど）

であれば、Apache はファイルを実行し、応答を nginx に返します。nginx がこれをクライアントに提

供します。 
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このような nginx と Apache の連携には、次のようなメリットがあります。 

 ウェブサイトへの同時接続の 大数を増加することができる。 

 サーバ CPU およびメモリリソース消費量を削減することができる。 
大の効果が実現するのは、大量の静的コンテンツが含まれるウェブサイト（写真ギャラリー、ビ

デオストリーミングサイトなど）です。 

 低速接続環境（GPRS、EDGE、3G など）を使用する訪問者に、効率的にサービスを提供できる。 
例えば、接続速度が 10 KB/s のクライアントから、100 KB の応答を生成する PHP スクリプトが要

求されたとします。サーバに nginx がインストールされていない場合、Apache が応答を返します。

応答を返すために必要な 10 秒間、Apache と PHP はこのオープン接続のためにシステムリソース

をフルに消費し続けます。nginx をインストールしている場合、Apache は応答を nginx に転送し

（nginx と Apache は同じサーバ上にあるため、接続は非常に高速です）、システムリソースを解

放します。nginx のメモリ消費量は少ないため、システム全体の負荷が軽減されます。このような

低速接続が大量に発生する場合は、nginx を使用することによってウェブサイトのパフォーマンス

を飛躍的に向上できます。 

Panel が nginx によって HTTP 要求をどのように処理するのかの技術的な詳細は、このセクションで後

ほど説明します。Panel で nginx のサポートを有効化する方法は、「nginx をインストールする（60ペ
ージ）」のセクションを参照してください。nginx を使用しない場合は、「Apache をフロントエンドの

ウェブサーバにする（60ページ）」セクションの説明に従って、Apacheをフロントエンドのウェブサ

ーバにしてください。 

Panel が nginx を使用して HTTP 要求を処理するメカニズム 

nginx と Apache をシームレスに統合するために、Panel は次の 2 つの Apache モジュールを追加で使

用します。 

 mod_aclr2 
このモジュールは、他のすべての Apache モジュールのハンドラ（mod_rewrite、.htaccess 関連

モジュール、mod_php など）の後で実行されるハンドラをセットアップします。したがって、要

求先が動的コンテンツであれば、要求は特定の Apache モジュール（mod_php、mod_perl、mod_cgi
など）の上位ハンドラによって対応されるため、mod_aclr2 にはこの要求は渡されません。唯一の

例外は SSI 要求です。これらの要求が mod_aclr2 に渡されると、mod_aclr2 は適切なハンドラに要

求をリダイレクトします。要求先が静的ファイルであれば、mod_aclr2 はファイルシステム上のフ

ァイルロケーションを確認し、ロケーションを nginx に送信します。 

 mod_rpaf 
Apache の観点から言うと、すべてのクライアントは同じ IP アドレス（つまり nginx サーバのアド

レス）となります（上の図を参照）。これにより、認証や統計などの目的でクライアントの IP ア

ドレスを使用するウェブサイトやウェブアプリケーションで問題が発生します。mod_rpaf はこの

問題を、すべての要求内で nginx サーバの IP アドレスをクライアントの IP アドレスに置き換える

ことによって解決します。より詳細に説明すると、このモジュールは特別な X-Forwarded-For ヘッ

ダを使用し、ここに nginx がクライアントの IP アドレスを追加します。 

ここでは、Panel が静的コンテンツと動的コンテンツに対する要求をこれらのモジュールを利用してど

のように処理するのかを、詳しく説明します。 

静的ファイルに対する HTTP 要求の処理シーケンスは次のようになります（図も併せて参照してくだ

さい）。 

1. クライアントがウェブサーバに要求を送信します。 

2. nginx が X-Accel-Internal（mod_aclr2 が使用する）および X-Forwarded-For（クライアントの IP
アドレスが含まれる）ヘッダを要求に追加し、要求を Apache に送信します。 
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3. Apache が要求を受け取り、登録されたハンドラによる処理を開始します（.htaccess 構成の適

用、URL の変更など）。この段階で、mod_rpaf が Apache 変数 REMOTE_ADDR にある nginx サ

ーバの IP アドレスを X-Forwarded-For ヘッダにあるクライアントのアドレスに書き換えます。 

4. 登録されたすべてのハンドラによって要求が処理された後で、mod_aclr2 に要求が渡されます。こ

のハンドラは X-Accel-Internal ヘッダが存在することを確認します。このヘッダが存在する場合、

このモジュールは nginx に、コンテンツの長さがゼロで X-Accel-Redirect ヘッダが付いた応答を送

信します。このヘッダには、mod_aclr2 によって確認されたファイルロケーションが含まれていま

す。 

5. nginx が応答を受け取ると、nginx はファイルを探し、クライアントに配信します。 

以下の図は、Panel が 2 KB の GIF ファイルに対する要求を処理する流れを図示しています。 
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動的コンテンツに対する要求の処理の場合も、ステップ 1～3 は同じです。続いて、対応する Apache
モジュールのハンドラに要求が渡されます（mod_php、mod_perl、mod_cgi など）。この要求は

mod_aclr2 には渡されません（SSI 要求を除く）。ハンドラが応答を生成して nginx に送信し、nginx
が応答をクライアントに配信します。以下の図は、Panel がある PHP ファイルに対する要求を処理す

る流れを図示しています。 

 
 

このセクションの内容: 

nginx をインストールする .................................................................................................... 60 
Apache をフロントエンドのウェブサーバにする ................................................................... 60 
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nginx をインストールする 

Panel 11 をクリーンインストールすると、nginx がデフォルトで有効化されています。旧バージョンか

らアップグレードした場合は、アップグレード後にいつでも nginx コンポーネントを追加できます（［ツ

ールと設定］>［アップデートおよびアップグレード］>［コンポーネントを追加］）。コンポーネン

トを追加した後で、［ツールと設定］>［サービス管理］にて、「リバースプロキシサーバ（nginx）」

サービスを実行する必要があります。 

インストールされている nginx サーバのバージョンは、［ツールと設定］>［サーバコンポーネント］

で確認できます。 

Apache をフロントエンドのウェブサーバにする 

Apache ウェブサーバ単独の構成に戻すには、［ツールと設定］>［サービス管理］にて、「リバース

プロキシサーバ（nginx）」サービスを停止します。 

このサービスを実行すると、再び nginx がフロントエンドウェブサーバになります。 

注：「リバースプロキシサーバ（nginx）」サービスのオペレーションを開始/停止すると、nginx が開

始/停止するだけではなく、ウェブサーバの構成（nginx と Apache を組み合わせる、または Apache の

みをフロントエンドウェブサーバとする）が切り替わります。再起動オペレーションは、他のすべて

のサービスと同様に機能します。つまり、nginx サービスが再起動します。 

IISアプリケーションプールを構成する（Windows） 
IIS アプリケーションプールは、サーバでホスティングされているウェブサイトとウェブアプリケーシ

ョンにサービスを提供します。専用の IIS アプリケーションプールを使用することで、顧客はウェブサ

イトに一定レベルの独立性を持たせることができます。それぞれの専用 アプリケーションプールは独

立して動作するため、あるユーザ専用のあるアプリケーションプールでエラーが発生しても、他のユ

ーザ専用の他のアプリケーションプールで機能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、Parallels Plesk Panel はすべてのユーザに対して共有のアプリケーションプールを提供

しますが、専用アプリケーションプールのオプションがホスティングパッケージで提供されていれば、

ユーザは専用アプリケーションプールを使用できます。 

IIS アプリケーションプールは次の 2 種類のモードで機能します。 

 共有プール：デフォルトで、すべてのユーザとウェブサイトに対して 1 つのプールが使用されます。 

 専用プール：それぞれの顧客に個別のプールを提供します。また、顧客のプール内でパッケージ単

位のプールを割り当てて、他の顧客のウェブサイトから特定のパッケージでホスティングされてい

る実行中のウェブサイトを隔離することができます。 

 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： 

1. ［ツールと設定］>［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。 
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 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： 

1. ［ツールと設定］>［IISアプリケーションプール］に進みます。 

2. ［CPUモニタリングをスイッチオンする］チェックボックスをオンにして、［

大CPU使用率（%）］フィールドにCPU使用率の 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： 

1. ［ツールと設定］>［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内のアプリケーションをすべて起動するに
は： 

1. ［ツールと設定］>［IISアプリケーションプール］に進みます。 

2. ［起動］をクリックします。 

 アプリケーションプールで稼働しているアプリケーションをすべて再
起動するには： 

1. ［ツールと設定］>［IISアプリケーションプール］に進みます。 

2. ［リサイクル］をクリックします。この機能は、アプリケーションにメモリリ

ークがある場合や、長時間動作すると不安定になる場合などに便利です。 
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ASP.NETを構成する（Windows） 
ASP.NET は柔軟なツールセットであり、ASP.NET フレームワークをベースに各種アプリケーション

を導入できるウェブ開発テクノロジーです。Parallels Plesk Panel は、.NET フレームワークのバージ

ョン 1.1.x と 2.0.x を両方サポートしており、ほとんどの設定を構成することができます。ASP.NET
アプリケーションを望みどおりに機能させるために ASP.NET の構成をカスタマイズする必要がある

場合、そのほとんどは Parallels Plesk Panel で編集できます。 

 サーバ全体に対する ASP.NET 設定を構成するには： 

1. ［ツールと設定］>［ASP.NET設定］（［アプリケーション］グループ内）に進み

ます。ASP.NET 1.1.xとASP.NET 2.0.xの設定は、それぞれのタブに含まれ

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

タを決定する文字列をセットアップします。このオプションを利用できるの

はASP.NET 2.0.xのみです。 

初めて ASP.NET 構成ページを開くと、一般的な構成の接続パラメータサンプルが表示されま

す。このサンプルを削除し、独自の文字列に変更することができます。 

 文字列を追加するには、［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、横にある  をクリックします。 

 文字列を削除するには、横にある  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］メニューで適切な

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が有効化されます。 

 オフ： カスタムエラーメッセージが無効化され、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のみに表示され、

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］モードを選択していなければ適用されます）を追

加するには、［ステータスコード］フィールドと［リダイレクト 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： エラーページにリダイレクトされる HTTP ステータスコードを定義し

ます。 

 リダイレクト URL： エラーに関する情報をクライアントに提供するエラーページのアドレ

スを定義します。 

競合が発生する可能性があるため、既存のエラーコードで新規の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、既存のコードの 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、横にある  をクリックします。 

4. ［コンパイルおよびデバッグ］フィールドで、コンパイル設定を構成します。 
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 動的コンパイルファイルにてデフォルトで使用されるプログラミング言語を決定するには、

［ページデフォルト言語］リスト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化するには、［デバッグの有効化］チェックボックスを

オフのままにします。 

 デバッグバイナリのコンパイルを有効化するには、［デバッグの有効化］チェックボックスを

オンにします。この場合、診断ページのメッセージに、エラーのあったソースコード部分が表

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時に使用するものとし、本稼働段階では

無効化することをお勧めします。 

5. ［グローバリゼーション設定］セクションで、ASP.NETアプリケーションのエ

ンコーディング設定を構成します。 

 すべての受信要求に適用するエンコーディングを設定するには、［リクエストのエンコーディ

ング］フィールドにエンコーディング値を入力します（デフォルトは「utf-8」）。 

 すべてのレスポンスに適用するエンコーディングを設定するには、［レスポンスのエンコーデ

ィング］フィールドにエンコーディング値を入力します（デフォルトは「utf-8」）。 

 .aspx、.asmx、.asax ファイルの解析時のデフォルトとして使用するエンコーディングを設

定するには、［ファイルのエンコーディング］フィールドにエンコーディング値を入力します

（デフォルトは「Windows-1252」）。 

 受信するウェブリクエストに対してデフォルトで使用するカルチャーを設定するには、［カル

チャー］リストから適切なアイテムを選択します。 

 ロケールに依存するリソースの検索時にデフォルトで使用するカルチャーを設定するには、［UI
カルチャー］リストで適切なアイテムを選択します。 

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］フィールドに設定します。 

CAS 信用レベルとは、アプリケーションの実行を割り当て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できるサーバリソースを定義します。 

重要： アセンブリに割り当てた信用レベルが低すぎると、アセンブリは正しく機能しません。パ

ーミッションレベルについて詳しくは、以下を参照してください。 
http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_01
0 

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］フィールドに設定し

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］リストで

適切なアイテムを選択します。IIS 認証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、適切な時間を

分単位で［セッションタイムアウト］フィールドに入力します。 

8. ［OK］をクリックすると、変更した内容がすべて適用されます。 

注： Parallels Plesk Panel 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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サーバ全体に対するメール設定を構成する 
Panel は、メールボックスやメーリングリストに対してメールサービスを提供するメールサーバ

ソフトウェアと連携します。インストール後、メールサーバは自動的に構成され、すぐにサービ

スを提供できますが、デフォルト設定で良いかどうか確認することをお勧めします。 

デフォルトで、Parallels Plesk Panel for Linux プラットフォームには Postfix メールサーバ、

Parallels Plesk Panel for WindowsプラットフォームにはMailEnableメールサーバがインストー

ルされています。Panel がサポートするこれら以外のメールサーバソフトウェアをインストー

ルし、それを使用するように Panel を設定することもできます。 

別マシン上で稼働しているメールサーバを使用する場合や、ユーザがメールサービスを操作する

ことを禁止する場合は、メールサービスの管理とメールアカウントの新規追加に関わるすべての

コントロールを Panel から削除することができます。このオプションは、Panel で管理するメー

ルサーバを停止するのではなく、ホスティングサービスの顧客やユーザのコントロールパネルで

以下のアイテムを隠すだけです。 

 ［メール］タブ。 

 ［ホーム］タブの［メール］グループ。 

 ［ユーザ］タブの［ユーザ名］>［自分のアカウント下にメールアドレスを作成する］オプ

ション。 

 メールサービスに関連するユーザインターフェース要素をコント
ロールパネルで隠すには： 

1. サーバ管理パネルで、［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］

グループ内）に進みます。 

2. ［Panelのメール管理機能を有効にする］チェックボックスをオフにしま

す。 

3. ［OK］をクリックします。 

 Panel で別のメールサーバソフトウェアを使用するには（現在は
Windows ホスティングのみでサポート）： 

1. 『Parallels Plesk Panelインストールガイド』で、サポートされるメール

サーバのリストを確認し、使用するメールサーバソフトウェアがサポー

トされているかどうかをチェックしてください。 

2. 『Parallels Plesk Panelインストールガイド』またはメールサーバの製造

元の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。 

3. Panelにログインし、［ツールと設定］>［サーバコンポーネント］に進み

ます。 

4. ［メールサーバ］リンクをクリックします。 

インストールしたメールサーバが、使用可能なメールサーバのリストに表示されます。 
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5. 必要なメールサーバを選択して［OK］をクリックします。 

Panel は新しいメールサーバの使用を開始し、サーバを再起動しする必要はありません。後

でいつでも別のメールサーバを選択することができます。 

 メールサービス設定を表示または構成するには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。［設定］タブに、サーバ全体に対するメールプリファレンス画面

が開きます。 

2. ［Panelのメール管理機能を有効にする］チェックボックスはオンのままに

しておきます。外部メールサーバを使用している場合は、このチェック

ボックスをオフにしてください。 

3. 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、［ 大メッセージサイズ］ボックスに、必要な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てください。 

4. 未許可のメールリレーや未承諾の大量メールからサーバを保護するには、

［メッセージ送信を有効にする］チェックボックスをオンにして、顧客に

対してポート587経由のメールメッセージの送信を許可してください。 

また、メールプログラムの設定で送信 SMTP 接続にポート 587 を指定するように顧客に対

して通知し、ファイアウォール設定でこのポートへの接続が許可されていることを確認して

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つユーザへの

メールしか受け付けません。顧客は、プロバイダの送信 SMTP サーバからメールを送信でき

なくなります。従って、クローズドメールリレーはお勧めしません。 

認証後のリレーの場合、顧客のみがプロバイダのメールサーバ経由でメールを送受信できま

す。［認証が必要］オプションをオンにしておき、許可される認証方法を指定することをお

勧めします。 

 POP3 ロック時間： POP3 認証では、ユーザが POP サーバの認証に成功すると、指定し

た時間内はメールサーバ経由でメールを送受信できるようになります。 

 SMTP： 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。 

Windowsホスティングユーザに対する注意事項： 信頼するネットワークをリレー制限

から除外するには、そのネットワークのIPとマスクを ［次のネットワークにはリレ

ー制限を適用しない］フィールドに指定し（例：123.123.123.123/16）、  アイコ

ンをクリックします。リストからネットワークを削除するには、削除したいネット

ワークの  アイコンをクリックします。 

リスト内のネットワークのリレーホストは、スパム、オープンリレー、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。信頼済みホストは、スパムをリレ

ーすることはあっても、スパムを作成したりヘッダデータを偽造することはありま

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に

対しては行われません。 
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認証なしでのオープンリレーを許可するオプションもありますが、デフォルトではユーザイ

ンターフェースで非表示になっています。このオプションをオンにすると、スパム発信者が

未承諾のメールをサーバ経由で送信できるようになるため、お勧めしません。オープンリレ

ーを設定するには、サーバのファイルシステムにログインして、Parallels Plesk Panel イン

ストールディレクトリ（Unix の場合は PRODUCT_ROOT_D/var/root.controls.lock、
Windows の場合は PRODUCT_DATA_D/var/root.controls.lock）で

root.controls.lock というファイルを探し、このファイルから 
/server/mail.php3:relay_open という行を削除します。コントロールパネルにオープ

ンリレーのオプションが表示されます。 

6. サーバで使用するアンチウイルスプログラムを選択します。 

7. サーバで使用するスパム防御オプションを選択します。 

注： SpamAssassin スパムフィルタなどのスパム防御システムや、DomainKeys、DNS ブラ

ックホールリスト、SPF（送信側ポリシーフレームワーク）ベースの防止システムを設定す

るには、「スパムから防御する（68ページ）」セクションに進んでください。 

8. Qmailメールサーバを使用している場合、メールアカウントの書式も選

択できます。 

［短縮形のアカウント名とフルアカウント名の使用を許可する］オプションをオンにすると、

ユーザはメールアドレスの @ 記号の左側部分（例： username）だけを指定しても、また

はメールアドレスを完全に指定しても（例：username@your-domain.com）、メールア

カウントにログインできます。 

ドメインの異なる複数のメールユーザが同一のユーザ名とパスワードを使用すると、認証で

問題が発生する場合があります。これを回避するには、［フルメールアカウント名の使用の

み許可する］オプションをオンにしてください。 

メールサーバでフルメールアカウント名だけをサポートするように設定すると、暗号化され

たパスワードがメールボックスになく、異なるドメインでユーザ名とパスワードが重複して

いないことを確認するまでは、短縮形のアカウント名をサポートするように戻すことはでき

ません。 

9. ［OK］をクリックして変更を送信します。 
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スパムから防御する 
Panel で以下のツールを使用して、ユーザをスパムから防御することができます。 

 SpamAssassin スパムフィルタ： スパムを識別するため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、

疑わしいメッセージの件名に「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をフィルタしたいユーザにとって便利です。 

SpamAssassin についての詳細は、http://spamassassin.apache.orgを参照してください。 

SpamAssassin フィルタを構成してオンにするには、「SpamAssassin スパムフィルタをセッ

トアップする（70ページ）」セクションに進んでください。 

 DomainKeys（Linux ホスティングに限り使用可能）： DomainKeys は送信者の認証に基づく

スパム防御システムです。受信側システムは、DomainKeys が提供する仕組みによって、特

定のドメインから送信されたことになっているメールが確かにそのドメインからのメール

送信認証を受けている個人またはシステムから送信されたものであるかどうかを検証しま

す。送信者の検証に失敗した場合、受信側システムはこのようなメールメッセージを破棄し

ます。サーバで DomainKeys システムを構成するには、「DomainKeys による防御（Linux）
（72ページ）」セクションを参照してください。 

 DNS ブラックホールリスト： このスパム防御システムは、メールサーバからデータベース

への DNS 照会をベースにしています。このデータベースには、既知の記録済みスパムソー

スと、多数の動的 IP アドレスがリストされています。このデータベースに該当があると、

メールサーバが「550」エラーを返すか、要求された接続を拒否します。 

DNSBL データベースと連携するようにメールサーバを構成するには、「DNS ブラックホー

ルリスト（74ページ）」セクションに進んでください。 

 SPF（Sender Policy Framework）（Linux ホスティングのみで有効）。このスパム防御システ

ムは DNS 照会ベースでもあります。SPF は、なりすましメールアドレスからのスパムの送

信を減らすことを目的としています。SPF で、インターネットドメイン所有者は、当該ドメ

インのユーザへのメール送信が許可されているマシンのアドレスを指定できます。SPF を導

入した受信者は、このようなドメインから送信されたとしながらも実際には許可される場所

から送信されたのではないメールを、疑わしいメールとして処理することができます。 

SPF について詳しくは、http://www.openspf.org/howworks.htmlを参照してください。 

SPF に基づくフィルタリングを有効化するには、「Sender Policy Framework システム（Linux）
（76ページ）」セクションに進んでください。 

 サーバ全体に対する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、標準的なメールサーバ機能です。ブラックリストとホワイトリストを使用して、特定の

サーバからのメールをブロックまたは受信することができます。メールサーバは、自身への

接続を試みたサーバのドメイン名と IP アドレスを収集します。もしドメイン名がブラック

リストエントリと一致すると、メールサーバは接続を拒否します。したがって、スパムの可

能性があるメッセージを受信することはありません。一方、IP アドレスがホワイトリストエ

ントリと一致した場合には、メールサーバは送信者認証、グレイリスト、DNSBL などのス

パム防御システムを使用せずにこの送信者からのメッセージを受信します。 
サーバ全体に対する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（74ページ）」セクションへ進んでください。 
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 グレイリスト（Linux ホスティングに限り使用可能： グレイリストとは、以下のように動作

するスパム防御システムです。サーバに送信されたそれぞれのメールメッセージの送信者と

受信者のメールアドレスが、データベースに登録されます。初めて送信されたメッセージの

場合は、データベースに送信者アドレスと受信者のアドレスが登録されていないため、メー

ルサーバは一時的にそのメッセージを SMTP エラーコード付きで拒否します。メールが正当

なものであり、送信元サーバが正しく構成されていれば、送信元サーバはメールを再び送信

し、メッセージは送信先で受信されます。メッセージの送信者がスパマーであれば、メール

は再送信されません。一般にスパマーは何千人もの受信者宛てにメールを一括送信し、わざ

わざ再送しないためです。 

グレイリスト保護システムは、サーバ全体のおよびユーザごとのメール送信者ブラックリス

トとホワイトリストも考慮します。ホワイトリストに含まれる送信者からのメールはグレイ

リストチェックなしで受信されますが、ブラックリストに含まれる送信者からのメールは常

に拒否されます。 

グレイリストに対応するコンポーネントがサーバにインストールされている場合、グレイリ

ストはすべてのドメインに対して自動的に有効になります。グレイリスト保護は、すべての

ドメインに対して一括で無効化/有効化することも（［ツールと設定］>［スパムフィルタ設

定］）、契約に対して個別に無効化/有効化することもできます（コントロールパネル>［メ

ール］タブ>［設定の変更］）。 
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SpamAssassin スパムフィルタ 

 SpamAssassin スパムフィルタを有効にするには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。 

2. 定義した設定に基づいてサーバ全体に対するフィルタリングを許可する

には、［サーバ全体に対するSpamAssassinスパムフィルタを有効にする］チ

ェックボックスをオンにします。 

3. ユーザが自分のメールボックスのスパムフィルタプリファレンスを自分

で設定できるようにするには、［スパムフィルタにユーザごとの設定を適

用する］チェックボックスをオンにします。 

4. スパムフィルタが使用するシステムリソース量を調整するには（Linux
ホスティングのみで使用可能）、1～5の値を［Spamdプロセスを実行する

大Worker数（1-5）］ボックスに入力します（1が 小、5が 大）。デフ

ォルト値の使用を推奨します。 

5. スパムフィルタの検出感度を調整するには、［スパムとみなすのに必要な

メッセージのポイントのスコアの数］ボックスに必要な値を入力してくだ

さい。 

SpamAssassin は、各メッセージの本文と件名に対して複数のテストを実行します。そのた

め、各メッセージに複数のポイントが記録されます。ポイントが高いほど、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!!!」を含むメッセージは 8.3 ポイントになります。デフォルトで、

スコアが7ポイント以上のメッセージをスパムと分類するようにフィルタ感度が設定されて

います。 

 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、［メッセージをスパム

として判断するスコア値］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

パムとしてみなすのに必要なスコアの数］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。 

6. Windowsサーバの負荷軽減のために、［指定メールサイズを超過する場合

はフィルタリングしない］チェックボックスをオンにして、スパムフィル

タがテストするメッセージのサイズ上限を指定することができます。推

奨されるメールサイズ上限は、画像が添付されたHTMLメールの標準的

なサイズである150～250キロバイトです。ファイルが添付されたメー

ルメッセージの標準的なサイズである500キロバイトを超えると、フィ

ルタとサーバに対してメールサイズが過負荷になります。 
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7. Windowsサーバのスパムフィルタで、一部のメールメッセージが未チェ

ックのまま残されることがないように（受信メールが大量にある場合に

起こる可能性があります）、同時にチェックできるメッセージの数を［ス

パムフィルタで作成できるスレッド数］フィールドで制限します。 

8. 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、スパムを自動削除するようにサーバ全体に対するスパムフィルタを設定

することはできません。この設定はメールボックス単位でのみ可能です。サーバ全体に対し

て選択できるのは、メッセージをスパムとしてマークするオプションのみです。

「X-Spam-Flag:YES」および「X-Spam-Status:Yes」ヘッダがデフォルトでメッセージソー

スに付加され、スパムフィルタにより、件名の先頭に特定のテキスト文字列が追加されます。

希望する記号や文字の組み合わせをメッセージの件名に含めるには、［スパムとして認識し

たメッセージの場合、件名の先頭に以下のテキストを追加する］ボックスに入力してくださ

い。スパムフィルタでメッセージの件名を変更したくない場合、このボックスは空欄にして

ください。件名にメッセージのスコアを含めたい場合は、このボックスに _SCORE_ と入

力してください。 

9. Parallels Plesk Panel for Windowsを使用している場合は、信頼済み言

語とロケールを指定し、フィルタを常にパスできるメールの言語特性を

定義できます。 

 ［信頼できる言語］ボックスと［信頼できるロケール］ボックスで必要なアイテムを選

択し、［追加 >>］をクリックします。 

 指定した言語と定義された文字セットで記述された文字は、スパムとみなされません。 

10. 特定のドメインや送信者からのメールを受信したくない場合は、［ブラ

ックリスト］タブをクリックしてスパムフィルタのブラックリストに該

当する項目を追加します。 

 ブラックリストにエントリを追加するには、［アドレスを追加］をクリックします。複

数のアドレスを指定する場合は、カンマ、コロン、またはスペースで区切ります。アス

タリスク（*）は任意の組み合わせ文字を意味し、疑問符（?）は任意の一文字を意味し

ます。例えば、「address@spammers.net, user?@spammers.net, *@spammers.net」の
ように指定します。「*@spammers.net」 と指定すると、「spammers.net」というメール

ドメイン全体がブロックされます。Windows ベースのサーバを使用している場合、指定

アドレスからのメッセージに対してどのような操作を行うかも指定してください。追加

したエントリを保存するには、［OK］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、［ブラックリスト］タブでエントリを選

択し、［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。 

11. 特定の送信者からのメールを確実に受信するためには、［ホワイトリス

ト］タブをクリックして、スパムフィルタのホワイトリストに当該メー

ルアドレスまたはドメイン名全体を追加します。 
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 ホワイトリストにエントリを追加するには、［アドレスの追加］をクリックします。フ

ァイルにエントリのリストが保存されている場合、［参照］をクリックしてこのファイ

ルを指定して、［OK］をクリックします。あるいは、［リストより取得］オプションを

オンにして、［メールアドレス］ボックスにメールアドレスを入力します。複数のアド

レスが存在する場合は、アドレスごとに改行するか、コンマ、コロン、スペースでアド

レスを区切ってください。アスタリスク（*）は任意の組み合わせ文字を意味し、疑問符

（?）は任意の一文字を意味します。例えば「address@mycompany.com, 
user?@mycompany.com, *@mycompany.com」のように指定します。

「*@mycompany.com」と指定すると「mycompany.com」ドメインのメールアドレスが

すべてホワイトリストに追加されます。追加したエントリを保存するには、［OK］をク

リックして追加を確認し、もう一度［OK］をクリックします。 

 ホワイトリストからエントリを削除するには、［ホワイトリスト］タブからエントリを

選択して［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。 

12. スパムフィルタの設定が終了したら、［OK］をクリックします。 

これで、すべての受信メールがサーバ側でフィルタリングされるようになります。デフォル

トではスパムフィルタはスパムメールを削除せず、「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 初に「*****SPAM*****」という文字列を追加するだけです。 

［スパムフィルタリングにユーザごとの設定を適用する］オプションをオンにしておくと、

スパムフィルタに迷惑メールを自動的に削除させるようにユーザが設定できます。個人用の

ブラックリストとホワイトリストをセットアップし、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こともできます。 

特定のメールボックスのスパムフィルタ設定を変更したい場合は、「スパムから防御する（700
ページ）」セクションに進みます。 

注：Panel は基本的な SpamAssassin 機能のみを利用します。複雑なアンチスパムルールを作成

するには、SpamAssassin 構成ファイルを編集してください。SpamAssassin の高度な構成につ

いて詳しくは、『Parallels Plesk Panel: Advanced Administration Guide, Spam Protection』（Linux 版お

よび Windows 版）やその他のマニュアル

（http://spamassassin.apache.org/doc/Mail_SpamAssassin_Conf.html）を参照してください。 

DomainKeys による防御（Linux） 

 DomainKeys に基づくスパム防御を有効にするには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。 

2. ［DomainKeysスパム検知］グループで以下のオプションを選択します。 

 送信メールの署名を許可する： このオプションをオンにすると、コントロールパネルで

契約ごとに DomainKeys メール署名のサポートを有効にできます(［コントロールパネ

ル］l>［メール］タブ>［設定の変更］)。送信メールメッセージの電子署名が自動的に

有効になるわけではありません。  

 受信メールを検証する： このオプションをオンにすると、DomainKeys システムはサー

バでホスティングされている全ドメインのメールユーザが受信するすべてのメールを検

証します。 
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3. ［OK］をクリックします。 

これで、メールサーバがすべての受信メールを検証し、メールが実際にその送信者から送信され

たことを確認するようになります。メール署名に DomainKeys を使用しているドメインから送

信されたメールは、検証に失敗すると、「DomainKey-Status: 'bad'」というヘッダが追加されま

す。DomainKeys プログラムに参加していないドメインから送信されたメールのうち、メール署

名されていないものは、検証なしで承認されます。 

 契約内の全ドメインで送信メールの署名を有効にするには： 

1. ［コントロールパネル］>［メール］タブ> ［設定の変更］に進みます。 

2. ［送信メールメッセージに電子署名を行うために、DomainKeysスパム検知

を利用する］チェックボックスをオンにします。 

3. ［OK］をクリックします。 

選択されたドメインに対して、以下が実行されるようになります。 

 秘密キーが生成され、サーバのデータベースに記録されます。 

 公開キーが生成され、ドメインの DNS ゾーンに作成された TXT リソースレコードに記録さ

れます。 

 DNS TXT リソースレコードに記載されている送信者ポリシーは、「このドメインからの全

メールメッセージは暗号署名されている必要があります。このドメインからであると名乗る

署名なしのメールメッセージを受信した場合、このメールは削除しなければなりません（all 
e-mail messages sent from this domain must be cryptographically signed; if someone 
receives an e-mail message claiming to originate from this domain, which is not signed, then 
this e-mail must be discarded.）」に設定されます。 

 送信メールメッセージはデジタル署名されます。秘密キーに基づく署名を含む

「DomainKeys-署名」ヘッダが、メッセージヘッダに追加されます。 
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DNS ブラックホールリスト 

サーバに対し、無料および有料の契約ブラックホールリストを利用できます。 

 DNSBL に基づくスパム防御を有効化するには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。 

2. ［DNSブラックホールリストに基づくスパム防御を有効にする］チェックボ

ックスをオンにします。 

3. ［DNSBLサービス用のDNSゾーン］入力ボックスに、メールサーバが照会

すべきホスト名を入力します（例：sbl.spamhaus.org）。 

4. ［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）で却下され

ます。 

サーバ全体に対するブラックリストとホワイトリスト 

 特定のメールサーバからの接続を拒否するには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。 

2. ［ブラックリスト］タブをクリックします。 

3. ［ドメインの追加］をクリックします。 

4. メールを拒否したいドメインの名前を指定します（例えば

「evilspammers.net」）。 

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3～5を繰り返し

ます。 

 特定のサーバまたはネットワークからのメール受信を許可するに
は： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。 

2. ［ホワイトリスト］タブをクリックします。 

3. ［ネットワークの追加］をクリックします。 
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4. メールを受信したいIPアドレスまたはIPアドレス範囲を指定します。 

5. ［OK］をクリックします。 

6. 追加するアドレスが複数ある場合は上記のステップ3～5を繰り返しま

す。 
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SPF（Sender Policy Framework）システム（Linux） 

 Linux ベースのサーバに SPF をセットアップするには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。［設定］タブに、サーバ全体に対するメールプリファレンス画面

が開きます。 

2. ［SPFスパム防御を有効にする］チェックボックスをオンにし、メールの

処理方法を指定します。 

 SPF チェックの結果に関係なくすべての受信メッセージを受け取るには、［SPF チェッ

クモード］ドロップダウンボックスで［受信した SPF ヘッダを作成するのみ。防御はし

ない］オプションを選択します。このオプションを推奨します。 

 DNS 検索での問題により、SPF チェックに失敗した場合にも、SPF チェックの結果を

問わずすべての受信メッセージを受け取るには、［SPF チェックモード］ドロップダウ

ンボックスで［DNS ルックアップに問題がある場合は、一時的エラー通知を使用する］

オプションを選択します。 

 当該ドメインの使用が許可されていない送信者からのメッセージを拒否するには、［SPF
チェックモード］ドロップダウンボックスで［SPF が「失敗」（拒否）と判断したメー

ルを拒否する］オプションを選択します。 

 問題となっているドメインの使用を許可されていないと思われる送信元からのメッセー

ジを拒否するには［SPF チェックモード］ドロップダウンボックスから［SPF が「softfail」
と判断したメールを拒否する］オプションを選択します。 

 認証されているか否かを SPF が判断できない（ドメインに SPF レコードが発行されて

いない）送信者からのメッセージを拒否するには、［SPF チェックモード］ドロップダ

ウンボックスから［SPF が「ニュートラル」と判断したメールを拒否する］オプション

を選択します。 

 何らかの理由で SPF チェックを通過しなかった（例えば送信者のドメインが SPF を実

装しておらず、SPF チェックが「不明」ステータスを返した）場合にメッセージを拒否

するには［SPF チェックモード］ドロップダウンボックスから［SPF が「パス」と判断し

なかったメールを拒否する］オプションを選択します。 

3. メールサーバがSPFチェックを実際に行う前にスパムフィルタによって

適用される追加ルールを指定するには、［SPFローカルルール］ボックス

にルールを指定します。 

信頼済み送信者（例えば「include:spf.trusted-forwarder.org」）のオープンデータベースに

照合してメッセージをチェックするルールを追加することをお勧めします。SPF ルールの詳

細は、http://tools.ietf.org/html/rfc4408を参照してください。 

4. SPFレコードを発行しないドメインに適用するルールを指定するには、

［SPF推測ルール］ボックスにルールを入力します。 

例：v=spf1 +a/24 +mx/24 +ptr ?all のように記入します。 

5. メッセージが拒否された場合にSMTP送信者に戻される任意のエラー通

知を指定するには、［SPF説明テキスト］ボックスにテキストを入力しま

す。 
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何も入力しなければ、デフォルトテキストが通知に使用されます。 

6. ［OK］をクリックしてセットアップを完了します。 
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グレイリスト（Linux） 

グレイリストをサポートしているコンポーネントがサーバにインストールされている場合は、グ

レイリストは常にすべてのドメインに対して自動的に有効になります。そのため、追加のアクシ

ョンは必要ありません。グレイリスト防御を使用したくない場合は、オフに切り替えることがで

きます。 

 すべてのドメインに対してグレイリスト防御をオフに切り替える
には： 

1. ［ツールと設定］>［スパムフィルタ設定］（［メール］グループ内）に進

みます。 

2. ［サーバ全体に対するグレイリストスパム防御を有効にする］チェックボッ

クスをオフにします。 

3. ［OK］をクリックします。 

 すべてのドメインに対してグレイリスト保護をオンに切り替える
には： 

1. ［ツールと設定］>［スパムフィルタ設定］（［メール］グループ内）に進

みます。 

2. ［サーバ全体に対するグレイリストスパム防御を有効にする］チェックボッ

クスをオンにします。 

3. ［OK］をクリックします。 

 契約内のすべてのドメインに対するグレイリスト防御をオフにす
るには： 

1. ［コントロールパネル］>［メール］タブ> ［設定の変更］に進みます。 

2. ［このドメイン下の全メールアカウントに対して、グレイリストスパム防

御を有効にする］チェックボックスをオフにします。 

3. ［OK］をクリックします。 

 契約内のすべてのドメインに対するグレイリスト防御をオンにす
るには： 

1. ［コントロールパネル］>［メール］タブ> ［設定の変更］に進みます。 

2. ［このドメイン下の全メールアカウントに対して、グレイリストスパム防

御を有効にする］チェックボックスをオンにします。 
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3. ［OK］をクリックします。 

 
 

アウトバウンドスパムから防御する 
提供するホスティングにメールサービスが含まれている場合、メールサーバが悪意ある目的で使

用される可能性があることを認識しておく必要があります。例えば、スパマーが盗難アカウント

を使用してスパムやウイルスをメールで大量送信したり、感染したコンピュータ（ゾンビ）がサ

ーバでスパムをリレーする危険性があります。これにより、サーバの負荷増大や、受信者からの

スパムやマルウェア報告の増加だけではなく、サーバの IP アドレスがパブリックブラックリス

トに追加されてしまう場合もあります。 

スパムなどの悪意あるメッセージがプロバイダのサーバから送信されてしまうことを防止する

ために、Parallels では Parallels Premium Outbound Antispam（以下「Outbound Antispam」）

を提供しています。これは Panel の追加コンポーネントであり、すべての送信メールを分析して、

望ましくないメッセージの送信をブロックします。Outbound Antispamのインストール方法は、

「Parallels Premium Outbound Antispam をインストールする（80ページ）」セクションを参照して

ください。 

スパムやウイルスメッセージを検出するために、このコンポーネントではインターネット経由で

提供される外部 Parallels Premium Outbound Antispam サービスを使用します。メールを媒体と

するスパムやマルウェアの発生は、攻撃内のメッセージがたとえ違っても、1 つ以上の反復パタ

ーンによって特定することができます。Parallels Premium Outbound Antispam サービスは、イ

ンターネット上のメールトラフィックの特性から得られたデータを解析して、このようなパター

ンを検出します。すべてのスパムとウイルスのパターンは、定期的に更新されるサービスリポジ

トリに記録されます。プロバイダのメールサーバ（qmail または Postfix）がメッセージ送信の要

求を受けると、Outbound Antispam コンポーネントがメッセージパターンを抽出してサービス

に送信し、グローバルなスパムまたはウイルス攻撃でこのパターンが検出されていないかを確認

します。悪意あるパターンが特定されたメッセージは、すべてブロックされます。このほか、

Outbound Antispam を使用するメリットとして、サーバを悪用するスパマーを特定できます。

コンポーネントは、それぞれの送信者から送信されたメールの件数をカウントし、一定のしきい

値を超えた送信者をプロバイダに通知します。 

サーバでアウトバウンドスパムからの防御を有効化し、構成する方法は、「防御を構成する（81
ページ）」セクションを参照してください。 

メール分類 

Outbound Antispam は、以下のメール分類を使用します。 

タイプ 説明 

確認されたスパム グローバルスパム攻撃で見られた特定のパターンを含む

スパムメッセージ。一般に、このようなメッセージは感

染したコンピュータ（ゾンビ）から送信されます。 

バルクスパム ゾンビと特定されていない送信元から大量に送信された

スパムメッセージ。このようなメッセージのパターンは、

グローバルスパム攻撃で見られました。 
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スパムの疑い 大量に送信された、スパムと確定していないメッセージ。

これには、不正ではないメールの一括送信や、グローバ

ルスパム攻撃でまだパターンが検出されていないスパム

の送信などがあります。 

ウイルスメッセージ 確定されたマルウェアの特徴があるメッセージか、マル

ウェアの脅威をもたらす可能性が非常に高いメッセー

ジ。 

有効なメール Outbound Antispam に悪い情報が登録されていない正当

なメッセージ。 

非スパム 信頼済みの送信者から送信されたことが疑いようのな

い、確認済みのメッセージ。この分類が使用されるのは

非常に稀です。 
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防御を構成する ................................................................................................................. 81 
 

 
 

Parallels Premium Outbound Antispam をインストールする 

Parallels Premium Outbound Antispam の使用を開始するには、以下の手順を実行します。 

1. コンポーネントをインストールします。［ツールと設定］>［アップデートおよびアップグ

レード］で行います。インストールが完了したら、［ツールと設定］>［アウトバウンドス

パム防御］ページにコンポーネントが表示されます。 

2. コンポーネントをアクティベートします。 Parallels Premium Outbound Antispam には、個

別のライセンスキーが必要です。ライセンスキーは、サービスプロバイダから購入するか、

Parallels から直接購入してください。キーを購入したら、［ツールと設定］>［ライセンス

管理］>［追加ライセンスキー］ページで Panel にインストールします。  
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防御を構成する 

Parallels Premium Outbound Antispam によるアウトバウンドスパム防御のセットアップには、

以下に関する構成が含まれます。 

1. 接続設定（82ページ）。Panel にインストールした Parallels Premium Outbound Antispam
コンポーネントがアンチスパムシステムの外部部分と通信できるようにするためには、コン

ポーネントの接続設定を構成する必要があります。 

2. 送信者特定ポリシー（82ページ）。スパム送信に効果的に対処するために、アウトバウンド

スパムソリューションには、たとえ複数のメールアドレスから送信されたスパムでも実際の

メール送信者を特定するメカニズムが含まれています。プロバイダは、システムがどのよう

に送信者を特定するのかを、定義する必要があります。 

3. メッセージのサンプルを保存します（82ページ）。サーバ上での送信者の疑わしい行動を追

跡するために、Parallels Premium Outbound Antispam を構成し、特定のメッセージを指定

ディレクトリに保存しておき後でメッセージを解析することができます。 

4. 保護ポリシー（83ページ）。システムでスパムおよびマルウェアメッセージをどのように処

理するかを定義するには、保護ポリシーを構成します。例えば、スパムメッセージの送信を

禁止したり、1 人の送信者が送信できるメッセージの合計数を制限することができます。さ

らに、スパマーでないことが確実である送信者を、ホワイトリストまたは一括送信者リスト
に追加することができます。このような送信者が送信したメールについては、アンチスパム

チェックが行われません。 

 

このセクションの内容: 

接続設定 ........................................................................................................................... 82 
送信者特定ポリシー ........................................................................................................... 82 
メッセージサンプルを保存する ............................................................................................ 83 
保護ポリシー ..................................................................................................................... 83 
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接続設定 

悪意あるメッセージを検出するために、Parallels Premium Outbound Antispam は、送信メール

のパターンをチェックする外部Parallels Premium Outbound Antispamサービスを使用します。

Parallels Premium Outbound Antispam はサービスへの常時接続を必要とするため、デフォルト

のポリシーでは、サービスが利用できない場合にはすべてのメッセージの送信が禁止されます。

サービスが利用できない場合としては、Parallels Premium Outbound Antispam ライセンスキー

が失効している場合や、ネットワーク接続で問題が発生している場合などがあります。 

このような場合でもユーザがメールを送信できるようにするには、［ツールと設定］>［Outbound 
Spam Protection（アウトバウンドスパム防御）］>［サーバ構成］タブで、［サービスを使用で

きない場合はスキャンをスキップする］チェックボックスをオンにします。 

注： Parallels Premium Outbound Antispam サービスのアドレスは、Parallels Premium 
Outbound Antispam ページの［サーバ構成］タブにある該当フィールドに指定します。通常は、

デフォルト値である「resolver%d.plesk.ctmail.com」を変更する必要はありません。例

外となるのは、接続で問題が発生し、トラブルシューティングを行う場合です。 

送信者特定ポリシー 

アウトバウンドスパム防御で重要な機能の 1 つに、メール送信者の特定があります。例えば、サ

ーバへの攻撃の結果としてスパム送信が発生した場合、スパマーは複数の盗難アカウントからメ

ッセージを送信できます。これらのアカウントを 1 つブロックしても、スパマーは他のアカウン

トからスパムの送信を続け、アカウント所有者はこの間はメールを送信できなくなります。 

それぞれの送信者を効果的に認識するための手段として、Parallels Premium Outbound 
Antispam は以下のような特定方法を提供しています。 

 SMTP 認証ユーザ名： Panel サーバで SMTP 認証を使用する場合、Parallels Premium 
Outbound Antispam は SMTP 認証時に提供されたユーザ名でユーザを識別します。Panel
で SMTP 認証を有効にするには、［ツールと設定］>［メールサーバ設定］>［リレーオプ

ション］に進みます。 

 IP アドレス： 送信者がサーバに接続するために使用する IP アドレスです。 

 SMTP 認証ユーザ名（もしなければ IP アドレス） 

 カスタムメールヘッダ： メッセージヘッダに含まれる任意のテキストです。 

例えば、IP アドレスを選択すると、この IP アドレスからサーバに接続するすべてのユーザが（た

とえメールアドレスが違う場合でも）1 人の送信者として識別されます。一意の送信者を特定す

る方法を選択するには、［ツールと設定］>［アウトバウンドスパム防御］>［一意の送信者 ID］
タブで該当するオプションを選択します。 
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メッセージサンプルを保存する 

メール送信者の疑わしい行動を追跡し、スパマーの疑いがあるユーザを特定するために、

Parallels Premium Outbound Antispam を構成し、悪意あるメッセージを指定ディレクトリに保

存しておき後でメッセージを解析することができます。これを行うには、［ツールと設定］>［ア

ウトバウンドスパム防御］>［一意の送信者 ID］タブで該当するチェックボックスをオンにして、

ディレクトリを指定し、それぞれのメッセージタイプ（スパム、スパムの疑い、ウイルスメッセ
ージ）に対してしきい値を指定してください（分類については「アウトバウンドスパムから防御

する（79ページ）」を参照してください）。ある送信者から送信される、特定タイプのメッセ

ージ件数がしきい値を超過すると、システムがこのタイプの 新のメッセージを指定ディレクト

リに追加するため、管理者は後でメッセージを解析することができます。この後、システムはメ

ッセージのカウントをゼロから再開します。例えば、疑わしいメッセージのしきい値を 10 に設

定した場合、システムは疑わしいメッセージを 10 件ごとに保存します。 

注： このしきい値は、各送信者が送信できるメッセージ件数を制限するものではありません。 

保護ポリシー 

保護ポリシー設定は、［ツールと設定］>［アウトバウンドスパム防御］>［保護ポリシー］タ

ブは、Parallels Premium Outbound Antispam 分類に従ってシステムがどのタイプのメッセージ

をブロックするのかを定義します。 

「アウトバウンドスパムから防御する（79ページ）」セクションで説明するように、防御は次

のように機能します。Panel メールサーバがメッセージ送信の要求を受けると、Outbound 
Antispam コンポーネントがメッセージパターンを抽出して外部サービスに送信します。これに

応じて、外部サービスがメッセージタイプ（スパム、有効なメールなど）を識別し、その結果を

コンポーネントに送信します。該当するメッセージタイプが「メッセージ送信をブロックする」

対象に選ばれている場合、サーバは応答コード 5xx PERMFAIL で SMTP トランザクションを拒

否します。送信者はこれにより、どのような状況でもメッセージを送信できなくなります。送信

者が別のメールサーバである場合、メッセージの送信を再試行することは推奨されません。送信

者がメールクライアント（Microsoft Outlook や Mozilla Thunderbird など）の場合、メッセージ

はバウンスバックされます。 

追加の防御設定 

Outbound Antispam によって、特定のタイプのメッセージを拒否できるだけではなく、それぞ

れのメッセージタイプに「送信者ブロックのしきい値」を設定することによって送信者を区別す

ることができます。システムは、これらのしきい値を超えた送信者の統計を保持します（［ダッ

シュボード］タブ）。Outbound Antispam は、選択したタイプのメッセージについて、5 分間で

の総件数をカウントします。 

 送信を遅延： この場合、システムは SMTP トランザクションを応答コード「4xx TEMPFAIL」
で拒否します。つまり、送信サーバはこのメッセージの再送信を試行できます。一方、メー

ルクライアント（Microsoft Outlook や Mozilla Thunderbird など）のユーザの場合、メッセー

ジは未送信のまま送信ボックスに残されます。 

 送信をブロック： この場合、システムは SMTP トランザクションを応答コード「5xx 
PERMFAIL」で拒否します。上で説明したように、どのような状況でもメッセージを送信で

きなくなります。 
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ここで、ブロックしきい値がどのように機能するのかを詳しく説明します。例えば、スパムブロ

ックのしきい値を 10 に設定し、ある送信者がサーバ経由で 1 分あたり 3 件のスパムメッセージ

送信を試みるとします。以下のタイムラインを参照してください。カウンタは 4 分で 10 件に達

するため、Outbound Antispam はこの送信者からのスパムメッセージをすべてブロックするよ

うになります。5 分のカウント期間には 1 分間の移行期間があるため、例えば 6 分目のカウンタ

値は、2 分～6 分の間のメッセージ総件数と等しくなります。8 分目に、送信者はスパムの送信

をやめますが、カウンタの値はまだしきい値を超えたままです。10 分目になるとカウンタ値は

9 に下がり、Outbound Antispam はこの送信者からのメッセージをまた受け付けるようになりま

す。 

 

このような一時的なブロックによって、盗難アカウントやそれを悪用するスパマーを突き止める

ことができます。特定のアカウントからメッセージを送信できなかった場合、このようなユーザ

はこのアカウントの使用を停止しようとすると考えられます。 

一時ブロックは「メッセージ送信をブロックする」より優先されるのではなく、補足的です。例

えば、「メッセージ送信をブロックする」でスパムのブロックを選択し、スパムブロックにしき

い値を設定した場合は、カウンタ値の設定を問わずすべてのスパムメッセージが常にブロックさ

れます。この場合、このしきい値は、サーバ経由でスパムを送信しようとしている人を識別する

ためだけに利用できます。 

しきい値を使用するその他のメリットとして、総メッセージの送信レートを制限できることがあ

ります（総メッセージパラメータ）。 

特定のユーザに対して、あらゆるタイプのメールの送信を許可する 

ある送信者がスパマーでないことが明らかであれば、この送信者からのメールをスキャンなしで

送信するようにシステムを設定できます。これには、これらの送信者の ID をホワイトリストま

たは一括送信者リストに追加します。それぞれのリストは、［ツールと設定］>［アウトバウン

ドスパム防御］>［ホワイトリスト］タブと［ツールと設定］>［アウトバウンドスパム防御］>
［一括送信者リスト］タブにあります。これらのリストの違いは、以下の通りです。 

 ホワイトリストのユーザは、スパムと見なされるメッセージも含め、メッセージを何件でも

送信できます。Parallels Premium Outbound Antispam はホワイトリストの送信者からのメ

ッセージをチェックしません。 

 一括送信者リストのユーザは、スパムの疑いのあるメッセージ（Parallels Premium 
Outbound Antispam がスパムと見なさない大量のメール）を何件でも送信できます。 

例えば、ある顧客が「スパムではない」大量のメール（ニュースレターなど）を送信することが

分かっている場合、この顧客の ID を一括送信者リストに追加すれば、これらのメールは Parallels 
Premium Outbound Antispam によってブロックされません。ただし、システムがこれらのニュ

ースレターをスパムとして検出した場合、送信はブロックされます。  
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ウイルスから防御する 
メールユーザにアンチウイルス防御を提供するには、Parallels Premium Antivirus または

Kaspersky Antivirus ソリューションを使用できます。いずれのソリューションも、サーバでのメ

ールトラフィックをリアルタイムにスキャンできますが、詳細設定や特定形式の添付ファイルの

フィルタが可能なのは Kaspersky Antivirus のみです。 

両プログラムとも、1 年ごとに更新される追加のライセンスキーが必要です。 新価格はプロバ

イダまたは Parallels サイトで確認してください。 

 Parallels Premium Antivirus または Kaspersky Antivirus をインストー
ルするには： 

1. ［ツールと設定］>［アップデート］に進みます。アップデータが新しい

ウィンドウで開きます。 

2. ［アップデートのキャンセル］をクリックします。 

3. ［コンポーネントを追加］をクリックします。 

4. コンポーネントのリストで、［追加メールサービス］グループを展開し、

「Parallels Premium antivirus」または「Kaspersky antivirus extension」を選択し

ます。 

5. ［続行］をクリックします。 

インストール完了後に、以下の手順で選択したアンチウイルスプログラムのライセンスキー

を取得してインストールします。 

6. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］に進みます。 

7. ［新しいキーの注文］をクリックします。Parallelsオンラインストアが別

のウィンドウで開き、使用可能なアドオンが一覧表示されています。 

8. このページで、［Parallels Premium Antivirus］または［Kaspersky Antivirus］
の横のチェックボックスをオンにして、［ADD TO MY BASKET］をクリッ

クします。 

9. Parallels Plesk Panelアドオンは、既に存在しているライセンスキーに

追加されるため、追加先のライセンスキー番号を入力し、［送信］をク

リックしてください。 

10. 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、メールで通知されます。 
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11. メール通知を受信したら、［ライセンス管理］（［ツールと設定］>［ライ

センス管理］）画面に戻り、  ［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。Panelライセンスマネージャは、ア

ップグレードされたライセンスキーをParallelsライセンスサーバから取

得し、コントロールパネルにインストールします。 

12. ［ツールと設定］>［ウイルス防御設定］（［メール］グループ内）に進み

ます。 

13. ［アンチウイルスプリファレンス］でアンチウイルスを選択して［OK］を

クリックします。 

Parallels Premium Antivirus をインストールしている場合、アンチウイルス防御は、メールボッ

クスのセットアップ後にメールボックス単位でのみ有効化できます。デフォルトでは、5 分間隔

でウイルス定義を取得します。この設定はコントロールパネルでは変更できません。 

Kaspersky Antivirus をインストールしている場合の設定は、［ツールとユーティリティ］>
［Kaspersky Antivirus］で行います。 
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ウェブメールソフトウェアを選択する 
多数のウェブメールソフトウェアパッケージをサーバにインストールして、どれをユーザに提供

するかを選択できます。あるいは、ユーザを外部ウェブメールサービスにリダイレクトすること

も可能です。これを行うには、外部ウェブメールサービスアドレスのレコードを追加することに

より、Panel にこれらのサービスを登録します。 

インストールされたすべてのウェブメールパッケージと登録された外部ウェブメールサービス

が、ホスティングプランと契約のメール設定にリストされます（［メール］タブ）。ここで、ユ

ーザにプロビジョンするウェブメールを選択可能です。 

 外部ウェブメールサービスを登録するには： 

1. ［ツールと設定］>［ウェブメール］（［メール］グループ内）に進みます。 

2. ［ウェブメールを登録する］をクリックします。 

3. 以下を指定します。 

a. ウェブメールのサービス名： 

b. ウェブメールサービスのURL：先頭に接頭辞「http://」または

「https://」を付けてアドレスを指定します。 

c. 登録されたウェブメールサービスをホスティングプランの設定

で選択できるようにするには、［有効］チェックボックスはオン

にしておきます。 

4.  ［OK］をクリックします。 

 外部ウェブメールレコードのプロパティを変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［ウェブメール］（［メール］グループ内）に進みます。 

2. ［名前］列で該当エントリのリンクをクリックします。 

3. 必要な変更を行い、［OK］をクリックします。 

 ウェブメールサービスをホスティングプランに含めないようにす
るには： 

1. ［ツールと設定］>［ウェブメール］（［メール］グループ内）に進みます。 

2. 以下のいずれかを行います。 

 サービスを実際には削除せず、一時的に選択不可にするには、該当するチェックボック

スをオンにして［無効にする］を選択します。 

この機能は、インストールされたウェブメールソフトウェアパッケージおよび外部ウェ

ブメールサービスへのリンクが対象となります。 
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 サービスレコードを永久的に削除するには、該当するチェックボックスをオンにして［削

除する］をクリックします。 

これで削除できるのは、外部ウェブメールサービスへのリンクのみです。インストール

されたソフトウェアパッケージを削除するには、Parallels 製品インストーラを使用する

必要があります（［ツールと設定］>［アップデート］）。 

メーリングリストを構成する（Linux） 
顧客がメーリングリストやニュースレターを独自に運用できるようにするには、プロバイダのサ

ーバに GNU Mailman パッケージをインストールし（Parallels Plesk Panel のインストール時に

インストール可能）、メーリングリスト管理者アカウントをセットアップする必要があります。

これらを行わなければ、メーリングリストやニュースレターの機能を使用できません。 

 コントロールパネルからメーリングリスト管理者アカウントをセ
ットアップするには： 

1. ［ツールと設定］>［メーリングリストサーバのセットアップ］（［リソー

ス］グループ内）に進みます。 

2. メーリングリストおよび設定を管理するために使用するユーザ名とパス

ワードを指定します。 

3. ［OK］をクリックします。 

Mailman 管理者アカウントを一度設定すれば、以下の URL でメーリングリストソフトウェアを

設定したり、管理者ログイン名/パスワードを変更したりできます。
http://lists.yourservername.tld/mailman/admin/mailman 

注：Mailman 管理者アカウントのセットアップ後は、コントロールパネルで［メーリングリスト

サーバのセットアップ］アイコンにアクセスできなくなります。 

一括メール送信を防止する（Linux） 

 ユーザによる一括メール送信を防止するには、以下を実行してく
ださい。 

1. ディレクトリ $QMAIL_ROOT_D/qmail/control/ にmaxrcptという名前の

ファイルを作成します。 

$QMAIL_ROOT_D は、ファイル /etc/psa/psa.conf で指定した場所です。 

2. このファイルに、許可される受信者数を入力して保存します。 

この受信者数は、メーリングリストやメールグループの登録者に対するメール送信にも影響する

ので注意してください。つまり、この値を 100 に設定した場合、メーリングリストやメールグ

ループ宛てに送信されたメッセージを受け取ることができるのは、100 人の登録者までです。 
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受信者数を制限する必要がなくなったときは、maxrcpt ファイルを削除してください。 

DNS 
Parallels Plesk Panel は DNS サーバと連携するため、ウェブサイトをホストするマシンと同じ

マシンで DNS サービスを実行できます。 

新しく追加されたドメインの DNS ゾーンは、自動的にセットアップされます。コントロールパ

ネルに新しいドメイン名を追加すると、ゾーンファイルはサーバ全体に対する DNS ゾーンテン

プレートに従って自動生成され、ネームサーバの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 サーバとして機能するように指示されます。 

以下が可能です。 

 テンプレートにリソースレコードを追加（またはリソースレコードを削除）する。 

 自動ゾーン構成をドメイン単位でカスタム設定に置換する。 

 他の DNS サーバを選択する（たとえば、Windows サーバで BIND DNS サーバから Microsoft 
DNS サーバに切り替える）。 

 このマシンのドメインネームサービスを無効化する（プロバイダや他の組織によってサイト

の DNS サービスが実行されている場合）。 

 いずれかのゾーンを、全顧客のウェブサイトのプレビュー用に指定する。 

 

DNS ゾーン経由で一括オペレーションを実行する 

管理者は、既存の DNS ゾーン経由で一括オペレーションを実行しなければならない場合があり

ます。このようなオペレーションには、すべて（または大部分）のウェブサイトおよびサブドメ

インへの DNS レコードの追加、変更、または削除などがあります。バージョン 10.4 までは、こ

れらのオペレーションは GUI で手動で実行するか、プログラミングインターフェースで行う必

要がありました。10.4 では、管理者が必要な変更を DNS テンプレートに加えると、これに基づ

くすべてのゾーンに自動的に適用されるようになりました。Panel 11 では、このプロセスが変

更され、変更をそのまま適用する際にゾーンファイルが破損するリスクが軽減されています。 

以前と同じく、すべての DNS ゾーンは［ツールと設定］>［DNS テンプレート設定］にある DNS
テンプレートに基づいて構築されます。まずテンプレートに変更を加えてから、［DNS テンプレ

ートの変更を適用する］をクリックし、既存のゾーンに対して変更を配信します。このボタンの

クリック後に、次のオプションを使用できるようになりました。 

 変更されていないゾーンに変更を適用する 
このオプションは、ゾーンに対するコントロールを維持したい場合、つまり、テンプレート

を変更せずにコピーしたゾーンのみに変更を適用し、ユーザが変更したゾーンについては個

別に確認してゾーン単位で適用を決める場合に使用します。 

 すべてのゾーンに変更を適用する 
このオプションは、すべてのゾーンに変更を一括で適用する場合に使用します。 

特定のゾーンに変更を適用するには、コントロールパネルで関連する契約を開き、［ウェブサイ

トとドメイン］>［DNS 設定］に進み、ゾーンを選択します。ツールバーに該当するボタンが表

示されます。 
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注：すべてのゾーンに変更を適用すると、これらのゾーンは「変更なし」と見なされ、ユーザが

変更を加えるまではこのステータスのままとなります。ユーザが変更したゾーンについても、変

更を一括適用した場合は同様の扱いとなります。 

テンプレートの変更は、以下のルールに則って適用されます。 

 ユーザが変更したレコードは、いつでもそのまま維持されます（つまり、どのような状況で

も変更や削除は行われません）。 

 テンプレートに追加されたレコードは、ゾーンに追加されます。 

 テンプレートから削除されたレコードは、ゾーンからも削除されます（変更適用前にユーザ

が変更した場合を除く）。 

 テンプレートで変更されたレコードは、ゾーンでも変更されます（変更適用前にユーザが変

更した場合を除く）。 

注：復元、移行、アップグレードを実行した後は、すべてのゾーンがデフォルトで「ユーザによ

って変更済み」として扱われるため、DNS テンプレートに何らかの変更を加えて変更内容を「変

更なし」のゾーンに適用しても、変更は一切適用されません。アップグレード後に DNS ゾーン

の変更を一括で実行したい場合、初回はすべてのゾーンに変更を適用してください。 

サブドメインの DNS ゾーン 

Panel の旧バージョンでは、すべてのサブドメインレコードは親ドメインゾーンに含まれていま

した。Panel 10.4 では、それぞれのサブドメインが独自の DNS ゾーンを持つことが可能です。

これらのサブドメインゾーンは、特定のサブドメインにカスタムネームサーバを指定したい場合

や、ドメインの DNS レコードの一部を下位のゾーンに移し、レコードを短くしたい場合に便利

です。基本的に、サブドメインの DNS ゾーンは、すべてのドメイン DNS 機能をサブドメイン

レベルに移したものです。 

この機能によって、DNS ゾーンの構成が大幅に変更されるため、デフォルトではサブドメイン

DNS ゾーンを作成しない設定になっています。この機能を試したい場合は、以下のコマンドを

実行してください。 

server_pref –u –subdomain-dns-zone own 

この機能を無効化するには、以下のコマンドを実行してください。 

server_pref –u –subdomain-dns-zone parent 

Panel ユーティリティの実行について詳しくは、以下を参照してください。 

 (Linux) 
http://download1.parallels.com/Plesk/PP11/11.0/Doc/en-US/online/plesk-unix-cli/37894.htm 

 (Windows) 
http://download1.parallels.com/Plesk/PP11/11.0/Doc/en-US/online/plesk-win-cli/44076.htm 

注：バージョン 10.4 の MU（マイクロアップデート）#9 までのデフォルトの挙動では、サブド

メイン DNS ゾーンが作成されました。10.4 に MU#9 を適用しても、ゾーンの作成は引き続き有

効です。それ以外のデフォルトの挙動では、別ゾーンを作成しません。 

サブドメインゾーンをオフにした場合、顧客が親ドメインの DNS ゾーンに変更を加えるには、

特定のサブドメインゾーンに対する Panel のコントロールを無効化または有効化します。顧客が

［ウェブサイトとドメイン］>［DNS 設定］>［DNS 設定を有効/無効にする］に進み、サブドメ

イン名の横の［管理］をクリックすると、以下の状況があり得ます。 
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サブドメイン DNS ゾーン DNS サービスを有効にする DNS サービスを無効にする 

有効 親ドメインの DNS ゾーンに影響なし 

 

無効 サブドメインに対して新し

い DNS ゾーンが作成され、

このサブドメインに関連す

るすべての DNS レコードが

親ドメインの DNS ゾーンか

ら削除されます。 

このサブドメインのAレコー

ドとAAAAレコードのみが親

ドメインの DNS ゾーンに追

加されます。 

  

 サーバ全体に対する DNSテンプレートのデフォルトレコードを表
示するには： 

［ツールと設定］>［DNS テンプレート設定］に進みます。すべてのリソースレコードテンプレ

ートが表示されます。<ip> および <domain> テンプレートは、生成されたゾーンにおいて、実

際の IP アドレスとドメイン名に自動的に置き換えられます。 

 サーバ全体に対する DNSテンプレートに新規リソースレコードを
追加するには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］に進みます。 

2. ［DNSレコードの追加］をクリックします。 

3. レコードタイプを選択し、希望するレコードプロパティを指定します 

<ip> および <domain> テンプレートを使用できます。これらは、生成されたゾーンにおい

て、実際の IP アドレスおよびドメイン名に自動的に置き換えられます。ドメイン名の指定

には、任意の場所にワイルドカード記号（*）を使用したり、必要な値を完全に指定するこ

とができます。 

4. ［OK］をクリックします。 

 サーバ全体に対する DNSテンプレートからリソースレコードを削
除するには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］に進みます。 

2. 削除するレコードテンプレートのチェックボックスをオンにし、［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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Panel 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、SOA
（Start of Authority）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で変更できます。 

 サーバ全体に対する DNS テンプレートの SOA（Start of Authority ）
レコード設定を変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］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. 必要な値を指定します。 

 TTL： 他の DNS サーバによってレコードがキャッシュに保存されるまでの時間です。

Panel でのデフォルト値は 1 日です。 

 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、ドメインのゾーンフ

ァイルに変更がないかどうか確認する間隔です。Panelでのデフォルト値は 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の待機時間です。

一般に、この時間は更新間隔より短く設定します。Panel でのデフォルト値は 1 時間で

す。 

 期限切れ： 更新期間中にゾーンが変更または更新されなかった場合に、セカンダリサー

バが問い合わせに応答しなくなるまでの時間です。Panel でのデフォルト値は 1 週間で

す。 

 小： セカンダリサーバがマイナスの応答をキャッシュするまでの時間です。Panel で
のデフォルト値は 3 時間です。 

4. ［OK］をクリックします。新しいSOAレコードパラメータが、新規作成

されたドメインに対して設定されます。 

一部のハイレベル DNS ゾーン（大部分はヨーロッパ）に登録されたドメインでは、IETF と RIPE
の推奨するシリアル番号フォーマットを使用することが義務付けられています。これらのゾーン

に登録されているドメインを使用しており、レジストラに SOA シリアル番号を拒否された場合

は、IETF と RIPE が推奨するシリアル番号フォーマットを使用すれば問題が解決します。 

Parallels Plesk PanelサーバはUNIXタイムスタンプ構文を使用してDNSゾーンを設定します。

UNIX タイムスタンプとは、1970 年 1 月 1 日（Unix Epoch）を起点にした秒数です。この 32 ビ

ットのタイムスタンプは、2038 年 7 月 8 日にオーバーフローしてしまいます。 

RIPE では、YYYYMMDDNN フォーマットの使用を推奨しています。YYYY は年（4 桁）、MM
は月（2 桁）、DD は日（2 桁）、NN は同じ日付に作成されたバージョンです（2 桁）。YYYYMMDDNN
フォーマットは 4294 年までオーバーフローしません。 

 サーバ全体に対する DNS テンプレートの SOA（Start of Authority）
シリアル番号フォーマットを YYYYMMDDNN に変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］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。 
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3. ［IETFとRIPEが推奨するシリアル番号フォーマットを利用する］チェックボ

ックスをオンにします。 

注： 選択したフォーマットで生成されるSOAシリアル番号のサンプルを参照してください。

生成される番号が現在のゾーン番号よりも小さいと、変更によってこのドメイン用の DNS
が一時的に誤動作する場合があります。ゾーンの更新は、しばらくの間インターネットユー

ザに認識されません。 

4. ［OK］をクリックします。 

 サーバ全体に対する DNS テンプレートの SOA（Start of Authority）
シリアル番号フォーマットをデフォルト（UNIX タイムスタンプ）
に戻すには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］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. ［IETFとRIPEが推奨するシリアル番号フォーマットを利用する］チェックボ

ックスをオフにします。 

注： 選択したフォーマットで生成されるSOAシリアル番号のサンプルを参照してください。

生成される番号が現在のゾーン番号よりも小さいと、変更によってこのドメイン用の DNS
が一時的に誤動作する場合があります。ゾーンの更新は、しばらくの間インターネットユー

ザに認識されません。 

4. ［OK］をクリックします。 

デフォルトで、DNS ゾーン転送は、各ゾーンに含まれる NS レコードで指定されているネーム

サーバにのみ許可されます。ドメイン名レジストラから、使用するすべてのゾーンの転送を許可

するよう要求されている場合は、以下を実行してください。 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］に進みます。 

2. ［転送制限テンプレート］をクリックします。すべてのゾーンのDNSゾー

ン転送が許可されているホストがすべて表示されます。 

3. ［新しいアドレスの追加］をクリックします。 

4. レジストラのIPまたはネットワークアドレスを指定して［OK］をクリッ

クします。 

 独自のDNSサーバを運用するのではなく、サードパーティDNSサ
ーバを使用している場合は、コントロールパネルの DNS サーバを
オフに切り替える必要があります。 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］に進みます。 

2. ［スイッチオフ］をクリックします。 
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 サーバ全体に対する DNSテンプレートを 初の構成に戻すには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］に進みます。 

2. ［デフォルトに復元する］をクリックします。 

DNS サーバで、クエリに対して再帰的なサービスを提供するべきかどうかを指定することがで

きます。 

再帰的なサービスが許可される場合、DNS サーバはクエリを受けると、宛先 IP アドレスを見つ

けるために必要なルックアップ手順をすべて実行します。再帰的なサービスが許可されない場合、

DNS サーバは必要 低限のクエリのみを行い、要求されたリソースの場所を知るサーバを特定

して、要求をそのサーバにリダイレクトします。したがって、再帰的なサービスは、より多くの

サーバリソースを消費します。また、特にネットワーク外のクライアントから再帰的なクエリを

受け付けるようにサーバが設定されている場合は DoS 攻撃を受けやすくなります。 

そのため、Parallels Plesk Panel のインストール後、内蔵 DNS サーバのデフォルト設定は、自

サーバおよびネットワーク内のサーバからの再帰的クエリのみを受け付けるようになっていま

す。これが 適な設定です。Parallels Plesk Panelを旧バージョンからアップグレードした場合、

DNS サーバのデフォルト設定は、すべてのホストからの再帰的クエリを受け付けるようになっ

ています。 

 再帰的なドメインネームサービスに関する設定を変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］>［DNS再帰］に進みます。 

2. 必要なオプションを選択します。 

 すべてのホストからの再帰的クエリを許可するには［すべてのリクエストを許可］を選

択します。 

 自サーバやネットワーク内のホストからの再帰的クエリのみを許可する場合は、［ロー

カルリクエストのみ許可］を選択します。 

 自サーバからの再帰的クエリのみを許可する場合は、［拒否］を選択します。 

3. ［OK］をクリックします。 

デフォルトで、ユーザは他のユーザに属する DNS ゾーン内に新しいサブドメインやドメインエ

イリアスを作成できます。つまり、スパム行為、フィッシング詐欺、個人情報の盗難に使用でき

るウェブサイトやメールアカウントをユーザが作成することが可能です。 

 ユーザが他のユーザに属する DNSゾーン内にサブドメインやドメ
インエイリアスをセットアップできないようにするには： 

1. ［ツールと設定］>［サーバ設定］に進みます。 

2. ［ユーザが他のユーザのDNSスーパーゾーン内にDNSサブゾーンを作成でき

ないようにする］チェックボックスをオンにします。 

3. ［OK］をクリックします。 
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 サーバに新しいホスト名を割り当てるには： 

1. ［ツールと設定］>［サーバ設定］に進みます。 

2. ［フルホスト名］ボックスに新しいホスト名を入力し、［OK］をクリッ

クします。 

 
 

データベース 

ユーザのデータベースを、1 台のサーバまたは複数サーバでホストすることができます。マルチ

サーバインストールでは、リモートサーバにユーザデータベースを置くと便利です。これは、管

理、バックアップ、リソースの利用に、集中データベースホスティングが適しているためです。

一方、単一の Parallels Plesk Panel サーバを使用している場合は、すべてのデータベースをこの

サーバに維持することをお勧めします。 

 ホスティングサーバでリモートデータベースサーバを使用するに
は： 

1. リモートデータベースサーバをセットアップします。 

a. MySQL、PostgreSQL、またはMicrosoft SQLソフトウェアをイ

ンストールします。 

b. データベース管理者アカウントをセットアップします。 

c. データベースサーバへのネットワークアクセスを有効化しま

す。 

2. リモートデータベースと連携するようにParallels Plesk Panelを構成し

ます。 

 

このセクションの内容: 

データベースサーバを追加する .......................................................................................... 96 
外部データベースに接続する（Windows） ........................................................................... 99 
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データベースサーバを追加する 
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 Panel
に登録する必要があります。 

 Panel にデータベースを登録するには： 

1. Parallels Plesk Panelにログインします。 

2. ［ツールと設定］>［データベースサーバ］に進み、［データベースサーバ

追加］をクリックします。 

3. データベースサーバのプロパティを指定します。 

 ［データベースサーバタイプ］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で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 をリッスンします。

MySQL データベースサーバがデフォルトポートをリッスンしている場合、［ポート番号］

は空白のままでも構いません。 

注： MySQLサーバのポートに8306を指定しないでください。これはParallels Plesk 
Panelが内部データベースとの通信に使用するポートです。 

 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ホスティング顧客のデータベースのデフォルトにするには、

［このサーバを MySQL のデフォルトにする］チェックボックスをオンにします。MS SQL
データベースサーバを使用する場合は、［このサーバを MS SQL のデフォルトにする］チ

ェックボックスをオンにします。 

 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。 

4. ［OK］をクリックします。 

 Parallels Plesk Panel 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： 

1. ［ツールと設定］>［データベースホスティングプリファレンス］（［デー

タベース］グループ内）に進みます。 
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2. 顧客のデータベースを保守しやすくするには、［データベース名の先頭に、

ユーザ名とアンダーライン(_)を付加する］チェックボックスをオンにしま

す。新たに作成されるすべてのデータベース名は「username_database 
name」のようになります。これにより、特定のParallels Plesk Panelユ
ーザに関連するデータベースを簡単に識別できます。新規データベース

の作成時にこのチェックボックスをオンにしなくても、Parallels Plesk 
Panelがデータベース名入力ボックスにユーザ名を追加するため、これ

を編集するか、削除することができます。 

3. また、該当するデータベースユーザ名にユーザ名を追加するように

Panelをセットアップすると、顧客のデータベースの保守がさらに簡単

になります。これを行うには、［データベースユーザ名の先頭に、ユーザ

名とアンダーライン(_)を付加する］チェックボックスをオンにします。新

たに作成されるすべてのデータベースユーザ名は「username_database 
user name」のようになります。これにより、特定のParallels Plesk 
Panelユーザに関連するデータベースユーザを簡単に識別できます。 

4. Parallels Plesk Panelサーバでデータベースの作成を許可するかどうか

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

をサポートしないため、同じサーバ上でホスティングされているデータ

ベースに限って処理できます。デフォルトのオプション［これらのウェ

ブアプリケーションに対してデータベースのローカルホスティングを有効

にする］をオンのままにすることを推奨します。変更すると、これらの

アプリケーションを使用できなくなります。 

5. ［OK］をクリックします。 

以前にセットアップしたリモート MS SQL データベースサーバでホスティングされているデー

タベースのバックアップを作成するには、この MS SQL データベースサーバのバックアップ設

定を構成する必要があります。 

 リモート MS SQL データベースサーバのバックアップ設定を行う
には： 

1. ［ツールと設定］>［データベースサーバ］に進み、リモートMS SQLデー

タベースサーバ名をクリックします。 

2. ［テンポラリネットワークディレクトリ］フィールドに、リモートMS 
SQLデータベースサーバのテンポラリディレクトリを指定します。 

このディレクトリはネットワーク内のどこも良く、MS SQL データベースのバックアップお

よび復元に必要です。このディレクトリは、ネットワーク経由で Parallels Plesk Panel サー

バと MS SQL サーバの両方からアクセス可能である必要があります。リモート MS SQL デ

ータベースサーバを稼働している Panel とユーザの両方に、このディレクトリへの読み取り

/書き込み権限が必要です。 

3. テンポラリネットワークディレクトリへのアクセスに必要なユーザ名お

よびパスワードを入力します。 
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4. ［OK］をクリックします。 
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外部データベースに接続する（Windows） 
ユーザが外部データベース管理システムからデータにアクセスできるようにするには、ODBC
（Open Database Connectivity）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するこ

とによって、ウェブアプリケーションがこのデータベースにデータを保存できるように設定する

ことが可能です。 

 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： 

1. ［ツールと設定］>［ODBCデータソース］に進みます。 

2. ［新しいODBC DSNを追加する］をクリックします。 

3. ODBC接続名とその説明を、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. ドライバの構成画面で適切なオプションを選択します。通常は、選択し

たドライバに応じて、データベースへのパス、ユーザクレデンシャル、

およびその他の接続オプションを指定します。 

7. ［テスト］をクリックして、指定した設定で正しく接続できることを確

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 接続設定を変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［ODBCデータソース］に進みます。 

2. リストで、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。 

［テスト］をクリックして、新しい設定で正しく接続できることを確認します。［完了］をクリ

ックして変更を保存します。 

 不要な ODBC 接続を削除するには： 

1. ［ツールと設定］>［ODBCデータソース］に進みます。 

2. 削除する接続のチェックボックスをオンにします。 

3. ［削除する］をクリックして削除を確認し、［OK］をクリックします。 

 



 

100 Panel 構成 
 

 

統計およびその他のオプション 

Parallels Plesk Panel のインストール後、以下の目的で、統計ユーティリティをセットアップす

ることができます。 

 送受信トラフィックを計測する。 

 ウェブコンテンツ、ログファイル、データベース、メールボックス、ウェブアプリケーショ

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ているディスク容量を

計測する。 

 Webalizer または AWstats プログラムが収集したウェブ統計とトラフィック統計を、過去 3
ヶ月間分だけ保存する。 

［ツールと設定］>［サーバ設定］で、これらの設定を構成することができます。 

その他のオプション 

統計に関連する設定に加え、この画面には以下のオプションがあります。 
 

 サーバのホスト名を変更する。 
 

 ユーザが他のユーザに属する DNS ゾーン内に新しいサブドメインやドメインエイリアスを
作成することを許可または禁止する。 
ドメインを作成する際に、顧客はセカンドレベルドメイン名（example.com など）だけでは

なく、サードレベルあるいはそれ以下のレベルのドメイン名（doc.example.com など）を指

定することができます。該当するオプションをオンにすると、オリジナルのドメイン名

（example.com）を作成した顧客と別の顧客がサブドメイン doc.example.com を作成しよう

としても、システムによって許可されません。このチェックボックスはオンにすることを推

奨します。オフにすると、ユーザが偽のサブドメインを作成し、ウェブサイトとメールアカ

ウントをセットアップして、スパム行為、フィッシング詐欺、個人情報の盗難などを行うこ

とが可能になるためです。 
 

 （Windows のみ）WebMatrix® 発行設定を保存するファイルに顧客のパスワードを含める。 
顧客は、WebMatrix®（開発ツール）でウェブサイトのコードを作成し、Web Deploy という

特別なプロトコルを使用して顧客アカウントにこのコードを直接発行することができます。

アカウントへの接続をセットアップするためには、顧客は WebMatrix® に発行設定を指定す

る必要があります。Panel はこのような顧客のために、XML ファイルを生成します。顧客は

設定をすべて入力する代わりに、このファイルを提供することができます。顧客アカウント

のパスワードは、他のすべての設定とともにこの XML ファイルに記述されます。システム

のセキュリティを高めて、パスワード盗難を防止したい場合は、XML ファイルからパスワー

ドを除外することができます。除外した場合は、顧客が WebMatrix® にパスワードを直接入

力する必要があります。WebMatrix® について詳しくは、「Web Deploy によるウェブパブリ

ッシング（Windows）（643ページ）」を参照してください。 

注：このオプションは、プログラムで変更できます。この方法について詳しくは、
http://download1.parallels.com/Plesk/PP11/11.0/Doc/en-US/online/plesk-win-cli/60982.htm
を参照してください。 

統計の表示について詳細は、「統計を表示する（353ページ）」の章を参照してください。 
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Web Presence Builder 用に Try & Buy モー

ドを構成する 

Plesk Panel で Web Presence Builder と Business Manager を使用する場合、システムを調整して、

Web Presence Builder を Try & Buy（トライアル）モードで提供することができます。このモードでは、

すべてのユーザが無料でエディタを評価し、ウェブサイトを作成することができます。ただし、サイ

ト所有者がこのウェブサイトを取得するためには、ホスティングプランを契約するか、プランアドオ

ンを購入する必要があります。 

注：Business Manager 以外の課金・請求ソリューションを使用する場合でも、Try & Buy モードを使

用することができます。詳しくは、「他社の課金・請求ソリューションを Try & Buy モードで提供する

（111ページ）」セクションを参照してください。 

Try & Buy モードのメカニズム 

Try & Buy モードは、プログラミングの知識がほとんど（あるいは全く）ないけれども独自のサイトを

作成したい顧客を対象としています。Panel はこのような顧客のために、Web Presence Builder のす

べての機能を使用してサイトを無料で作成する機会を提供します。作成したサイトを顧客が入手した

い場合は、Panel でホスティングプランを契約するか、既存のプランをアップグレードする必要があり

ます。したがって、このプロモーションで多くのユーザに訴求することによって、Web Presence 
Builder 付きのホスティング契約が増えることを期待できます。 

Try & Buy モードは、次の 2 種類のユーザグループを想定しています。 

 ウェブサイトを用意したいが、様々な制限で Web Presence Builder を起動できない既存の顧客。

例えば、ホスティングプランにこのプランが含まれていない場合や、公開できるサイト数の上限に

達してしまった場合が考えられます。Try & Buy モードを使用することによって、Web Presence 
Builder をこれらの顧客にアップセルすることができます。詳しくは、「既存の顧客用に Try & Buy
モードを構成する（105ページ）」セクションを参照してください。 

 トライアルサイトを作成し、新しいホスティングプランでこのサイトを利用したい新規顧客。Try & 
Buyモードをこれらの顧客用に構成する方法は、「見込み顧客用にTry & Buyモードを構成する（106
ページ）」セクションを参照してください。 

 既存の顧客へのアップセルシナリオは、次のように機能します。 

1. Web Presence Builderを起動するためのリンクが、このような顧客のコント

ロールパネル内のさまざまなページに表示されます。顧客がこれらのリンク

を目にしてクリックします。 
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2. Panelによって顧客がWeb Presence Builderに転送され、顧客はここでトラ

イアルサイトを作成します。 

 

 

3. サイトが完成し、顧客が［公開］をクリックすると、契約をアップグレード

するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

 

4. アップグレードが正常に完了すると、アップグレードしたホスティングアカ

ウントでサイトを公開することができます。 

 見込み顧客に Web Presence Builder 付きのホスティングを販売するシナ
リオは、次のように機能します。 

1. PanelからWeb Presence Builderトライアルモードへのパブリックアクセス

を有効化するには、［サーバ管理パネル］>［ツールと設定］>［Try & Buyモード

の設定］で該当するチェックボックスをオンにします。このモードを有効化

すると、専用のプロモーションリンクをクリックしたすべてのユーザがトラ

イアルサイトを作成することができます。 
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2. プロモーションリンクをPanel GUIから入手し、このリンクを自分のウェブ

サイトに追加すると、見込み顧客がこのリンクにアクセスできるようになり

ます。 

3. リンクをクリックした顧客はWeb Presence Builderに転送され、顧客はここ

でトライアルサイトを作成します。エディタのインターフェースはステップ

2で表示されるものと同じです。 
 

4. サイトの準備が完了し、顧客が［公開］をクリックすると、Panelがホスティ

ングプランを購入するように要求します。 

 

5. 顧客は新しいプランを契約し、サイトを自由に公開できるようになります。 

注：Try & Buy モード使用時に顧客に表示される通知は、すべてカスタマイズ可能です。詳しくは、「ト

ライアルモードの通知をカスタマイズする（108ページ）」セクションを参照してください。 
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このセクションの内容: 

既存の顧客用に Try & Buy モードを構成する ..................................................................... 105 
見込み顧客用に Try & Buy モードを構成する ..................................................................... 106 
トライアルモード通知をカスタマイズする .............................................................................. 108 
他社の課金・請求ソリューションを Try & Buy モードで提供する ........................................... 111 
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既存の顧客用に Try & Buyモードを構成する 
既存の顧客のライセンスに Web Presence Builder が含まれない場合や、公開できるサイト数の上限に

達した場合でも、これらの顧客がトライアルサイトを作成できるようにするには、Try & Buy モードを

使用します。 

このモードを構成するには、ホスティングプランの設定を更新します。これには、設定を開き、［顧

客による Web Presence Builder のトライアルウェブサイト作成を許可する］をオンにします。プランの

設定を更新すると、顧客はコントロールパネルで該当するリンクをクリックして Web Presence 
Builder を起動することができます。 

この機能はプラン単位で制御されるため、特定のプランのみで Try & Buy モードを提供することがで

きます。このアイテムをオフにしても、顧客には Web Presence Builder 起動用のボタンが表示されま

すが、顧客のプランに Web Presence Builder のサポートが含まれていなければ、実際に起動すること

はできません。 

注：変更したいホスティングプランが Business Manager からインポートされたもので、引き続き同期

をとり続けたい場合は、Business Manager で該当するプランのプロパティを開き、［Web Presence 
Builder サイトのアップセルを許可する］がオンになっていることを確認して、［イベント］>［イベン

トの実行］をクリックして Panel に変更内容を送信します。 

ホスティングプランのプロパティを Business Manager で編集する方法について詳しくは、「Business 
Manager でホスティングプランをセットアップする（244ページ）」セクションを参照してください。 
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見込み顧客用に Try & Buyモードを構成する 
Web Presence Builder によって見込み顧客を獲得するには、Try & Buy モードの Web Presence 
Builder へのリンクを見込み顧客に提供します。顧客がこのリンクをクリックし、サイトを作成し、サ

イトの公開を試みると、Panel によって Business Manager のデフォルトのオンラインストアに転送さ

れます。このストアで、顧客は Web Presence Builder 付きのプランを選択し、これを契約します。契

約には、新規作成したサイトが自動的に含まれています。課金・請求および契約のセットアップ作業

が完了すると、顧客はサイトの所有者になり、サイトを発行することが可能になります。トライアル

モードの URL へのアクセスをブロックして、Web Presence Builder を利用できないようにすることが

できます。 

 見込み顧客に Try & Buy モードを提供するには、以下の手順に従いま
す。 

1. Business Managerで、Web Presence Builderに対応するプランを表示するデ

フォルトオンラインストアを準備します。 

このステップで必要な更新作業はわずかです。見込み顧客が選択できるすべてのプランに Web 
Presence Builder サイトが 1 件以上含まれるようにしてください。デフォルトで、デフォルトオン

ラインストアのプランが顧客に表示されます。これらの各プランについて、プランプロパティで

［Web Presence Builder で公開可能なサイト数］の値が 0 でないことを確認します。0 にすると、顧

客はこのプランを契約した後でサイトを公開することができなくなります。 

ホスティングプランのプロパティを Business Manager で編集する方法について詳しくは、

「Business Manager でホスティングプランをセットアップする（244ページ）」セクションを参照

してください。 

2. サーバ管理パネルでTry & Buyモードを有効化します。 

これによって、顧客はトライアルモードへのアクセス用 URL をクリックして Web Presence 
Builder を起動できるようになります。サーバ管理パネルで［ツールと設定］>［Try & Buy モードの

設定］に進み、［トライアルモードへのパブリックアクセスを有効にする］チェックボックスがオ

ンになっていることを確認します。 

3. トライアルモードへのアクセス用URLを取得してウェブサイトに表示するこ

とによって、Web Presence Builderでホスティングを宣伝し、顧客を呼びこ

みます。 

トライアルモードへのアクセス用 URL は、Web Presence Builder の設定ページにあります。 

4. （オプション）トライアルサイトのライフタイムを構成します。 

同じページで、作成したまま放置されたサイトを削除する頻度を指定することもできます。 

5. （オプション）顧客を別のオンラインストアに転送します。これは、Web 
Presence Builder付きのホスティング契約が必要な見込み顧客に対して特別

なプランリストを表示したい場合に有効です。 

 トライアルオファリング用に特別なストアを用意したい場合、トライアルモードアクセス用 URL
にストア ID を追加して、特定のストアに関連付けます。新しい URL の構文は、<既存の
URL>&storeId=<カスタムストア ID> とします。プランリストのビューをコントロールするには、

ウィジェット ID を URL に追加します。新しい URL の構文は、<既存の URL>&widgetId=<カスタ

ムウィジェット ID> とします。 
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注：指定するストア IDとウィジェット IDはBusiness Managerに登録されている必要があります。 

オンラインストアの作成方法は、「オンラインストアを追加する（202ページ）」セクションを参

照してください。 

ウェブサイトウィジェットの作成および管理方法は、「ウェブサイトウィジェットを使用してスト

アをウェブサイトに埋め込む（204ページ）」セクションを参照してください。 

これらのステップが完了したら、見込み顧客がトライアルサイトを作成して取得することが可能にな

ります。この機能をブロックするには、モード設定ページで Try & Buy モードへのアクセスをオフに

します。 



 

108 Panel 構成 
 

トライアルモード通知をカスタマイズする 
Web Presence Builder の設定（［ツールと設定］>［Try & Buy モードの設定］）を使用して、Try & Buy
モードの通知を顧客に表示するか隠すかを設定することができます。この通知は、エディタページ上

部のバーに表示されます。このセクションでは、通知テキストを変更する方法と、通知に補足情報を

追加する方法を説明します。デフォルトで、トライアルモードの Web Presence Builder は、使用して

いるロケールの tbbMessagesDefault.lng ファイルからメッセージを使用します。 

 トライアルモードの Web Presence Builder で顧客に対して表示される通
知をカスタマイズするには： 

1. Linux OSでは /usr/local/sb/resources/locale/<locale_name> デ
ィレクトリ、Windows OSでは

C:\Parallels\Plesk\sb\resources\locale\<locale_name> ディレ

クトリに進みます。 

<locale_name> とは、通知に変更を加えるロケールの名前です。例えば、英語のロケール名はデ

フォルトで「en_US」です。 

2. tbbMessagesDefault.lngをコピーし、tbbMessagesCustom.lngに名

称変更します。 

tbbMessagesCustom.lng ファイルが存在すると、Web Presence Builder は
tbbMessagesDefault.lng ではなくこのファイルを使用します。 

3. tbbMessagesCustom.lngファイルでメッセージを編集します。 

以下のメッセージを編集することができます。 

ロケール内のメッセージキー

ワード 
メッセージの説明 

startUpsellLimitExceedingTitle Web Presence Builder のスタートページで、Web 
Presence Builder にて公開可能なウェブサイト数の上限に

達した顧客に対して表示されるダイアログウィンドウの

タイトル。 

startUpsellLimitExceedingBody Web Presence Builder のスタートページで、Web 
Presence Builder にて公開可能なウェブサイト数の上限に

達した顧客に対して表示されるダイアログウィンドウの

本文。 

startUpsellNoSitesTitle Web Presence Builder のスタートページで、契約に Web 
Presence Builder が含まれない顧客に対して表示されるダ

イアログウィンドウのタイトル。 

startUpsellNoSitesBody Web Presence Builder のスタートページで、契約に Web 
Presence Builder が含まれない顧客に対して表示されるダ

イアログウィンドウの本文。 
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editorTopMessageTrialSite Web Presence Builder エディタのトップにある「Call to 
action（行動の呼びかけ）」バーで、トライアルサイトを

作成した新規顧客に対して表示されるメッセージ。 

editorTopMessageUpsellLimit
Exceeding 

Web Presence Builder エディタのトップでトライアルサ

イトに対して表示される「Call to action（行動の呼びかけ）」

バーで、Web Presence Builder にて公開可能なウェブサイ

ト数の上限に達した顧客に対して表示されるメッセージ。 

editorTopMessageUpsellNoSit
es 

Web Presence Builder エディタのトップでトライアルサ

イトに対して表示される「Call to action（行動の呼びかけ）」

バーで、契約に Web Presence Builder が含まれない顧客

に対して表示されるメッセージ。 

defaultPersonalName Web Presence Builder スタートページで、既存の顧客に対

して表示される顧客のデフォルト名。 

initialMailSubject 新規顧客に送信されるウェブサイト作成確認メールの件

名。 

initialMailHtml 新規顧客に送信されるウェブサイト作成確認メールの本

文。 

limitsExceededTitle Web Presence Builder で公開可能なウェブサイト数の上

限に達した顧客が［公開する］ボタンをクリックすると表

示されるダイアログウィンドウのタイトル。 

limitsExceededMsg Web Presence Builder で公開可能なウェブサイト数の上

限に達した顧客が［公開する］ボタンをクリックすると表

示されるダイアログウィンドウの本文。 

firstSitePublishTitle 契約に Web Presence Builder が含まれない顧客が［公開す

る］ボタンをクリックすると表示されるダイアログウィン

ドウのタイトル。 

firstSitePublishMsg 契約に Web Presence Builder が含まれない顧客が［公開す

る］ボタンをクリックすると表示されるダイアログウィン

ドウの本文。 

licenseExceededMsg Panelライセンスで許可されるWeb Presence Builderウェ

ブサイト数の上限に達した顧客が［公開する］ボタンをク

リックするとステータスバーに表示されるエラーメッセ

ージ。 

trialSiteSignUpPublishTitle トライアルサイトを作成した新規顧客が［公開する］ボタ

ンをクリックすると表示されるダイアログウィンドウの

タイトル。 

trialSiteSignUpPublishMsg トライアルサイトを作成した新規顧客が［公開する］ボタ

ンをクリックすると表示されるダイアログウィンドウの

本文。 

trialFeatureDisabled 新規顧客がトライアルサイトの設定でオーナーシップの

確認を試みるとステータスバーに表示されるエラーメッ

セージ。 
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Web Presence Builder トライアルモードの通知では、次のプレースホルダを使用できます。 

 ppServerId - Parallels Plesk Panel サーバの一意の ID 

 billingSignUpEntryPoint - 新規顧客用の Business Manager へのエントリポイント 

 billingUpSellEntryPoint - 既存顧客用の Business Manager へのエントリポイント 

 subscriptionId - ユーザ契約の一意の ID 

 sbSiteUuid - Web Presence Builder におけるウェブサイトの一意の ID 

 sbOneTimeBackUrl - 一度だけ使用できる Web Presence Builder リンク 

 locale - ロケール名 

 trialSiteLifeTime - 顧客が購入しなかったウェブサイトをサーバから削除するまでの期間 

 trialSiteExpireDate - トライアルウェブサイトの有効期限 

 trialSiteUrl - トライアルウェブサイトへのリンク 

 siteOwnerName - ウェブサイト所有者のユーザ名 

 siteOwnerCompanyName - ユーザの会社名 

 siteOwnerEmail - ユーザのメールアドレス 

 siteOwnerPhone - ユーザの電話番号 

 siteOwnerAddress - ユーザの住所 

 siteOwnerCity - ユーザの市区町村 

 siteOwnerCountry - ユーザの国 

 queryString - トライアルモードアクセス用 URL に渡される追加のクエリ文字列。 

 helpUrl - Web Presence Builder マニュアルへのリンク 

 sbHttpHost - Web Presence Builder ホスト名 

メッセージでプレースホルダを使用する際は、次のプレースホルダマーカを使用してください。 

 &placeholder_name& - ハイパーリンク内にプレースホルダを使用する場合 

 @placeholder_name@ - JavaScript コードでプレースホルダを使用する場合 

 %placeholder_name% - 平文でプレースホルダを使用する場合 
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他社の課金・請求ソリューションを Try & Buyモー

ドで提供する 
Panel の Try & Mode モードで Web Presence Builder とカスタムの課金・請求ソリューションを提供し

たい場合、以下のオペレーションも実行する必要があります。 

1. 顧客を Web Presence Builder からカスタムストアに転送し、作成したサイトに関する詳細を保存

します。 

顧客がサイトを購入するためにクリックすると、Web Presence Builder が HTTP POST 要求を課

金のエントリポイントに送信します。この要求には、顧客および作成されたサイトに関する情報が

含まれています。Business Manager（課金エンジン）はこの情報を使用して、サイトを顧客のホ

スティングアカウントと関連付けます。カスタム課金エンジンに移行するためには、課金エントリ

ポイントの URL を変更し、URL の POST パラメータを保存するために課金エンジンのロジックを

拡張する必要があります。 
 

2. 顧客がホスティングプランまたはアドオンを購入していることを確認します。 

これは、課金システムのみに依存し、CAS 統合の範疇外です。 
 

3. （新規顧客のみ）顧客アカウント、契約、およびサイトを Panel に作成します。 

Web Presence Builder で作成したサイトを、Panel の該当サイトと関連付けます。 ここでは、上記の

オペレーション 1、3、4 を実行する方法を説明します。 

  

顧客をカスタムエントリポイントに転送するには 

デフォルトで、ストアのエントリポイントの URL は Business Manager をポイントしています。この

URL は、ファイル tbbMessagesDefault.lng 内の 2 つのプレースホルダ（billingSignUpEntryPoint
および billingUpSellEntryPoint）に保存されています。このファイルの場所は Panel のインストールデ

ィレクトリ（デフォルトのまま使用していると仮定）、サーバ OS、アーキテクチャに応じて異なりま

す。ファイルは以下のディレクトリから探してください。 

 （Microsoft Windows の場合）サーバのアーキテクチャに応じて C:\Program 
Files\Parallels\sb\resources\locale\en_US または C:\Program Files 
(x86)\Parallels\sb\resources\locale\en_US。 

 （RPM パッケージベースの Linux の場合）/usr/local/sb/resources/locale/en_US 

 （DEB パッケージベースの Linux の場合）/opt/sb/resources/locale/en_US 

エントリポイントの URL をカスタマイズするためには、tbbMessagesDefault.lng. ファイルのコ

ピーを作成し、tbbMessagesCustom.lng という名前にして、このファイルで設定を変更します。 

注：ここでは、en_US ロケールでストアのエントリポイントを変更すると仮定します。他のロケール

のエントリポイントを変更するには、en_US と同レベルの該当ディレクトリに

tbbMessagesCustom.lng ファイルを作成して変更します。 
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エントリポイントの URL を変更するには、ファイル内のすべての billingSignUpEntryPoint および

billingUpSellEntryPoint プレースホルダを必要な URL に置き換えます。このとき、プレースホルダの先

頭と末尾の「@」と「%」はすべて削除します。例えば、新しいエントリポイントの URL が

「http://www.example.com」 であれば、「@billingUpSellEntryPoint@」を「http://www.example.com」

に変更します。 

保存すべきパラメータ 

課金エントリポイントは、顧客に関する情報と顧客が作成したトライアルサイトに関する情報が含ま

れる POST 要求を受け取ります。要求には多数のパラメータが含まれていますが、保存すべきなのは

sbSiteUuid のみです。これは、作成したサイトの一意の ID です。サイトを顧客のホスティングアカウ

ントに移すには、Panel でこのパラメータを適当なサイトと関連付ける必要があります。 

顧客アカウント、契約、およびサイトを作成するには 

これら 3 つのオブジェクトを作成するには、API RPC を使用します。これは、Panel オブジェクトを

リモートで作成および管理するためのプロトコルです。まず、顧客アカウントを作成し、生成された

ID を保存します。次に、顧客 ID に設定された owner-id（add/gen_setup 内）で契約を作成します。

後に、契約 ID に設定された webspace-id（add/gen_setup 内）でサイトを作成します。これら 3 つの

手順のそれぞれが、Panel に送信される 1 つのパケットで表現されます。 

API RPC パケットの送信をすぐに開始したい場合は、API RPC マニュアルで以下のセクションを参照し

てください。このマニュアルの「Client Code Samples（クライアントコードサンプル）」の章では、ク

ライアントアプリケーション（PHP、C#、VB.NET）のサンプルを使用して独自のパケットセンダを

実装する方法を説明しています。 

パケットのサンプルは、API RPC マニュアルの以下のセクションにあります。 

 Supported Operations > Managing Customer Accounts > Creating Customer Accounts > Request Samples 

 Supported Operations > Managing Subscriptions (Webspaces) > Creating a Subscription (Webspace) > 
Request Samples 

 Supported Operations > Managing Sites (Domains) > Creating a Site > Request Samples 

  

Web Presence Builder で作成したサイトを、Panel のサイトと関連付けるには 

Web Presence Builder サイトと Panel サイトの関連付けは、API RPC を使用して実現します。あるプ

ロトコル呼び出しによって、トライアルサイトが通常サイトに変換され、Panel サイトと関連付けられ

ます。この関連付けによって、顧客が［Web Presence Builder で編集する］をクリックすると、前に作

成したサイトが表示されるようになります。このオペレーションには 2 つのパラメータ（Panel サイト

の GUID と、前に受け取った sbSiteUuid）が必要です。 

Web Presence BuilderとPanelサイトを関連付けるプロトコル呼び出し（またはパケット）は、API RPC
マニュアルの「Supported Operations」>「Managing Integration With Web Presence Builder」>「Assigning a Trial 
Site」>「Request Samples」に掲載されています。このセクションの呼び出しサンプルは、独自の値で

再利用することができます。サイト GUID の確認方法について詳しくは、参考マニュアルの「Supported 
Operations」>「Managing Sites (Domains)」>「Getting Information About Sites」>「Request Samples」にあり

ます。 

次に行うこと 
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基本的な統合が完了してから、既存の顧客に対応できるようにアプリケーションを拡張することがで

きます。これには、既存の顧客に対し、新しい契約を作成するオプションではなく、現在の契約に Web 
Presence Builder サポートを付けてアップグレードするオプションを提示します（既存の顧客は

billingUpSellEntryPoint に転送されますが、新規顧客は billingSignUpEntryPoint に進みます）。 

また、Web Presence Builder から受け取ったパラメータを使用してストアのインターフェースをパー

ソナライズすることもできます。例えば、顧客の個人データに基づいてストアのロケールを調整した

り、顧客に対して表示されるメッセージにこのデータを使用することなどができます。 

拡張 Panel 構成 

このセクションの内容: 

Panel をセキュリティ保護する ............................................................................................. 113 
異なるネットワーク環境で Panel を構成する ....................................................................... 122 
メール通知を構成する ........................................................................................................ 132 
ヘルプデスクをセットアップする ........................................................................................... 135 
 

 

Panelをセキュリティ保護する 

このセクションの内容: 

管理アクセスを制限する ..................................................................................................... 114 
最低限のパスワード強度をセットアップする ......................................................................... 115 
拡張セキュリティモードを有効化する ................................................................................... 116 
SSL 保護 ........................................................................................................................... 117 
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管理アクセスを制限する 

セキュリティ上の不安を軽減するためには、特定の IP アドレスからコントロールパネルへの管理アク

セスを制限することができます。 

 Panel への管理アクセスを、特定の IP アドレスやネットワークに制限
するには： 

1. ［ツールと設定］>［管理アクセス制限］（［セキュリティ］グループ内）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： 

1. ［ツールと設定］>［管理アクセス制限］（［セキュリティ］グループ内）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。 
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低限のパスワード強度をセットアップする 

Panel のセキュリティを向上するために、システム内のすべてのパスワードに対して 低限のパスワー

ド強度を設定することができます（［ツールと設定］>［パスワードセキュリティ］>［パスワード強

度］）。パスワード強度とは、パスワードが各種攻撃に対してどれくらい効果的に防御できるのかを

示す指標です。一般に、パスワードの強度は、パスワードの複雑さと長さによって決まります。 

Panel ユーザ（管理者、顧客、リセラー、または補助ユーザ）は、Panel で新しいパスワードを設定す

る際に（例えば、メールアカウントの新規作成時や FTP ユーザのパスワード変更時）、 低限のパス

ワード強度を満たすようなパスワードを指定する必要があります。 低限の強度を高くした場合でも、

既存のパスワードはこの新しい要件による影響を受けません。 

より強いパスワードを使用するようユーザに強制することをお勧めしますが、このようなパスワード

には覚えにくいという短所があります。 

Panel のパスワード強度は、 弱、弱、中、強、 強の 5 段階に分類されます。この中から、達成され

る防御レベルとパスワードの複雑さのバランスが適度にとれたレベルを選択してください。 
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拡張セキュリティモードを有効化する 

拡張セキュリティモードによって、Panel 内の機密情報により高度な防御を適用することができますこ

のモードでは、許可されないアクセスからデータを保護するために、様々なセキュリティメカニズム

を活用します。Panel のセキュリティを向上するために、このモードを有効化することをお勧めします。 

拡張セキュリティモードは、すべての Panel ユーザに対して完全に透過的です。モードを有効化して

も、Panel の挙動に大きな違いはありません。ただし、以下の変更点については注意が必要です。 

 リモート API との互換性 
モードを有効化すると、Panel のリモート API を使用して機密情報（ユーザパスワードなど）を取

得することができなくなります。これにより、このような API RPC 機能を使用するサードパーテ

ィ製アプリケーションやカスタムスクリプトが影響を受ける可能性があります。したがって、この

ようなアプリケーションを使用している場合は、ベンダーに連絡をとり、Panel 11 を完全サポー

トするように依頼してください。 

 パスワードリマインダの挙動 
パスワードを忘れたユーザに対するパスワードのメール送信は行われなくなります。代わりに、パ

スワード変更用のリンクが記載されたメールがユーザに送信されます。 

      

モードを有効化する 

Panel 11 をクリーンインストールすると、デフォルトで拡張セキュリティモードは有効化されていま

す。 

一方、旧バージョンから Panel 11 にアップグレードした場合は、［ツールと設定］>［セキュリティ

ポリシー］で拡張セキュリティポリシーを有効化することができます。拡張セキュリティポリシーの

有効化は、取り消すことができないオペレーションです。 

注：課金ソリューションとして Parallels Business Automation Standard（PBAS）を使用する場合は、

拡張セキュリティモードを必ず有効化する必要があります。 
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SSL 保護 

このセクションの内容: 

SSL 証明書を取得する ...................................................................................................... 117 
SSL および共有 IP アドレス（Linux） ................................................................................... 121 
SSL および共有 IP アドレス（Windows） ............................................................................. 121 
 

 

SSL証明書を取得する 

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、SSL が有効化された HTTP プロ

トコルによるセキュア接続のみが可能です。Parallels Plesk Panel で管理されるサーバとのデータ交換

は、すべて暗号化して行われるため、機密情報の盗用を防止することができます。データ暗号化プロ

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時に自動生成され、サーバにイ

ンストールされます。これを自己署名証明書と呼びます。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ウェブブラウザに警告メッセージが表示されます。 

顧客に信頼してもらうためには、信頼性のある認証局から 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で、Comodo、GeoTrust, Inc.、または GoDaddy から SSL 証明書を購入する。 

または 

 コントロールパネルで、証明書署名要求（CSR）を作成して任意の認証局へ送信し、SSL 証明書

を作成してもらう。 

注：MyPlesk.com オンラインストア経由で証明書を購入するためにコントロールパネルの機能を

使用する場合は、コマンドラインツールを使用して CSR を作成しないでください。 

 MyPleskCom オンラインストア経由で Comodo、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： 

1. ［ツールと設定］>［SSL証明書］（［リソース］グループ内）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. ［SSL証明書を追加］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： これによってリポジトリ内で証明書を識別することができます。 

 暗号化レベル： SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。1024 ビットより大きい値を選択す

ることをお勧めします。 

 所在地と組織名を指定します。これらの値は、64 文字まで入力可能です。 
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 SSL 証明書を購入したいホスト名を指定します（例： your-domain.com）。 

 メールアドレスを入力します。 

4. この情報を基に秘密キーが生成されるため、間違いがないかよく確認してく

ださい。 

5. ［SSL証明書を購入］をクリックします。 

秘密キーおよび証明書署名要求が生成されます。これら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. 購入する証明書の種類を選択します。 

8. ［購入に進む］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、特定のドメイン名に対する証明書が、認証されたユーザによって要求さ

れたことを確認するためのメールアドレスです。 

9. 証明書署名要求が処理されると、確認メールが届きます。確認すると、証明

書がメールで送信されます。 

10. 受信したSSL証明書をローカルマシンまたはネットワークに保存してくださ

い。 

11. SSL証明書リポジトリへ戻ります（［ツールと設定］タブ>［SSL証明書］）。 

12. 画面中央にある［ブラウズ］をクリックして、証明書の保存場所に移動します。

証明書を選択し、［ファイル送信］をクリックします。証明書がリポジトリに

アップロードされます。 

13. 追加した証明書の横のチェックボックスをオンにして、［  Panelの保護］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： 

1. ［ツールと設定］>［SSL証明書］（［リソース］グループ内）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. ［SSL証明書を追加］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： これによってリポジトリ内で証明書を識別することができます。 

 暗号化レベル： SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。1024 ビットより大きい値を選択す

ることをお勧めします。 

 所在地と組織名を指定します。これらの値は、64 文字まで入力可能です。 

 SSL 証明書を購入したいホスト名を指定します（例： your-domain.com）。 
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 メールアドレスを入力します。 

4. この情報を基に秘密キーが生成されるため、間違いがないかよく確認してく

ださい。 

5. ［リクエスト］をクリックします。秘密キーおよび証明書署名要求が生成され、

リポジトリに保存されます。 

6. 証明書のリストで、必要な証明書の名前をクリックします。証明書のプロパ

ティを示すページが開きます。 

7. ページ内でCSRセクションを検索し、「-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----」から

「-----END CERTIFICATE REQUEST-----」までのテキストをクリップボードにコピー

します。 

8. SSL証明書を購入する証明書認証機関のウェブサイトを開き、サイトのリン

クを辿って証明書の注文処理を開始します。CSRテキストを入力するよう指

示されたら、クリップボードからオンラインフォームへデータを貼り付けて、

［続行］をクリックします。入力した情報に基づいて、認証局がSSL証明書を

作成します。 

9. 受信したSSL証明書をローカルマシンまたはネットワークに保存してくださ

い。 

10. SSL証明書リポジトリへ戻ります（［ツールと設定］タブ>［SSL証明書］）。 

11. 画面中央にある［ブラウズ］をクリックして、証明書の保存場所に移動します。

証明書を選択し、［ファイル送信］をクリックします。証明書がリポジトリに

アップロードされます。 

12. 追加した証明書の横のチェックボックスをオンにして、［  Panelの保護］を

クリックします。 

 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. ［ツールと設定］>［SSL証明書］（［リソース］グループ内）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. ［SSL証明書を追加］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： これによってリポジトリ内で証明書を識別することができます。 

 暗号化レベル： SSL 証明書の暗号化レベルを選択します。1024 ビットより大きい値を選択す

ることをお勧めします。 

 所在地と組織名を指定します。これらの値は、64 文字まで入力可能です。 

 SSL 証明書を購入したいホスト名を指定します（例： your-domain.com）。 

 メールアドレスを入力します。 
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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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SSLおよび共有 IPアドレス（Linux） 

Parallels Plesk Panel for Linux は TLS プロトコルの SNI（Server Name Indication）拡張をサポートし

ているため、共有 IPアドレスでホスティングされているサイトに対して認証済みSSL証明書を使用で

きます。 

SNI によって IPv4 リソースを効率的に使用することができ、次のようなメリットがあります。 

 プロバイダは、任意の数の SSL サイトを、個別の証明書を使用して 1 つの IPv4 アドレスで運用す

ることができます。 

 ホスティング顧客は、自社の各サイトに個別の SSL 証明書をインストールできるため、契約を新

規購入する必要はありません。それぞれの顧客は、サーバ全体に共有 IP アドレスがただ 1 つ存在

する場合でも SSL 証明書をインストールすることができます。 

SNI をサポートする OS のリストは、リリースノートを参照してください。 

SNI を使用して共有 IP アドレスで SSL をサポートするためには、ユーザのブラウザでも SNI がサポー

トされている必要があります。OS に Windows XP を使用する場合を除き、IE 7、Firefox 2.0、Opera 8.0、
Chrome など大部分の 新ウェブブラウザは SNI をサポートしています。SNI や SNI に対応するクラ

イアントについて詳しくは、http://ja.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indicationを参照してください。 

SNI がサポートされない場合に、共有 IP アドレス上でホストされるサイトに SSL 証明書を割り当てる

と、この証明書は同じ IP アドレスでホストされているすべてのサイトに対して関連付けられます。 

ウェブサイトへの SSL 証明書の割り当て方法については、『コントロールパネルユーザガイド』の「ウ

ェブサイトへの接続を SSL でセキュリティ保護する」のセクションを参照してください。 

SSLおよび共有 IPアドレス（Windows） 

Windows ベースのインストールでは、SSL によってサイトアクセスのセキュリティを向上でき、サイ

ト所有者は独自の SSL 証明書を購入する必要がありません。このような共有 SSL を使用するウェブサ

イトは、実際には、証明書を他のドメインと共有しています。自らの SSL 証明書を他のドメインと共

有するドメインを、「マスター SSL ドメイン」と呼びます。 

自社に属する任意のウェブサイトを選び、ウェブホスティング設定で SSL サポートを有効化し、この

サイトに対して有効な SSL 証明書をインストールして、同じサーバ上でホストされている他のすべて

のウェブサイトに対するマスター SSL ドメインとして機能させることができます。あるいは、自社の

任意のユーザ（リセラーまたは顧客アカウント）に属するウェブサイトを選び、ウェブホスティング

設定で SSL サポートを有効化し、有効な SSL 証明書をこのサイトにインストールして、このユーザの

他のすべてのウェブサイトに対するマスター SSL ドメインとして機能させることができます。 

マスター SSL ドメインを割り当てた後で、プロバイダまたはその顧客は、セキュアなアクセスが必要

な各ドメインに共有 SSL リンクを追加する必要があります。 

 マスター SSL ドメインを設定し、共有 SSL をサーバで有効化するに
は： 

1. ［ツールと設定］>［共用SSL］（［リソース］グループ内）に進みます。 
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2. ［共用SSLをスイッチオンする］チェックボックスをオンにします。 

3. 必要なウェブサイトを［ドメイン名］メニューで選択します。リストには、サ

ーバ上でホストされておりSSLが有効化されているウェブサイトのみが表示

されます。 

4. ［OK］をクリックします。 

共用 SSL リンクのウェブサイトへの追加について詳しくは、『コントロールパネルユーザガイド』で

「他のウェブサイトと共有する SSL 証明書を使用する」を参照してください。 

 サーバで共用 SSL を無効化するには： 

1. ［ツールと設定］>［共用SSL］（［リソース］グループ内）に進みます。 

2. ［共用SSLをスイッチオンする］チェックボックスをオフにします。 

3. ［OK］をクリックします。 
 

異なるネットワーク環境で Panelを構成する 

このセクションの内容: 

Panel が使用するポート ..................................................................................................... 122 
NAT によってルータの背後で Panel を実行する ................................................................. 124 
Panel のファイアウォールを使用する（Windows） ............................................................... 126 
パッシブ FTP モード用にポート範囲を構成する（Windows） ................................................ 131 
 

 

 

Panel が使用するポート 

このセクションでは、Panel にファイアウォールを組み込んでセットアップし、Panel とそのサービス

に対するアクセスを許可する方法を説明します。 

Parallels Plesk Panel サービスで使用されるポートとプロトコルは以下のとおりです。 

サービス名 サービスに使用されるポート 

Panel の管理インターフェース TCP 8443、8880 

Samba（Windows ネットワーク上でのファイ

ル共有） 
UDP 137、UDP 138、TCP 139、
TCP 445 

VPN サービス UDP 1194 

ウェブサーバ TCP 80、TCP 443 

FTP サーバ TCP 21 
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SSH（セキュアシェル）サーバ TCP 22 

SMTP（メール送信）サーバ  TCP 25、TCP 465 

POP3（メール取得）サーバ TCP 110、TCP 995 

IMAP（メール取得）サーバ  TCP 143、TCP 993 

メールパスワード変更サービス TCP 106 

MySQL サーバ  TCP 3306 

MS SQL サーバ TCP 1433 

PostgreSQL サーバ TCP 5432 

ライセンスサーバ接続 TCP 5224 

ドメインネームサーバ UDP 53、TCP 53 

Panel アップグレードおよびアップデート TCP 8447 
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NAT によってルータの背後で Panel を実行する 

Panel で新しいウェブサイトをセットアップするたびに、このウェブサイトに使用されるドメイン名が、

このドメインの DNS ゾーン内にある Panel で管理されるサーバの IP アドレスと関連付けられます。

NAT（ネットワークアドレス変換）ルータの背後で Panel を実行している場合、この IP アドレスは内

部ネットワークアドレスです（192.168.1.10 など）。「192.168.x.x」という IP アドレスは、IANA（Internet 
Assigned Numbers Authority）がプライベートネットワークでの使用用に予約しているアドレスである

ため、インターネットユーザがこのウェブサイトにアクセスすることはできません。この回避策とし

て、ドメイン名を、同じ DNS ゾーン内のルーティングデバイスのパブリック IP アドレスに関連付け

る必要があります。 

（サーバを自社所有するのではなく）ホスティングプロバイダのホスティングパッケージの一部とし

て Panel を使用している場合は、ホスティングプロバイダによって、ウェブサイトの作成に使用する

DNS ゾーンテンプレートとルーティングデバイスの構成は完了しています。この場合、このセクショ

ンの指示に従って、自社のウェブサイトにインターネットユーザがアクセスできるようにすることが

できます。 

 ホスティングプロバイダによって DNSゾーンテンプレートが適切に変
更されているかどうかを確認するには： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］（［DNS］グループ）に進みます。 

2. 「A」タイプのリソースレコードをすべて見つけます。デフォルトでは、これ

らのレコードは以下のようになっています。 

 <domain>. A <ip> 

 mail.<domain>. A <ip> 

 ns.<domain>.A <ip> 

 webmail.<domain>. A <ip> 

<ip> ではなく実際の IP アドレスが表示されている場合、ウェブサイト作成に使用する DNS ゾーンテ

ンプレートはホスティングプロバイダによって変更されています。この IP アドレスを書き留めておき、

「NAT ルータの背後で Panel を稼働している場合にウェブサイトをアクセス可能にする」に進んで、

インターネットユーザがウェブサイトにアクセスできるようにする方法を確認してください。 

ただし、上の例のようなレコード（実際の IP アドレスではなく <ip>）が表示される場合は、ホスティ

ングパッケージの一部として提供されている Panel が NAT ルータの背後で稼働していないか、DNS
ゾーンテンプレートを手動で変更する必要があります。 

 ウェブサイトの作成に使用する DNSゾーンテンプレートを変更するに
は： 

1. ［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］（［DNS］グループ）に進みます。 

2. 「A」タイプのリソースレコードをすべて見つけます。次のようなレコードが

あります。 

 <domain>. A <ip> 

 mail.<domain>. A <ip> 
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 ns.<domain>.A <ip> 

 webmail.<domain>. A <ip> 

3. これらのAタイプレコードをすべて編集します。 

a. ［ホスト］列で該当のリンクをクリックします。 

b. ［IPアドレス］入力ボックスで <ip> テンプレートを削除して、ホス

ティングプロバイダによって割り当てたパブリックIPアドレスを入

力します。割り当てられたパブリックIPアドレスを忘れた場合は、

ホスティングプロバイダにお問い合わせください。 

4. ［OK］をクリックします。 

NAT ルータの背後で Parallels Plesk Panel サーバを稼働している場合は、ルーティングデバイスを手

動で構成し、ウェブサイトの作成に使用した DNS ゾーンテンプレートを変更する必要があります。 

 Panel をインストールしたサーバを NAT ルータの背後で稼働している
場合： 

1. 適切にアドレス変換を実行できるように、ルーティングデバイスを構成しま

す。詳しくは、お使いのルーティングデバイスのマニュアルを参照してくだ

さい。 

2. Panelにログインし、［ツールと設定］>［DNSテンプレート設定］（［DNS］グ

ループ）に進みます。 

3. 「A」タイプのリソースレコードをすべて見つけます。これらのレコードは以

下のようになっています。 

 <domain>. A <ip> 

 mail.<domain>. A <ip> 

 mail.<domain>. A <ip> 

 webmail.<domain>. A <ip> 

4. これらのAタイプレコードをすべて編集します。 

a. ［ホスト］列で該当のリンクをクリックします。 

b. ［IPアドレスの入力］入力ボックスで <ip> テンプレートを削除して、

ルーティングデバイスのパブリックIPアドレスを入力します。 

c. ［OK］をクリックします。 

d. 「NATを行うルータの背後でパネルを実行する場合にウェブサイト

をアクセス可能にする」に進んで、インターネットユーザに対してウ

ェブサイトをアクセス可能にする方法の詳細をご覧ください。 
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Panel のファイアウォールを使用する（Windows） 

Parallels Plesk Panel に搭載されたファイアウォールを使用して、悪意あるネットワーク接続によるサ

ーバの悪用からサーバを保護することができます。ファイアウォールにはあらかじめルールのセット

が定義されており、ホスティングサーバが正しく機能するために必要なサービス（ウェブ、メール、

FTP など）への接続が許可されています。デフォルトで、ファイアウォールは無効になっています。 

このセクションでは、以下を実行する方法を説明します。 

 ファイアウォールの有効化 

 現在許可されている受信接続の確認 

 受信接続の許可またはブロック 

 ICMP 接続の許可またはブロック 

 ファイアウォールのデフォルト構成の復元 

 ファイアウォールの無効化 

 

このセクションの内容: 

ファイアウォールを有効化/無効化する ................................................................................ 127 
現在許可されている受信接続を確認する ............................................................................ 128 
受信接続を許可またはブロックする .................................................................................... 129 
ICMP 接続を許可またはブロックする .................................................................................. 130 
ファイアウォールのデフォルト設定を復元す ........................................................................ 130 
サーバへのすべての接続をパニックモードを使用して遮断する ........................................... 131 
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ファイアウォールを有効化/無効化する 

 ファイアウォールを有効化するには： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）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で有効化するには、

ネットワークインターフェースが複数ある場合、インターフェースのリスト

でこの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。［S］（ステータス）列

に  アイコンが表示される場合、ファイアウォールはルールと一致するパケットをブロックしま

す。  アイコンが表示される場合、ファイアウォールはルールと一致するパケットの通過を許可

します。 

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構成は、Microsoft Windows Server 
2003 のみで可能です。 

 ファイアウォールを無効化するには： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）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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現在許可されている受信接続を確認する 

デフォルトでは、明示的に許可されていない受信接続はすべてブロックされます。 

 受信接続に現在適用されているファイアウォールルールを確認するに
は： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）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。［S］（ステータス）列に  アイコンが表示

される場合は、ルールと一致するパケットをファイアウォールがブロックします。  アイコンが

表示される場合は、ルールに一致するパケットの通過をファイアウォールが許可します。 

注： 特定のネットワークインターフェースに対してファイアウォールを設定するのは、Microsoft 
Windows Server 2003 でのみ可能です。Microsoft Windows Server 2008 を使用している場合は、

［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、各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。変更を保存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。 

 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、参考用

にルール名を指定して、受信接続を許可するポートとプロトコルを指定します。このルールを

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オンにしておきま

す。［OK］をクリックします。 

 過去にアクセス不可にしたサービスへの接続を許可するには、［S］列でそれぞれのルールの 

 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ブロックするには、［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ブロックするには、該当するサービスへ接続を許可しているルール

のチェックボックスをオンにして、［削除］をクリックします。ルールを削除すると、このル

ールに指定されている接続がブロックされるようになります。 
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受信接続を許可またはブロックする 

デフォルトでは、明示的に許可されていない受信接続はすべてブロックされます。 

 サービスへの受信接続を許可するには： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）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に対してファイアウォールを設定するのは、Microsoft 
Windows Server 2003 でのみ可能です。Microsoft Windows Server 2008 を使用している場合は、

［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。 

 ルール名（参照用） 

 受信接続を許可するポート/ポート範囲およびプロトコル 

4. こ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

ボックスをオンにしておきます。 

5. ［OK］をクリックします。 

 許可していたサービスへの受信接続をブロックするには： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）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に対してファイアウォールを設定するのは、Microsoft 
Windows Server 2003 でのみ可能です。Microsoft Windows Server 2008 を使用している場合は、

［ファイアウォールルール］タブに進んでください。 

3. 該当するサービスへ接続を許可しているルールのチェックボックスをオンに

して、［削除］をクリックします。 

ルールを削除すると、このルールに指定されている接続がブロックされるようになります。 
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ICMP接続を許可またはブロックする 

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

ての ICMP 接続が許可されています。ICMP メッセージについて詳しくは、

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912869を参照してください。 

 ICMP 接続を許可またはブロックするには： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）>［ICMP
プロトコル］に進みます。 

ICMP 接続に事前定義されているルールが一覧表示されます。［S］（ステータス）列に  アイ

コンが表示される場合、ファイアウォールはルールと一致するパケットをブロックします。  ア
イコンが表示される場合、ファイアウォールはルールと一致するパケットの通過を許可します。 

2. 以下のいずれかを実行します。 

 特定のタイプの ICMP 要求を許可するには、［S］列の  アイコンをクリックします。 

 特定のタイプの ICMP 要求をブロックするには、［S］列の  アイコンをクリックします。 

 すべての ICMP 要求をブロックするには、［パニックモード］をクリックします。 

 ICMP 要求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を復元する 

 初期構成に戻すには： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）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に対してファイアウォールを設定するのは、Microsoft 
Windows Server 2003 でのみ可能です。Microsoft Windows Server 2008 を使用している場合は、

［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［デフォルトに戻す］をクリックします。 
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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遮断する 

サーバのセキュリティが侵害され、ウェブサイトに障害が発生した場合、すべての脆弱性パッチを適

用し、ウェブサイトをバックアップファイルから復元する間、サーバをインターネットから切断して

停止することができます。 

 サーバへの接続をすべて遮断するには： 

1. ［ツールと設定］>［ファイアウォール］（［セキュリティ］グループ内）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に対してファイアウォールを設定するのは、Microsoft 
Windows Server 2003 でのみ可能です。Microsoft Windows Server 2008 を使用している場合は、［フ

ァイアウォールルール］タブに進んでください。 

 
 

パッシブ FTP モード用にポート範囲を構成する（Windows） 

 パッシブモードでサーバに FTP 接続するためのポートまたはポート範
囲を設定するには： 

1. ［ツールと設定］>［FTP設定］>に進みます。 

2. ［パッシブFTPモード接続用のポートまたはポート範囲］フィールドにポートま

たはポート範囲を入力し、［OK］をクリックします。 
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メール通知を構成する 
ディスク容量や帯域幅が有効範囲を超えると、管理者と顧客に通知がメール送信されます。コントロ

ールパネルは、リソース超過以外に、次のような場合にも通知を送信できます。 

 新規ユーザアカウントが作成された場合 

 新規ドメインが追加された場合 

 ホスティングアカウントの期限切れ（有効期限は、ユーザアカウントとウェブサイトに対して別々

に定義されています） 

 通知システム設定を表示または変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［通知］（［ログと通知］グループ内）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、各イベントに関する通知を

受け取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。 

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］列で  
アイコンをクリックします。 

通知にタグを使用できます。タグは、実際の値に置き換えられます（以下の表を参照してください）。 

4. ユーザアカウントウェブサイトの期限切れ通知をいつ送信するかを指定しま

す。デフォルトでは、通知は期限切れの10日前に送信されます。［OK］をク

リックします。 

 

通知メッセージで使用できるタグ 

イベントのタイ

プ 
通知に使用できるタグ タグが意味するデータ 

リセラーまたは

顧客アカウント

が作成された 

 

<reseller_contact_name> 

<user_contact_name> 

ユーザの姓および名 

<reseller_login> 

<user_login> 

Panel での認証用のユーザ名 

<password> Panel での認証用のユーザパスワ

ード 

<reseller_company_name> 

<user_company_name> 

会社名 
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<reseller_cr_date> 

<user_cr_date> 

ユーザアカウントの作成日 

<reseller_phone> 

<user_phone> 

電話番号 

<reseller_fax> 

<user_fax> 

FAX 番号 

<reseller_country> 

<user_country> 

国 

<reseller_state_province> 

<user_state_province> 

州（都道府県） 

<reseller_city> 

<user_city> 

市区町村 

<reseller_postal_ZIP_code> 

<user_postal_ZIP_code> 

郵便番号 

<reseller_address> 

<user_address> 

住所 

<reseller_id> 

<user_id> 

システムに割り当てられた固有の
ID 

<hostname> Panel へのアクセス用のホスト名

サーバに新しい

ウェブサイトが

追加された 

 

<domain_name> ドメイン名 

<reseller_login> 

<user_login> 

Panel での認証用のユーザ名 

 <reseller_contact_name> 

 <user_contact_name> 

ユーザの姓および名 

<dom_id> システムに割り当てられた固有の
ID 
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<ip> ウェブサイトがホスティングされ

ている IP アドレス 

契約の期限切れ

通知 

 

<domain_name> 契約名 

<reseller_login> 

<user_login> 

Panel での認証用のユーザ名 

<reseller_contact_name> 

<user_contact_name> 

ユーザの姓および名 

<dom_id> システムに割り当てられた固有の
ID 

<domain_expiration_date> 契約の有効期限 

リソース利用超

過の通知 

 

<domain_name> 契約名 

<reseller_login> 

<user_login> 

Panel での認証用のユーザ名 

<reseller_contact_name> 

<user_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 

<resource_table> 制限値に達した（または達しそう

な）すべてのリソースに関する情

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ている

帯域幅に関する情報 
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注： 旧バージョンから Parallels Plesk Panel にアップグレードすると、以前に使用していたすべての

カスタム通知テンプレートが継承されます。ユーザアカウント階層やリソース利用超過スキームが変

更され、あらゆるタイプのリソースの利用超過が可能になりました。従って、利用超過リソースに関

する情報をすべて通知テンプレートに表示する場合は、<disk_usage>、<disk_space_limit>、<traffic>、
<traffic_limit> などの変数を使用する代わりに、<resource_table> という変数を 1 つ使用することを推

奨します。  

ヘルプデスクをセットアップする 
コントロールパネルで顧客が問題報告を送信できるようにするには、次のようにセットアップします。 

1. 貴社のウェブサイトをホスティングする契約をセットアップします。 

2. アプリケーションカタログで、アプリケーション osTicket（バージョン 1.6 以上）をサイトにイン

ストールします。 利用可能な無料ソリューションの中でも、osTicket は使いやすさと機能の充実

度が も優れていると考えられます。 osTicket について詳しくは、公式サイト

（http://osticket.com）を参照してください。 

 ウェブサイトのホスティング用に契約をセットアップするには： 

1. サーバ管理パネルのナビゲーションペインで、［ホスティングサービス］グル

ープの下にある［契約］リンクをクリックします。 

2. ［新しい契約を追加する］をクリックします。 

3. 会社サイトのドメイン名を入力します（「provider-example.com」など）。 

4. IPアドレスを選択します。 

5. FTP経由でウェブスペースにアクセスし、ファイルを管理するためのユーザ

名とパスワードを入力します。 

6. ［サービスプラン］メニューで［無制限］を選択し、サイトでのリソース消費

量に制限を加えないようにします。 

7. ［OK］をクリックします。 

次にサーバ管理パネルにログインすると、［ヘルプデスクをインストールする］リンクがナビゲーシ

ョンペインに表示されます。 このリンクを使用して、ウェブサイトに osTicket をインストールできま

す。 

 ログインし直す必要なく、今すぐインストールを開始するには： 

1. サイトのドメイン名の横にある［コントロールパネル］リンクをクリックしま

す。 新しいブラウザウィンドウまたはタブにコントロールパネルが開きま

す。 

2. ［ホーム］タブの［アプリケーション］グループで［osTicket］リンクをクリッ

クします。 
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3. ［インストール］をクリックします。 

4. ライセンス契約の条項を読み、同意を確認し、［次へ］をクリックします。 

5. アプリケーション設定を開くには、［すべての設定を表示する］リンクをクリ

ックし、以下を指定します。 

 サーバにおけるインストールディレクトリへのパス。 

 アプリケーションへの管理アクセス。 ヘルプデスクの管理に、サイトの FTP アカウントのユ

ーザ名とパスワードを使用するには、［既存ユーザに管理アクセスを許可する］オプションは

オンにしたまま、メニューで［管理］を選択します。 

 管理者のメールアドレス ヘルプデスク管理者のメールアドレスを指定します。 

 ウェブサイト名 （例：<会社名> 顧客サービスポータル）。 

 デフォルトのシステムメールアドレス。 サポートエンジニアへの連絡窓口としてサイトに掲載

するメールアドレスを指定します（例：support@example.com）。 

 データベース管理者のパスワード。 

6. ［インストール］をクリックします。 

インストールが完了したら、サーバ管理パネルのナビゲーションペインで［ヘルプデスク］リンクを

使用できるようになります。ここから、ヘルプデスクを管理したり、顧客やリセラーの顧客が送信し

たチケットを処理することができます。 

顧客はコントロールパネルの［カスタムボタン］グループで［ヘルプデスク］リンクをクリックする

ことにより、チケットを送信できます。 



 

  
 

Customer & Business Manager によってビジネスを自動化することを決めた場合、一連の作業

を実行して、Business Manager と Panel が連携して業務を行えるようにする必要があります。

具体的には、次のような作業が必要です。 

1. Business Manager の初期構成を実行する。 

2. Business Manager でビジネス関連の様々な設定を構成する（請求、支払方法など）。 

3. Business Manager と連携できるように Panel を準備する。 

以下、これらの作業について詳しく説明します。 

初期構成 

Business Manager に管理者アカウントで初めてログインすると、初期構成の実行に誘導されま

す。以下のような初期構成があります。 

 会社情報を指定します。 

Business Manager は、会社情報を定期タスクの実行に使用します。例えば、メールの作成

時には、メールテンプレートに会社名と連絡先情報が挿入されます。従って、これらの情報

は 新状態にしておく必要があります。 初は、インストールプロセスで収集された情報が

これらの値に挿入されます。 

 Business Manager 契約に対して使用する IP アドレスを指定します。 

ある顧客がホスティングアカウントを契約すると、Business Manager は、ローカル Panel
（同じサーバにインストールされた Panel）の IP プールからこのアカウントに IP アドレス

を割り当てます。この IP アドレスは、複数の顧客が共有することも、各アカウント専用に

することもできます。初期化時に、Business Manager が契約に割り当てる IPv4 アドレスと

IPv6 アドレスを選択します。 

 

Business Manager でビジネス関連の様々な設定を構成する 

初期構成が完了すると、システムは Business Manager の［ホーム］ページにユーザをリダイレ

クトします。このページには、ビジネスを迅速にオンラインにするためのツールである「クイッ

クセットアップ」ウィジェットがあります。このウィジェットを使用すると、以下のような重要

設定についても構成することができます。 

設定 セクション 

暗号化設定 暗号化をセットアップする（484ページ） 

課税ポリシー 課税を構成する（211ページ） 

支払ゲートウェイ 支払ゲートウェイをセットアップする（150ページ）

ドメインレジストラ レジストラのアカウントをセットアップする（259ペ
ージ） 

第 6 章  

Business Manager の構成 
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不正防止 不正防止をセットアップする（205ページ） 

これらの設定を構成してから、本章の該当セクションで説明するその他の Business Manager 設
定に進みます。 

Business Manager と連携できるように Panel を準備する 

後に、Business Manager の構成が完了してから、Business Manager と連携できるように

Panel を準備する必要があります。以下の 2 つのステップを行います。 

 Panel 通知を無効化する。 

 既存のアカウント、契約、サービスプランを Panel から Business Manager に移動する。 

Business Manager と連携できるように Panel を準備する方法について詳しくは、「Business 
Manager と連携するように Panel を準備する（138ページ）」セクションを参照してください。 

 

この章の内容: 

Business Manager と連携できるように Panel を準備する .................................................. 139 
バージョン 10.0～10.2 からのアップグレード後のクイックスタート ........................................ 141 
会社情報を変更する .......................................................................................................... 143 
管理者をセットアップする .................................................................................................... 144 
支払方法を構成する .......................................................................................................... 149 
ホスティングパネルを接続する ........................................................................................... 160 
請求書をセットアップする .................................................................................................... 166 
Schet-Factura を構成する ................................................................................................ 174 
プロビジョニングポリシーをセットアップする ......................................................................... 175 
契約が未払いの場合の処理方法を定義する ...................................................................... 175 
自動メールをセットアップする ............................................................................................. 177 
オンラインストアを管理する ................................................................................................ 202 
不正防止をセットアップする ................................................................................................ 205 
税金を構成する ................................................................................................................. 211 
EU の業務基準に準拠する ............................................................................................... 216 
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Business Manager と連携できるように

Panel を準備する 

Panel と Business Manager を連携させて使用を開始するためには、このセクションの指示に従

って Panel を準備する必要があります。具体的な準備作業は以下の通りです。 

 アカウントの新規作成時の Panel 通知を無効化する。 

 Panel の契約、プラン、顧客アカウントを Business Manager に追加する。 

既にホスティングサービスを提供するために Panel を使用しており、既存の契約に対する課

金・請求を Business Manager で開始したい場合は、ビルトインツールを使用してこれらの

契約を追加する必要があります。 

以下、Business Manager と連携できるように Panel を準備する方法について詳しく説明します。 

Panel 通知を無効化する 

デフォルトで、新規顧客またはリセラーアカウントが Panel に作成されると、Panel はその所有

者に対してアカウント情報をメールで通知します。同じように、Business Manager も、アカウ

ントの新規作成時に通知を送信します。したがって、Panel のすべての新規契約が Business 
Manager によって作成されると想定される場合は、Panel 通知を無効化して Business Manager
通知のみにする必要があります。これを行うには、Panel の［ツールと設定］>［通知］ページ

で、アカウント新規作成時の通知の送信を無効化します。 

Panel の契約、プラン、顧客アカウントを Business Manager に追加する 

既に Panel を Business Manager なしで使用しており、新たに Business Manager をインストー

ルしてビジネスオペレーションを自動化することに決めた場合は、既存の契約を Business 
Managerに追加します。この作業は、Panelで別の課金ソリューションを使用しておりBusiness 
Manager に切り替えることを決めた場合にも必要です。 

契約の追加方法は、サービスプランおよび顧客アカウントとの関係に応じて複雑になります。し

たがって、システムを適切に機能させるためには、関連オブジェクトをシステムに追加する必要

があります。 初にプランを追加し、次にアカウントを追加して、 後に契約を追加します。こ

の手順は柔軟であり、オブジェクトは個別に追加できますが、プラン、顧客アカウント、契約と

いう順番は守らなければなりません。 

Panel のオブジェクトを Business Manager に追加すると、オブジェクトは「リンク」されたこ

とになります。「リンク」によって、Business Manager オブジェクトのプロパティへの変更が、

対応する Panel オブジェクトにも適用されるようになります。Business Manager は、オブジェ

クトを追加する前に、これが Business Manager に既に存在しないことを確認します。一致する

オブジェクトが見つかった場合は、これら 2 つのオブジェクトがリンクされます。一致するオブ

ジェクトが見つからない場合は、Business Manager がオブジェクトを新規作成し、両オブジェ

クトをリンクします。 

この照合作業は、次のようなアルゴリズムで行われます。 

 プランの場合、名前が同じであれば「一致」すると見なされます。 
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 顧客アカウントの場合、連絡先名とメールアドレスが同じであれば「一致」すると見な

されます。 

 契約の場合、サービスプランと契約者アカウントが同じであれば「一致」すると見なさ

れます。 

 

Panel のオブジェクトを Business Manager に追加するには、追加したいオブジェクトのリスト

が表示されるページで［Business Manager に追加］ボタンをクリックします（ホスティングサー

ビスのサービスプラン、顧客、または契約アイテム）。 

Business Manager にオブジェクトを追加する前に、以下を確認してください。 

 Business Manager に追加する顧客アカウントの電話番号および住所フィールドに値が入力

されていること。つまり、Panel アカウントを Business Manager に追加するためには、こ

れらのフィールドが入力されている必要があります。 

 追加するアカウントに会計担当者の役割を持つ代替ユーザアカウントがあれば、Panel はこ

れらのユーザも追加します。これらのユーザに対応するアカウントが Business Manager に
存在しない場合、アカウントが新規作成され、ランダムに作成されたパスワードがメールで

ユーザに送信されます。 

 顧客アカウントをリンクすると、Business Manager のアカウントのパスワードが Panel の
アカウントにも割り当てられます。 

 契約を Business Manager に追加すると、システムはこの契約に対して新しい課金サイクル

を開始し、次の課金サイクルの始めに 初の請求書を発行します。例えば、課金サイクルが

1 ヶ月の契約を追加すると、契約者は追加の 1 ヶ月後に Business Manager から 初の請求

書を受け取ります。 
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バージョン 10.0～10.2 からのアップグレ

ード後のクイックスタート 

Business Manager での作業をより簡単にするために、10.3 でユーザインターフェースが大幅に改良さ

れています。このセクションでは、バージョン 10.x で実行していた一般的な定期テスクをアップグレ

ード後に実行する方法について説明します。 

財務とワークフロー 

請求書の発行、製品に対する税設定、契約の作成・キャンセルルールの定義といった業務の自動化に

関連するツールの場所が、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］ページの［財務とワークフロ

ー］グループに変わりました。 

顧客のパーミッション管理 

顧客アカウントにパーミッションを設定するには、システムメニューの［顧客管理］グループにある

リンクを使用してください。具体的には、次のような設定が可能です。 

 顧客が変更できるプロファイルフィールド。 

 顧客が使用できる課金アカウント。 

 アップグレードおよびダウングレードへのアクセス。 

 

割引とプロモーション 

プランのプロモーション用のツールは、［ビジネスセットアップ］>［マーケティングツール］ページ

にあります。 

特定の顧客に対する割引を制限するには、顧客グループに割引を含めます。顧客グループの作成およ

び管理のためのコントロールは、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［顧客グループ］ペ

ージにあります。 

不正防止 

不正を防止するために、特定のメールアドレスによる顧客アカウントの登録を禁止し、FraudGuardian
（新規顧客が悪意あるユーザでないことを確認するツール）を使用することができます。メールのブ

ラックリストの管理と FraudGuardian の構成のためのコントロールは、［ビジネスセットアップ］>
［すべての設定］の［不正防止］ページにあります。 

プランのカスタム価格 

プランにカスタム価格をセットアップするには、このカスタム価格で使用する価格グループと価格オ
プションを、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［拡張価格設定］ページで作成します。 

ホスティングパネル、支払ゲートウェイ、ドメインレジストラ、SSL 証明書プロバイダ 
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ホスティングパネル、ドメイン名レジストラ、支払ゲートウェイ、SSL 証明書プロバイダなどの各種

プラグインを管理するためのツールは、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］ページの［ホス

ティングパネルと外部モジュール］グループにあります。 

接続されたパネルの IP プールを管理するためのツールは、接続されたパネルのリストからアクセスで

きます（［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［ホスティングパネル］）。 

支払ゲートウェイを仮想端末でテストするには、支払ゲートウェイリストで特定のゲートウェイの［実

行可能なオペレーション］でリンクをクリックします（［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］

>［支払ゲートウェイ］）。 

ブランディングとカスタマイズ 

Business Manager のユーザインターフェースの外観を変更し、カスタムコンテンツ（会社情報、メー

ルテンプレート、印刷可能な請求書など）を指定するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設

定］ページの［ブランディングとカスタマイズ］グループにあるコントロールを使用します。 

システム情報 

Business Manager のライセンスとバージョン、インストール済みゲートウェイ、レジストラ、その他

のモジュールやソフトウェアに関する情報を参照するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設

定］ページの［システム情報］グループにあるコントロールを使用します。 

さらに、Business Manager の問題をトラブルシューティングする必要がある場合は、［システム情報］

グループにエラーレポートとログがあります。 

支払い 

支払トランザクションと未取得の資金のリストを参照するには、［ビジネスモニタリング］>［支払］

に進みます。 

銀行振込バッチファイルおよび銀行振込トランザクションのリストを参照するには、［ビジネスモニ

タリング］>［支払］ページの［トランザクション］タブで［銀行振込］リンクからアクセスすること

ができます。 
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会社情報を変更する 

様々なシステムモジュールによって、会社情報からデータが抽出されます。例えば、メールの作成時

には、メールテンプレートに会社名と連絡先情報が挿入されます。従って、これらの情報は 新状態

にしておく必要があります。 初は、インストールプロセスで収集された情報がこれらの値に挿入さ

れます。 

 会社情報を変更するには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［会社概要］をクリックします。 

2. 必要に応じて以下の情報を変更します。 

 名前： 顧客に対して表示したい会社名を入力します。 

 簡単な説明： 会社の事業内容を簡単に記述します。 

 説明： より長い説明を入力できます。 

 URL： 会社ウェブページの URL です。 

 顧客用 URL： Business Manager のディレクトリ構造に変更を加えた場合、このエントリを編

集してこれらの変更を反映させることができます。この URL は、顧客情報の画面で［メイン

連絡先としてログイン］をクリックすると表示されるページの URL です。 

 オンラインストア URL： メインの注文ページの URL です。顧客の多くは独自の注文ページを

使用するため、この URL を更新する必要があります。 

 メールアドレス： 会社のメイン連絡先のメールアドレスを入力します。 

 住所 1： 会社の郵便住所の 1 行目を入力します。 

 住所 2： 会社の郵便住所の 2 行目（私書箱を使用している場合は私書箱番号）を入力します。 

 市町村： 会社の郵便住所の市町村名を入力します。 

 都道府県： 会社の郵便住所の都道府県名を入力します。 

 国： 会社の郵便住所の国を入力します。 

 電話番号 1： 顧客が必要に応じて連絡用に使用できるメインの電話番号を入力します。 

 電話番号 2： （もしあれば）2 番目の電話番号を入力します。 

 FAX： 専用 FAX 番号があれば入力します。 

 課税 ID 番号： 課税 ID 番号があれば、入力します。 

3. ［変更の内容を登録］をクリックします。 
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管理者をセットアップする 

Business Manager には、システム内に管理者をセットアップするための柔軟なシステムがあります。

管理者グループを使用することで、課金管理者やサーバプロビジョニング管理者など様々な管理者に

対して独自の権限を作成することができます。デフォルトで Business Manager に作成される管理者は、

root ユーザ、オンラインストアユーザ、API ユーザ、cron ユーザの 4 種類です。root ユーザは、インス

トール時に指定した情報を使用して作成され、Business Manager にログインするために使用するユー

ザとなります。オンラインストアユーザ、API ユーザ、cron ユーザは、それぞれの部分が正しく機能す

るために必要となるアクセスレベルを実現します。これらのアカウントを削除または変更しないでく

ださい。 

 

このセクションの内容: 

管理者を表示する .............................................................................................................. 145 
新しい管理者を作成する .................................................................................................... 145 
管理者グループをセットアップする ...................................................................................... 146 
管理者プロファイルを編集する ........................................................................................... 147 
管理者インターフェースを構成する ..................................................................................... 148 
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管理者を表示する 

 管理者リストを表示するには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［管理者］をクリックします。 

作成したすべての管理者が含まれるリストが表示されます。 
 

新しい管理者を作成する 
ビジネスニーズに応じて、任意の数の Business Manager 管理者をシステムに追加することができます。 

 Business Manager 管理者を追加するには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［管理者］をクリックします。 

2. ［新しい管理者を追加する］をクリックします。 

3. 必要な情報を入力します。 

 名前： 管理者の名前（名）です。 

 名前（姓）：管理者の名前（姓）です。 

 メールアドレス： 管理者のメールアドレスです。 

 ユーザ名： 管理者に持たせるユーザ名です。 

 パスワード： 管理者が使用するパスワードを入力します。 

 パスワード再入力： 確認用にパスワードをもう一度入力します。 

 テーマ： カスタムテーマがあれば、ここで選択します。 

 言語： 管理者が Business Manager を使用する際の言語を選択します。Business Manager は、

この言語と国に基づいて、この管理者に 適なロケールを決定します。 

 国： 当該管理者の居住国を入力します。管理者が使用するロケールの決定に役に立ちます。例

えば、ポルトガル語を選択すると、Business Manager は管理者の居住国に応じて、ポルトガ

ル語ロケールかブラジルポルトガル語ロケールを選択します。 

 アクティブ： 必要に応じて管理者をアクティブ化または非アクティブ化できます。 

 割り当て済み管理者グループ： この管理者を割り当てたいグループを選択する必要があります。

必要に応じて、追加の管理者グループを作成することができます。 

4. ［管理者プロファイルを追加する］をクリックします。 

新たに追加された管理者が、［管理］ページに表示されます。 
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管理者グループをセットアップする 
管理者グループを作成することによって、特定のアクションセットを特定の管理者群に付与すること

ができます。例えば、課金業務のみを行うがレポートを閲覧する必要はない従業員がいる場合、「課

金」という管理者グループを作成して、請求書の生成と支払に関連するアクションをこのグループに

割り当て、レポートに関連するアクションは解除することができます。 

 既存の管理者グループのリストを表示するには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［管理者］をクリックします。 

2. ［管理者グループを管理する］をクリックします。 

システム内のすべての管理者グループのリストが表示されます。 

 グループに追加の管理者を割り当てるには： 

1. 当該グループの［Manage Actions］コントロールをクリックします。 

2. ［割当済み管理者］の下に管理者を追加します。 

3. ここで、割り当てられた管理者をグループから解除することもできます。 

 グループ内の管理者の権限を編集するには： 

1. 当該グループの［Manage Actions］コントロールをクリックします。 

2. 表示されるカテゴリで、必要に応じて権限の構成を変更します。 

3. ［アクション割当を更新］をクリックします。 
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管理者プロファイルを編集する 
いずれかの管理者の任意の設定を変更する必要がある場合、管理者の作成と類似した手順を実行しま

す。 

 管理者プロファイルを編集するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［管理者］に進みます。 

2. プロファイルを編集したい管理者の［実行可能なオペレーション］列で虫眼鏡

アイコンをクリックします。 

3. ［編集］をクリックします。 

4. 管理者のプロファイルを必要に応じて編集します。パスワードフィールドは

空欄になっていますが、パスワードを変更したい場合以外は、何も入力しな

いでください。 

注： 初は、管理者アカウントはグローバルアカウントと同じです。これらのアカウントの違いは、

グローバルアカウントでは SSO 領域内のすべてのアプリケーションにログインできるのに対し、ロー

カルアカウントは特定のアプリケーションでのアカウントです。SSO をオフにしている場合、ローカ

ルアカウントを必ず使用する必要があります。あるいは、サービスがオンの場合、認証にグローバル

アカウントのパスワードが要求されます。管理者パスワードを変更すると、グローバルアカウントパ

スワードと Business Manager のローカルパスワードの両方が変更されます。 
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管理者インターフェースを構成する 

Business Manager には、管理者インターフェースを自由に変更できるオプションがあります。具体的

には、インターフェース言語とテーマを変更することができます。これらの設定を変更するためのツ

ールは、プロファイルフォームにあります。管理者インターフェースの上部のバーで名前をクリック

するか、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［管理者］><自分の名前>で、［編集］ボタ

ンをクリックします。 
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支払方法を構成する 

デフォルトの Business Manager インストールでは、小切手または銀行手形経由で顧客に手動で請求す

ることができます。クレジットカードまたは銀行振込によるオンライン支払を受け付けるためには、

支払ゲートウェイまたは銀行振込プラグインを構成する必要があります。 

支払ゲートウェイをセットアップすると、顧客はサービスの使用料をオンラインで支払えるようにな

ります。ポリシーに応じて、支払の受け付けにオンサイトまたはオフサイトのゲートウェイを使用し

てください。これらの違いは、以下の通りです。 

  オンサイトゲートウェイを使用すると、顧客がカード情報をオンラインストアに直接入力し、シ

ステムは機密情報をデータベースに保存します。「暗号化をセットアップする（484ページ）」セ

クションに従って顧客データの暗号化を構成している場合、この情報のセキュリティを維持するた

めには、オンサイトゲートウェイを使用してください。 

 オフサイトゲートウェイは Business Manager を支払システムに接続し、支払システムは独自のサ

イトでトランザクションを処理します（PayPal など）。 

銀行振込プラグインを使用すると、顧客は銀行口座からの現金振込によって契約に対する請求に支払

うことができます。 

支払ゲートウェイまたは銀行振込プラグインを追加するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての

設定］>［支払ゲートウェイ］に進み、［新しい支払いゲートウェイを追加］をクリックして、追加し

たいモジュールを選択します。支払ゲートウェイまたは銀行振込プラグインを構成するときは、これ

らのモジュールの構成に制限や特異点がある可能性に注意してください。例えば、あるモジュールが

特定の通貨しかサポートしない場合や、カスタムフィールドに入力しなければならない場合、あるい

はゲートウェイをセットアップするためにマーチャントアカウントにログインして追加の作業を行う

必要がある場合などがあります。これらのモジュール独自の情報を確認するには、「支払ゲートウェ

イの構成に関する詳細（150ページ）」および「銀行振込プラグインの構成に関する詳細（154ページ）」

の各セクションを参照してください。 

ゲートウェイまたはプラグインの設定を変更したい場合（ゲートウェイまたはプラグインを他のオン

ラインストアで使い始める場合など）は、ゲートウェイのリストに進み（［ビジネスセットアップ］>
［すべての設定］>［支払ゲートウェイ］）、リストでゲートウェイの名前をクリックしてください。 

特定の支払ゲートウェイまたは銀行振込プラグイン経由の支払受付を終了することにした場合は、該

当するゲートウェイまたはプラグインを削除してください。支払ゲートウェイまたは銀行振込プラグ

インを削除するには、ゲートウェイのリストに進み、不要になったモジュールを選択して、［削除］

をクリックします。 

ゲートウェイをテストして、トランザクションを手動で送信する 

ゲートウェイモジュールが適切に機能するか確認したり、支払トランザクションを手動で開始するに

は、仮想端末を使用してトランザクションデータを支払システムに直接送信してください。仮想端末

を使用してトランザクションを実行する方法について詳しくは、「仮想端末を使用してゲートウェイ

をテストする（156ページ）」セクションを参照してください。 

支払キューをセットアップする 
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Business Manager は請求書を作成し、支払トランザクションを自動的に実行します。請求書の支払を

開始するために、システムは支払キューに請求書を追加します。支払キューでの請求書の処理を管理

するルールを定義する方法については、「支払キューをセットアップする（158ページ）」セクション

を参照してください。 
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銀行振込プラグインの構成の詳細 ...................................................................................... 154 
仮想端末を使用してゲートウェイをテストする ...................................................................... 158 
支払キューをセットアップする.............................................................................................. 158 
 

 

支払ゲートウェイの構成に関する詳細 
支払ゲートウェイが違えば、必要な構成パラメータも変わるため、ゲートウェイ設定の構成について

の共通の手順はありません。このセクションでは、共通の手順を説明するのではなく、特定のゲート

ウェイの構成に関するガイドラインを提示します。 

 

このセクションの内容: 

Authorize.Net .................................................................................................................... 150 
PayPal .............................................................................................................................. 151 
BBVA ................................................................................................................................ 151 
Banca Sella ...................................................................................................................... 151 
Wirecard ........................................................................................................................... 152 
ATOS ................................................................................................................................ 153 
LinkPoint ........................................................................................................................... 153 
WorldPay .......................................................................................................................... 153 
WorldPay Direct ................................................................................................................ 154 
eWAY ................................................................................................................................ 154 
 

 

Authorize.Net 

このページでは、Authorize.Net の構成時に入力する必要がある一部のフィールドについて説明します。 

 Authorize.Net ログイン ID： Authorize.Net アカウント内から利用できる API ログイン ID です。 

 Authorize.Net パスワード： API トランザクションキーです。 
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 ゲートウェイ URL： システムがトランザクションデータを送信する先の URL です。実稼働環境で

Authorize.Net モジュールを使用する場合は、［ライブ URL］を使用してください。下の［ゲート

ウェイのテスト］チェックボックスがオフになっていることを確認してください。AuthorizeNet
モジュールをテストしたい場合は、http://developer.authorize.net/testaccount/ でテストアカウント

を作成し、［テスト URL］を選択して、［ゲートウェイのテスト］チェックボックスをオンにして

ください。ゲートウェイのテストでは、テストアカウントのクレデンシャルを使用してください。 

PayPal 

このページでは、PayPal の構成時に入力する必要がある一部のフィールドについて説明します。 

 ID： yourname@yourdomain.com（メインの PayPal 用メールアドレスを入力します）。 

 アイテム名： 提供するサービスについてのコメントまたは説明を入力してください。顧客の

PayPal 受信確認に表示されます。 

 表示ロゴ： 表示ロゴの URL を入力してください。顧客が Business Manager のショッピングカー

トに進むと、PayPal 支払ページにこのロゴが表示されます。ロゴは自分で作成します。 

 画像を設定： 画像の URL を入力してください。 

 IPN URL： IPN の URL を入力してください。PayPal は IPN メッセージをポート 80 と 443 にだけ

送信します。これに対し、Business Manager はこれらのメッセージをポート 8880 と 8443 で受信

します。IPN メッセージ転送の構成方法は、http://kb.parallels.com/jp/112756を参照してください。 

 契約を有効化： PayPal 契約（自動更新払い）を許可しますか。 

 Paypal 承認アドレス： 支払を受け付ける Paypal アドレスをコンマまたは改行で区切って入力しま

す。例：billing@yourdomain.com, service@yourdomain.com, 
domains@yourdomain.com. 

注： ここには、アクティブな PayPal アカウントのみを入力してください。 

注：PayPal との接続をテストした後で、支払をライブで受け付けるために［ゲートウェイのテスト］

を［いいえ］に変更してください。 

BBVA 

このモジュールの唯一の特異点は、ユーロ（EUR）のみを受け付けるという点です。ゲートウェイを

セットアップするには、マーチャントアカウントプロバイダから受信した情報を入力してください。 

Banca Sella 

Banca Sella をオンサイトまたはオフサイトの支払ゲートウェイとしてセットアップすることができ

ます。オンラインでもオフラインでも、構成の手順はほぼ同じです。 

ゲートウェイをセットアップするには、［新しい支払ゲートウェイを追加］ウィザードでゲートウェ

イのリストからゲートウェイを選び、これに関する初期情報を指定して、構成に進んでください。マ

ーチャント ID を入力し、基本契約を選択し（オフサイト支払ゲートウェイのみ）、［OK］をクリッ

クして構成を保存します。 

準備ができたら、Banca Sella のマーチャントアカウントにアクセスし、以下の手順に従って Business 
Manager を認証し、ゲートウェイと連携するようにします。 

1. Business Manager の IP アドレスを［構成］>［環境］>［IP アドレス］に指定します。 
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2. ［構成］>［環境］>［応答］で、トランザクションに関する通知を受け取りたいメールアドレス

を指定します。 

3. ［構成］>［環境］>［応答］で、Business Manager のコールバック URL を指定します。 
URL は下にリストしたものと同じにしますが、ワイルドカードはカスタム値に置換します。例え

ば、<your-host-name> には Business Manager の実際のホスト名を、<gateway-type> にはゲート

ウェイタイプを入力します。許可されるゲートウェイタイプは、BancaSella（オンサイト支払ゲー

トウェイ用）および BancaSellaSSL（オフサイト支払ゲートウェイ用）です。 
 
肯定応答用の URL：  

https://<your-host-name>/plesk-billing/lib-mbapi/include/modules/gateway/retu
rn/HSPCCallback.php/plugin_id,OP_<gateway-type>/action,notify/server_url
,ecomm.sella.it 

否定応答用の URL：  

https://<your-host-name>/plesk-billing/lib-mbapi/include/modules/gateway/retu
rn/HSPCCallback.php/plugin_id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,
ecomm.sella.it 

サーバ間 URL：  

https://<your-host-name>/plesk-billing/lib-mbapi/include/modules/gateway/retu
rn/HSPCCallback.php/plugin_id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,
ecomm.sella.it 

例：
https://example.com/plesk-billing/lib-mbapi/include/modules/gateway/return/
HSPCCallback.php/plugin_id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.
sella.it 

Banca Sella では、コールバック URL を使用してトランザクションのステータスを Business Manager
に送信します。残念ながら、支払プロセッサはコールバックURL内のポート番号を受け付けないため、

デフォルトのシステム構成を変更して、トランザクションステータスを自動的に受信するようにする

必要があります。この問題と推奨される解決策について詳しくは、http://kb.parallels.com/jp/9500を参

照してください。 

Wirecard 

このページでは、Wirecard 支払ゲートウェイの構成時に入力する必要がある一部のフィールドについ

て説明します。 

 Business Case Signature： Wirecard がマーチャントアカウントに割り当てる一意の番号。この番号

は、 大 16 桁の 16 進数（0～9、A～F）から成ります。 

 Name： アカウントに対してセットアップされたユーザ名。 

 Password： アカウントに対してセットアップされたパスワード。 

 Country where the shop is legally registered： 会社を法的に登録し、支払トランザクションが行われ

る国。場合によっては、トランザクション量の 大 1% 分の取得料金が削減される場合があります。

この機能についての詳細情報は、Wirecard 顧客サービス部門から入手できます。 

 Enable CVV2/CVC2 verification： ゲートウェイを機能させるためには、このアイテムを選択する必要
があります。 

 Enable address verification (AVS)： ゲートウェイを機能させるためには、このアイテムを選択しな
いでください。 

 Check status period： トランザクションの実行後にトランザクションステータスを要求する試行の

間隔。デフォルト値：60 
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 Count of transaction checks： トランザクションステータスを取得する試行の回数。デフォルト値：

10。これを超えると、エラーステータスがトランザクションに割り当てられます。 
 

ATOS 

このモジュールは、Business Manager が Linux 上で起動している場合に使用できます。ゲートウェイ

をセットアップするには、マーチャントアカウントプロバイダから受信した情報を入力してください。 

LinkPoint 

このページでは、LinkPoint 支払ゲートウェイの構成時に入力する必要がある一部のフィールドについ

て説明します。 

 LinkPoint ストア名： アカウントを作成すると LinkPoint に割り当てられる番号です。 

 キーファイル： このファイルは LinkPoint アカウントから取得して、Business Manager サーバの

以下のディレクトリにファイルをアップロードしてください。 

 Linux システムの場合：/opt/plesk-billing/config/ 

 Windows システムの場合：C:\Program Files\Parallels\Plesk\billing\config\ 

psaadm ユーザ（Linux システム）または IIS ウェブサーバを実行するユーザ（Windows システム）

に、ファイルの読み取りと実行のパーミッションが付与されていることを確認してください。 

WorldPay 

このページでは、WorldPay モジュールの構成に必要な手順を説明します。 

1. ゲートウェイ設定を構成します。 

2. 支払い応答 URL がインターネットからアクセス可能であることを確認してください。 

3. WorldPay アカウントにログインし、［Installations］>［Integration Setup］ページに進み、次の方法

でアカウント設定を構成します。 

 ［Payment Response enabled?］チェックボックスをオンにします。 

 支払応答パスワードと支払応答 URL を所定のフィールドに入力します。 

 システムがトラブルシューティングメールを送信する先のメールアドレスを［Payment 
Response failure e-mail address］フィールドに入力します。 
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WorldPay Direct 

多くの支払ゲートウェイと違い、WorldPay Direct では、顧客が支払を実行するたびに、銀行のウェブ

サイトでシークレットデータ（CVV、認証コードなど）を入力する必要があります。つまり、このゲ

ートウェイには次のような制限があります。 

 このゲートウェイは自動支払をサポートしません。クレジットカードに自動的に請求するようにシ

ステムを構成している場合、WorldPay Direct 支払は除外されます。 

 管理者は、請求書詳細ページで該当するボタンを使用して WorldPay Direct から顧客のクレジット

カード支払を受けることができません。 

このモジュールを構成するには、以下のパラメータを指定します。 

 WorldPay マーチャントインターフェースの左ナビゲーションに表示されるマーチャントコード。 

 WorldPay が XML ファイルを安全に転送するために割り当てる XML パスワード。このパスワード

を確認するには、WorldPay マーチャントインターフェースにログインし、［Installations］ページ

に進んでください。XML パスワードは、該当するインストールの説明に表示されます。 

資金を手動で取得し、WorldPay Direct を使用する場合は、WorldPay マーチャントインターフェース

で自動取得をオフにする必要があります。これを行うには、WorldPay Directアカウントにログインし、

［Profile］>［Configuration details］に進み、［Capture Delay］の値を［Off］に設定します。 

eWAY 

eWAY 支払ゲートウェイでは、顧客がクレジットカード支払を選択するたびに、CVV2 コードを毎回

入力する必要があります。このため、このゲートウェイは自動支払をサポートしません。クレジット

カードへの自動請求をシステムで構成している場合は、eWAY 支払は除外されます。 

銀行振込プラグインの構成の詳細 

このセクションでは、特定の銀行振込プラグインを構成して、支払の受付を開始する方法を説明しま

す。  

 

このセクションの内容: 

Norma19 プラグイン .......................................................................................................... 154 
DTAUS プラグイン ............................................................................................................. 155 
 

 

Norma19 プラグイン 

Norma19 プラグインによって、スペインで広く使用されているバッチファイル形式を生成することが

できます。このプラグインでは、バッチファイルのプロファイルで発行者（請求元）と送信者（バッ

チファイルを銀行に送信する人）の要件が常に同じです。従って、プラグイン構成フォームには発行

者の要件のみを入力します。 
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Norma19 フィールド 

 Issuer customer code - 銀行の顧客コード。 

 Issuer name - 会社名（銀行口座に登録したもの）。 

 Issuer account information - 銀行口座の要件。以下のようなものがあります。 

 Agency - 銀行の要件。口座を示す 4 桁のコード。 

 Branch -口座が登録されている銀行支店を示す番号。 

 CD - Agency、Branch、および Account Number を検証する 2 桁の制御コード。制御コードに

よって、すべての要件が正しいことを保証できます。 

 Account - 銀行口座番号。 

バッチファイルに、追加情報を 大 16 個入力することができます（オプションフィールド #1～#16）。
オプションフィールドの入力時には、オプションフィールドの下にリストされたプレースホルダを使

用します。プレースホルダは、顧客が提供した情報から取得する実際のデータに置き換えられます。 

顧客の住所を領収書に記入したい場合は、オプションレコードボックスとして［Include customer 
address］チェックボックスをオンにしてください。顧客住所は、顧客のアカウントプロファイルから

取得されます。 

DTAUS プラグイン 

DTAUS プラグインによって、ドイツで広く使用されているバッチファイル形式を生成することができ

ます。 

DTAUS フィールド 

 Merchant name - 銀行の顧客として登録した名前。 

 Bank Code - 金融機関（バッチファイル受信者）のコード。 

 Account number - 銀行口座番号。 
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仮想端末を使用してゲートウェイをテストする 
ゲートウェイアカウントでサポートされる場合、Business Manager 仮想端末を使用してゲートウェイ

アカウントに直接接続することができます。これは 2 つの目的で便利です。 

1. 構成プロセス中に接続をテストする 

2. Business Manager 支払プロセスを使用する必要なく顧客のカードに請求する。 

 仮想端末を使用するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［支払ゲートウェイ］をクリック

します。 

2. ゲートウェイの［実行可能なオペレーション］で［仮想端末］をクリックしま

す。 初のページに2つの質問が表示されます。 

 収益会計エントリを作成：このトランザクションで収益会計エントリを作成したい場合は、こ

のチェックボックスをオンにしてください。通常はオンにしておきます。ただし、テスト中は、

会計用ではなく接続確認用のトランザクションを端末で実行するために、オフにする場合もあ

ります。 

 通貨： ゲートウェイのテストに使用する通貨を選択します。 

3. ［次へ］をクリックします。 

4. このページは実際の端末として機能します。可能な限り多くの情報を入力し

てください。 

 名前（名）： 請求先の顧客の名前（名）を入力します。 

 名前（姓）：請求先の顧客の名前（姓）を入力します。 

 顧客メールアドレス： 請求先の顧客のメールアドレスを入力します。 

 顧客の住所： 顧客の請求先の住所を入力します。 

 部屋番号： もしあれば部屋番号を入力します。 

 市町村： 請求先住所の市町村を入力します。 

 都道府県： 請求先住所の都道府県を入力します。 

 郵便番号： 請求先住所の郵便番号を入力します。 

 顧客の国： 課金アカウントの国を入力します。 

 電話番号： 顧客の電話番号を入力します。 

 FAX： もしあれば顧客の FAX 番号を入力します。 

 支払い額： 正確な請求金額を入力します。 

 支払いコメント： 支払に関連付けるコメントを入力します。会社名をここに入力することもで

きます。 

 支払いタイプ：ここに支払タイプを入力します。仮想端末は、ゲートウェイアカウントで有効

化された支払いタイプのみで機能します。 
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 支払い実行： このトランザクションのみを許可するか、カードに対して請求するかを選択しま

す。 

 クレジットカード： クレジットカード情報を入力します。 

 クレジットカードの名義人： クレジットカードに表示されている顧客の名前を入力します。 

 クレジットカードタイプ： クレジットカードタイプを入力します。 

 クレジットカード番号： クレジットカード番号を、スペースを入れずに入力します。 

 有効期限： クレジットカードの有効期限を入力します。 

 CVV2 コード： ゲートウェイで必要な場合、顧客の CVV2 コードを入力します。 

 発行番号： 特定のデビットカードを使用している場合、この情報を入力する必要があります（こ

の情報の意味がわからない場合は、入力する必要がないと考えられます）。 

 開始日： 発行番号と同じく、特定のデビットカードを使用している場合、この情報を入力する

必要があります。 

5. ［請求］をクリックします。 
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支払キューをセットアップする 
クレジットカードまたは銀行口座取引に Authorize.net や Bluepay などのゲートウェイを使用している

場合、支払キューの設定によって、請求書がいつ追加され、いつ ProcessPaymentQueue によって処

理されるのかが決まります。 

 支払キューをセットアップするには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［自動支払い］をクリックします。 

2. ［共通設定］を変更します。共通設定には、以下のような内容があります。 

 新しい請求書の処理： 新しい請求書を処理しますか。「いいえ」に設定する場合、支払を手動

で回収する必要があります。処理対象の支払のリストを生成する方法について詳しくは、「支

払キューを生成して実行する（458ページ）」を参照してください。 

 却下されたトランザクションの処理： トランザクションが却下された請求書を処理しますか。

「はい」に設定すると、システムは lib-billing/include/config/config.php ファイ

ルに設定された再試行回数に従って支払を回収します。「いいえ」に設定すると、Business 
Manager は支払の回収を自動的に再試行しません。代わりに、手動で実行する必要がありま

す。 

 エラーになったトランザクションの処理： トランザクションがエラーになった請求書を処理し

ますか。「はい」に設定すると、システムは lib-billing/include/config/config.php
ファイルに設定された再試行回数に従って支払を回収します。「いいえ」に設定すると、

Business Manager はエラーになった請求を自動的に再試行しません。代わりに、手動で実行

する必要があります。 

 期日のみに請求： 請求書が期日を迎えた場合のみに請求を行いますか。これを「はい」に設定

すると、請求書は期日に支払キューに追加されます（請求書の期日は［請求書設定］に設定さ

れています）。「いいえ」に設定すると、請求書は作成後に支払キューに追加されます。 

 初に支払いキューをクリア： 「はい」に設定する必要があります。新しい支払キューを生成

する前に、支払キューをクリアしないと、請求書が複数回処理される可能性があります。 

 金額が低いものから処理する： 「はい」に設定すると、支払キューは一番古い請求書から開始

され、 初のトランザクションが却下されるまで実行されます。「いいえ」に設定すると、支

払キューは金額が一番低い請求書から始まります。 
例えば、請求書 1 が 20 ドル、請求書 2 が 10 ドルであり、顧客のクレジットカードで 15 ドル

請求可能であるとします。金額が低いものから使用する場合、システムは 10 ドルを正常に請

求できますが、使用しない場合、請求書 1 の請求は失敗して停止します。 

 契約の支払いに複数の課金アカウントを使用する： この機能を使用すると、1 つの契約の支払

に複数の課金アカウントを割り当てて、重み付けすることができます。例えば、顧客が 1 つの

契約の支払に 3 つのクレジットカードを使用し、それぞれのカードに対して 75%、20%、5% ず
つ請求したい場合は、この設定を有効化すると可能になります。 

 期日から数えて指定日数前にバッチを生成（日数を指定）： 期日から何日前に、支払キュー

を生成しますか。標準の値は「1」です。 
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3. ［クレジットカード処理］を設定します。これには、［支払いキューのアクショ

ン］が含まれます。支払キューのアイテムがゲートウェイに「請求」として

送信されるか（別名「AUTH_CAPTURE」）、または後で支払の取得が必要に

なる「認証のみ」として送信されるのかを決定します。通常は「請求」に設定

します。ゲートウェイにトランザクションの認証のみをさせ、支払の取得は

後で行わせる場合は、［認証のみ］に設定してください。このように設定した

場合、すべての定期的なクレジットカードトランザクションで、資金を手動

で取得する必要があります。このオペレーションについて詳しくは、「未取

得の支払を取得する（456ページ）」を参照してください。 

4. ［銀行振込処理］の設定を行います。これには、以下のようなパラメータの設

定があります。 

 バッチファイルの処理を自動的に開始するまでの日数： バッチファイルを作成した何日後に、

処理を自動的に開始させますか。デフォルト値は 0 です。 

 バッチファイルの処理を自動的に開始するまでのトランザクション数： バッチファイル内に

トランザクションがいくつあるときに、処理を自動的に開始させますか。デフォルト値は 0 で

す。 

 責任者： このパラメータは、銀行振込処理の責任者である管理者を示します。 

5. ［保存］をクリックします。 
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ホスティングパネルを接続する 

複数サーバ上のホスティングリソースを販売することを計画している場合は、これらのサーバを

Customer & Business Manager の単一のインスタンスに接続してください。これらのサーバには、

Parallels Plesk Panel for Linux または Parallels Plesk Panel for Windows がインストールされている必

要があります。ただし、旧バージョンの Business Manager で他のパネル製品を使用していた場合、ア

ップグレード後にこれらのパネルを引き続き使用することもできます。 

接続されたパネルは「パネルグループ」にグループ化されます。このようなグループ化によって、ホ

スティングリソースの割当に柔軟性が生まれます。例えば、ホスティングプランに特定のパネルグル

ープとこのグループ内のいずれかのパネルのリソースが関連付けられている場合、Business Manager
はこのグループ内の他のパネルにホスティングアカウントを作成します。パネルの負荷の構成につい

て詳しくは、「パネルの負荷分散（161ページ）」セクションを参照してください。 

それぞれのパネルグループには、1 つのタイプのパネルが含まれます。例えば、Business Manager に
は、PleskUnixとPleskWinという2つのグループが事前定義されており、それぞれParallels Plesk Panel
の Linux バージョンと Windows バージョンです。グループを追加で作成したり、既存のグループにパ

ネルを追加するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［ホスティングパネル］ページ

で行います。 

以下の図は、Business Manager、ホスティングパネル、パネルグループの関係を示します。 
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Business Manager では、共用または専用の IP ホスティングを提供することができます。⾉ 専用 IP プ

ランと特定の Panel を提供したい場合は、Panel の IP プールを構成し、Business Manager が IP アド

レスを取得できるようにします。未使用の IP アドレスの数は、パネル別の概要ブロックを展開すると

確認できます（［ホスティングパネル］ページでパネルの ID をクリックします）。IP プールの設定に

ついては、「専用 IP でのホスティング契約に IP プールをセットアップする（162ページ）」セクショ

ンを参照してください。 

Panel を Business Manager に接続してから、「Business Manager と連携するように Panel を準備する

（138ページ）」セクションの説明に従って、この Panel が Business Manager と連携するように準備

する必要があります。 

ソフトウェアでの問題に起因する接続エラーが原因で、リモートパネルとの連携に問題が発生する場

合があります。このような問題の原因と解決策については、「ホスティングパネルでの問題のトラブ

ルシューティング（164ページ）」の章を参照してください。 

 

このセクションの内容: 

パネルの負荷を分散する ................................................................................................... 162 
専用 IP でのホスティング契約に IP プールをセットアップする .............................................. 162 
ホスティングパネルでの問題のトラブルシューティング ......................................................... 164 
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パネルの負荷を分散する 
ある顧客がホスティングプランを契約すると、Business Manager はこの契約を特定のパネルグループ

に割り当てて、このグループ内のいずれかのパネルでホスティングアカウントを作成します。Business 
Manager がパネルをどのように選択するのかは、以下のいずれかのグループ設定から選択して定義す

ることができます。 

 も空きがあるパネルに追加する： この場合、Business Manager は、アカウント数が も少ない

パネルに新しいアカウントを追加します。 

 1 パネルがフルになるまで追加し、次のパネルに移る：この場合、Business Manager はあるパネ

ルがフルになるまでアカウントを追加し、続いて 2 番目のパネルへの追加を開始します。 

パネルグループへの追加タイプを変更するには、このグループの［編集］リンクをクリックして、ド

ロップダウンメニューでいずれかのタイプを選択します。 

Business Manager は、各パネルの負荷を、「サーバの重み付け」を用いて定義します。「サーバの重

み付け」とは、各ホスティングプランに割り当てる値です。この値は、このプランの契約がパネルサ

ーバ上で使用すると見込まれるリソース数（ディスク容量、帯域幅など）です。それぞれの Panel に
「サーバ重み付けの上限」を割り当てる必要があります。Business Manager がパネルにホスティング

アカウントを作成するたびに、そのプラン契約の「重み」が、当該サーバで作成されている全アカウ

ントの「重み」の合計に加算されます。そのため、プランにどのような「重み」を付けるのかにあわ

せてこの設定を適切に構成することにより、販売超過が発生しないようにできます。 

特定のパネルの負荷を制限したい場合は、このパネルでの新規ホスティング契約の作成を制限するこ

ともできます。これを行うには、これらのパネルを無効化します。無効化したパネルでも、引き続き

既存の契約に対するすべてのオペレーション（一時停止、アクティブ化、キャンセルなど）を実行す

ることができます。パネル無効化用のコントロールは、パネルのオプションページにあります。パネ

ルの［編集］リンクをクリックしてナビゲートすることができます。  

専用 IPでのホスティング契約に IPプールをセット

アップする 
専用 IP のホスティング契約を販売することを計画している場合、「IP プール（47ページ）」セクショ

ンでの説明に従って、該当するパネルの IP プールにこれらの IP を追加する必要があります。 

続いて、これらの IP を Business Manager 契約で提供できるようにしてください。このためには、以

下を実行します。 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［ホスティングパネル］をクリッ

クします。 

2. 該当するパネルグループのIDをクリックします。 

3. 前のステップでIPを追加したパネルを探し、［IPプール］をクリックします。 

4. ［IPアドレスを追加する］をクリックします。 

5. 専用IPの範囲を入力し、［設定する］をクリックします。 
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専用 IP を Business Manager に追加した後で、専用 IP での契約が特定のプランに対して提供されてい

ることを確認し、必要に応じてオプションを有効化します。 

 ホスティングプランに対して専用 IPオプションを有効化するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［プラン］に進み、ホスティングプランを選択しま

す。 

2. ［設定を変更］をクリックします。 

3. ［プロパティ］タブを開き、［IPv4アドレス］または［IPv6アドレス］ドロップ

ダウンリストで「専用」を選択します。 
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ホスティングパネルでの問題のトラブルシューテ

ィング 
このセクションでは、Business Manager に接続されたホスティングパネルで発生する可能性がある問

題のリストと、それに対して提案されるソリューションを示します。 

Panel に接続できない 

特定のパネルを Business Manager に接続しようとして、問題が発生する場合があります。この場合、

以下を実行することをお勧めします。 

 正しいパネルオプションを指定したことを確認します。オプションを確認するには、［ビジネスセ

ットアップ］>［すべての設定］>［ホスティングパネル］に進み、パネルを選択し、［編集］を

クリックします。 

 Business Manager サーバとパネルサーバが互いに解決可能であることを確認します。必要に応じ

て、Business Manager とパネルが互いにホスト名を IP に解決できるように、DNS 設定を修正し

ます。 

 ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［ホスティングパネル］ページの該当するコント

ロールを使用して、パネルの再接続を試みてください。 

 

ホスティング契約が Panelに表示されない 
Business Manager で作成された契約が、接続された Panel に表示されない場合、この Panel に契約デ

ータを定期的に送信するタスクをチェックしてください。タスクを参照するには、［ビジネスモニタ

リング］>［タスク］に進みます。該当するタスクは、タイプが「ProcessPanel of subscription」であ

り、関連する契約 ID でサポートされています。 

Panel による契約データの処理中にエラーが発生すると、関連するタスクのステータスは「失敗」にな

ります。エラーの詳細を参照するには、タスク名をクリックしてタスクページを開き、イベントによ

ってトリガされたリクエストを［タスク入力］フィールドで確認し、［タスクログ］の詳細で Panel
の応答を確認します。エラーはピンク色で強調表示されます。 

契約データの処理がシステム構成で許可されない場合、関連するタスクのステータスは「保留中」に

なります。これが発生するのは、例えば、プロビジョニング前に請求書の支払が必要な構成になって

いるときに、請求書が未払いである場合などです。構成を変更するには、［ビジネスセットアップ］>
［すべての設定］>［プロビジョニングポリシー］をクリックします。 

エラーの理由を診断して修正した後で、それぞれのタスクを再実行します（該当するオプションを探

して［今すぐ実行］をクリックします。エラーが解決され、Panel で契約が正常に作成されると、タス

クのステータスは「完了済み」になります。 

Business Manager とは別の Panel のプラン、顧客アカウント、または契約プロパティ 
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システムと接続済みホスティングパネルの間の初期インタラクションに加え、Business Manager はプ

ラン、アドオン、契約、あるいは主要連絡先または追加連絡先が変更された場合に変更をパネルに送

信します。このアクションを「同期化」と呼び、Business Manager は特定のイベントの後でこのアク

ションを自動的に実行します。どのような更新によってこのような一方向の同期化が実行されるのか

を確認するには、「付録 F. Business Manager がホスティングパネルとどのように同期化するのか（789
ページ）」を参照してください。 

パネルオブジェクトのプロパティが Business Manager の更新後に自動的に更新されない場合、［ビジ

ネスセットアップ］>［すべての設定］>［ホスティングパネル］ページで［すべて同期化］ボタンを

クリックして、特定のパネルと同期化することができます。 

Panel にログインできない 

プロバイダまたはその顧客が、接続された Panel に Business Manager のクレデンシャルでログインで

きない場合があります。 

特定の Business Manager 管理者または顧客が Panel にログインできない場合、認証モジュールのアカ

ウント情報が古いことが原因だと考えられます。この場合、［ビジネスセットアップ］>［すべての設

定］>［ホスティングパネル］ページでこのパネルに対して［すべて同期化］ボタンをクリックして、

Business Manager とパネルを同期化します。 

パネルにどのユーザもログインできない場合、SSO サービスでの問題が原因だと考えられます。SSO
について詳しくは、「SSO サービスを管理する（495ページ）」セクションを参照してください。この

場合、［ホーム］ページで［Panel へのログインの問題を修正］をクリックし、問題の修正を試みてく

ださい。 

これで問題が解決しない場合は、Business Manager サーバのシェルから以下のコマンドを実行して、

Business Manager および接続済みパネルの統合を修復してください。 

 Linux システムの場合： 
/usr/share/plesk-billing/integration --command=repair-all 

 Windows システムの場合： 
"plesk_bin%\billing-integration.exe" --command=repair-all 
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請求書をセットアップする 

顧客が使用するサービスに対する将来的な支払について顧客に通知するために、Business Manager は
請求書を生成して送信します。請求書とは、支払に関する情報、つまり、提供されたサービスに対す

る支払金額がいくらで、誰が、いつ支払うべきかを明記した会計書類です。システムは請求書を PDF
ファイルとして生成して送信しますが、［ビジネスオペレーション］>［請求書］ページでも請求書の

詳細を確認できます。 

Business Manager は、契約の請求書を、契約者が契約を購入したオンラインストアの通貨で作成しま

す。例えば、オンラインストアでトランザクションの通貨がユーロであれば、このストアで購入した

契約に対するすべての請求書はユーロ建てで顧客に請求されます。既存の契約の通貨を変更すること

はできません。 

適な課金モードを選択することによって、システムが請求書をいつ発行すべきかを定義することが

できます。選択可能な課金モードの詳細と、適切なモードを選ぶ基準について確認するには、「課金

モードについて理解する（168ページ）」セクションをお読みください。 

課金モードに加え、請求について以下のような構成も行うことができます。 

 請求書を受領する顧客のステータス。 

 印刷可能な請求書の外観。 

 請求書の番号付けやその他の設定。 

これらの設定を変更するためのツールは、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［請求］ペ

ージにあります。 

印刷可能な請求書の外観 

Business Manager は、管理者のプロファイル設定（国、言語）に従って、印刷可能な請求書のコンテ

ンツ（提供されるサービスの名前とコスト、顧客およびプロバイダの情報）を書き込みます。例えば、

管理者ユーザの国がロシアであれば、システムは小数点にコンマ（「,」）を使用します。一方、米国

であれば、ピリオド（「.」）が使用されます。管理者のプロファイル設定を変更する方法は、「管理

者インターフェースを構成する（148ページ）」セクションを参照してください。 

PDF 請求書フォームの言語（請求書フィールドの名前）は、この請求書を支払うべきユーザの言語と

同じです。例えば、ドイツの顧客に対する請求書はドイツ語で作成されます。 

また、お好みに応じて請求書の書式、スタイル、事前定義されたコンテンツも変更することができま

す。これには、請求書タイトルの変更、会社ロゴの追加、フォントサイズの変更などがあります。印

刷可能な請求書の外観の編集方法について詳しくは、「PDF 請求書をカスタマイズする（172ページ）」

セクションを参照してください。 

請求番号の番号付け 
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それぞれの請求書には、「請求書番号」という一意の識別子が付いています。請求書番号の形式は、

請求書番号テンプレートによって定義されます。このテンプレートは、1 行のテキストであり、請求書

の ID 番号（%%ID%%）、現在の年（%%CURYEAR%%）、月（%%CURMONTH%%）、日

（%%CURDAY%%）などの変数を含めることができます。使用できるすべての変数は、［ビジネスセ

ットアップ］>［すべての設定］>［請求］ページに一覧されています。例えば、請求書番号の一部に

作成日を表示したい場合、テンプレートに「%%CURYEAR%%-%%CURMONTH%%-%%CURDAY%%」という

行を含めます。システムが請求書を発行する際は、変数が現在の値に置き換えられ、「2012-03-06」
のようになります。 

別の課金ソリューションから Business Manager に移行し、以前に使用していた請求書番号を引き継ぎ

たい場合は、%%SEQ%%（請求書シーケンス）変数を使用することで実現できます。これは整数値で

あり、請求書を発行するたびに 1 ずつ増えます。システムに前の番号を継承させるには、その値をこ

の変数に割り当てて、請求書テンプレートに含めてください。例えば、1 から始まる整数値を請求書番

号で使用しており、既に 100 番まで割当済みの場合、請求書シーケンスの値を「101」に設定します。 

請求書および会計項目 

請求とは、Business Manager が会計項目を作成するために使用する数多くの機能の 1 つです。請求用

にシステムが作成する基本的な会計項目には、以下のようなものがあります。 

 収益：請求書などから入金される金額。ただし税金は除きます。 

 未払税：請求書で税金として支払う金額。 

 売掛金：請求書に基づいて顧客から受領する予定の金額（収益 + 税金）。 

請求書の発行後にシステムが作成するその他の会計項目を定義することができます。例えば、「クー
ポンコスト」があります。誰かがクーポンを使用すると、Business Manager は購入されたプランのク

ーポン適用前の金額をトラッキングします。システムは、請求書を作成するたびにこの経費項目を作

成します。さらに、特定のプランに契約を作成するとどれくらいのコストがかかるのかをトラッキン

グするために、契約コストを定義することできます。例えば、専用 IP アドレスを提供するプランの場

合、契約作成の経費には、新しい IP アドレスの価格が含まれます。Business Manager は、選択した

プランに新しい契約が作成されるたびに、これらの項目を作成します。 

税務規定の遵守を実現する 

一部の組織では、生成されたオリジナルの請求書を変更せずに保管することが義務付けられています。

ただし、既存の請求書を（請求書の詳細ページから）再送信すると再生成される PDF 請求書が、オリ

ジナルファイルとは異なる場合があります。このようなことは、システム全体での設定（請求書の言

語や会社情報など）が変更されたことなどが原因で起こります。 

管轄の税務署から、生成後に請求書の内容を変更してはならないと要求されている場合、次の設定を

変更する前に、オリジナル請求書の PDF コピーを保存してください。 

 会社情報 

 印刷可能な請求書の外観と言語 

 管理者の言語 

注： 請求書の内容は、顧客の連絡先情報の変更などによっても変更される可能性があります。 
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このセクションの内容: 

課金モードについて理解する .............................................................................................. 168 
請求書をセットアップする .................................................................................................... 171 
PDF 請求書をカスタマイズする ......................................................................................... 172 
税務規定を遵守する .......................................................................................................... 173 
 

 

課金モードについて理解する 
Business Manager は、主に課金・請求のためのシステムです。このため、課金プロセスが 初から

後までどのように機能するのかを理解しておくことが重要です。Business Manager には、主に 2 つの

課金モードがあります。年払い課金モードと月払い課金モードです。これら 2 つには重要な違いがあ

るため、各モードの特徴を簡単に説明します。 

 

このセクションの内容: 

年払い課金モード ............................................................................................................... 168 
月払い課金モード ............................................................................................................... 169 
 

 

年払い課金モード 

年払い課金モードでは、毎年、顧客が契約に登録した発効日に課金を行います。大きく言うと、主に

次の 2 つの結果が生じます。 

 請求書の期日が色々な日に分散するため、安定した収益を確保することができます。また、何らか

の理由で課金で問題が発生した場合（サーバダウン、ゲートウェイの障害など）も、影響を受ける

顧客の割合が少なくて済みます。このため、障害からの復旧がより容易になります。 

 請求書を毎日生成する場合は、複数の契約を別の日に購入した顧客は、複数の請求書を受け取るこ

とになります。手動で支払を行っている顧客にとって、これは好ましくありません。一方、自動支

払を利用している顧客にとっては、問題とはなりません。 

上記に加え、スケーラビリティについても考慮する必要があります。年払いモードでは、毎月の課金・

請求の負荷が 28～ 31 日に分散されるため、会社が成長しても、競合状態やその他のサーバに起因す

る制限による問題が少なくなります。顧客が 20 人以上になる予定であれば、年払い課金モードを選択

することをお勧めします。 

年払い課金モードで予想されること 

選択した課金システムで予想されることを理解しておくことで、様々な潜在的な懸念や混乱をあらか

じめ緩和することができます。ここでは、ある顧客を仮定して、その流れを課金に注目して見ていき

ます。 
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山田さんという顧客がいて、あなたの会社からホスティングを注文し、ドメイン名を購入したいと考

えているとします。山田さんは、あなたの会社のプラン一覧をウェブで見つけて、注文プロセスを行

いました。このプロセスによって、あなたの会社の Business Manager に山田さんの顧客レコードが作

成され、このアカウントに契約が 2 つ追加されます。山田さんは、ホスティング料金を月払い課金サ

イクルで支払い、ドメイン名は年払いの課金サイクルで支払うことを選び、「個人用ホスティング」

というプランを選択しました。また、Business Manager を、契約更新日の 10 日前に請求書を生成す

るように設定したと仮定します。 

注文プロセスの一環として、山田さんの契約に対する 初の請求書が生成されます。山田さんがどの

ような支払を選択したとしても、システムはこれらの各契約の更新日を自動的に入力します。山田さ

んが 2008 年 6 月 15 日に契約したとすると、月払いの課金サイクルであるホスティング契約は 2008
年 7 月 15 日に更新されますが、年払いの課金サイクルであるドメイン名は 2009 年 6 月 15 日に更新

されます。月の 15 日に契約したため、これらの契約は常に 15 日に更新されます。 

では、山田さんが小規模なビジネスを開業することを決め、このビジネスのウェブサイト用に別のホ

スティングアカウントが必要になったとします。山田さんは注文プロセスをもう一度行い、今回は 8
月 20 日に契約しました。購入したのは、ビジネスホスティング契約です。このホスティングの初月分

の請求書が、注文プロセスで自動生成されます。山田さんは、8 月 15 日に個人用ホスティングの分を

既に支払っています。 

9 月に、山田さんには 2 つの請求書が届きます。1 つ目は個人用ホスティングに対する請求書（9 月 15
日更新予定）で、2 つ目はビジネスホスティングに対する請求書（9 月 20 日更新予定）です。では、

2009 年まで暦を進めましょう。 

Business Manager は、一般的な契約に対する請求書を通常 5～10 日前に生成するように設定されてい

ますが、ドメイン名の更新に対する請求書は、デフォルトで 30 日前に生成するように設定されていま

す。これは、ユーザがドメイン名を失うことを回避するためです。30 日あれば、顧客が期日までに請

求書の支払を完了することができ、更新のために十分な時間を確保できます。このため、山田さんは 3
つの請求書を受け取ります。5 月 5 日には、個人用ホスティング契約の請求書が届き、この契約は 10
日後の 5 月 15 日に更新されます。5 月 10 日には、ビジネスホスティング契約の請求書が届き、この

契約は 5 月 20 日に更新されます。5 月 15 日には、ドメイン名契約の請求書が届き、この契約は 6 月

15 日に更新されます。 

このように説明すると、大量の請求書が届くように思われます。ただし、山田さんはクレジットカー

ドまたは PayPal で支払うため（これらは も人気のある支払方法です）、支払処理とそのロギングは

Business Manager によって行われ、あなたや山田さんは何もする必要がありません。月払いを選択し

た場合、山田さんは 3 つすべての請求書に対する小切手を 1 枚切り、これを送ることができます。［ク

イック手動支払い］機能を使用すれば、山田さんの各請求書を支払済みにすることができます。 

月払い課金モード 

年払いモードと同じく、月払い課金モードは定期的な課金サイクルで顧客への請求を行います（通常

は 1 ヶ月に一度）。年払い課金と違い、顧客の契約はすべて月の初日に更新されます。顧客に 1 ヶ月

に一度課金すると、いくつかの結果が生じます。 

 1 人の顧客がいくつの契約を持っている場合でも、顧客はその月に更新されるすべての契約が一覧

された 1 つの請求書のみを受け取ります。 

 月払いを選択すると、ある午後を請求書の生成のために確保し、別の午後にゲートウェイ経由で実

行することができます。 
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月払い課金では、しばしば日割計算が発生します。ある顧客が 15 日に契約を購入した場合、この契約

を翌月の初日に開始することも、契約月を日割計算することもできます。日割計算によって、課金が

さらに難しくなり、見込み顧客の混乱を呼ぶ可能性があります。このことと、前述のスケーラビリテ

ィの問題から、想定顧客数が少ない場合を除いて、月払い課金を使用しないことをお勧めします。 

ただし、月払いモードを使用して、プランで日割計算しないように設定することも可能です。これに

よって、これらのプランは年払いモードと同じような挙動になります。これは、SSL 証明書やドメイ

ンなどのアイテムを販売する場合に特に便利です。これらのアイテムは、外部事業者によって開始日

と更新日が固定されています。日割計算を行うと、アイテムの実際の更新日とは異なる更新日を持つ

ようになり、問題となる可能性があります。 

月払い課金モードで予想されること 

既に、年払い課金モードで顧客に対する請求が一般にどのように行われるのかを見ました。今度は、

月払いモードでシステムがどのように動くのかを確認しましょう。 

山田さんの友人の鈴木さんがいます。2008 年 6 月 15 日に、鈴木さんはあなたの会社から複数の契約

を購入することを決めました。鈴木さんは個人用ホスティングプランを月払いで、ドメインを年払い

で購入します。あなたの会社では、個人用ホスティングプランには日割計算に設定していますが、プ

ランには設定していません。ここで、日割基準日を 15 日に設定していると仮定します。つまり、毎月

15 日以降に契約した顧客は、その月の残り日数分と翌月分を支払うことになります。 

注文プロセスの一環として、鈴木さんはこれらの契約に対する 初の請求書を支払いました。年払い

課金と同じく、鈴木さんがどのように支払を行う場合でも、鈴木さんの契約は次回の更新日に自動的

に更新されます。鈴木さんの個人用ホスティング契約には日割計算が設定されているため、鈴木さん

に対する 初の請求書は、6 月の残りと 7 月が対象となっています。ドメイン契約には日割計算が設定

されていないため、1 年分が課金されます。 

7 月末に、鈴木さんは個人用ホスティング契約の別の請求書を受け取り、期日は 8 月 1 日となっていま

す。この請求書の対象月は 8 月です。ここで、鈴木さんが、この請求書を支払った後で、新しい個人

事業を始めるためにビジネスホスティング契約を購入したくなったとします。8 月 5 日に鈴木さんは注

文プロセスをもう一度行い、今回はビジネスホスティングを購入しました。5 日は日割基準日の 15 日

より前なので、鈴木さんは 初の請求書で 8 月の残り期間分のみを支払います。8 月末に、請求書が 1
つ届きます。この請求書には、個人用ホスティングとビジネスホスティングの両方に対する請求が含

まれています。 

2009 年 5 月まで時間を進めましょう。鈴木さんは 4 月末に、個人用ホスティングとビジネスホスティ

ングの両契約に対する請求書を受け取ります。5 月 15 日には 2 番目の請求書が届き、これには 6 月 15
日に更新されるドメインに対する請求が記載されています。この契約には日割計算が設定されていな

いため、契約更新日は月払い課金の場合と同じように処理されます。5 月末に、鈴木さんは再び、2 つ

のホスティング契約に対する 1 つの請求書を受け取ります。 

年払いモードと同様に、鈴木さんの請求書は自動支払に設定でき、この場合はファイルに保存された

クレジットカード情報または他社の契約アカウントを介して支払が行われます。 
 



 

 Business Manager の構成 171 
 

請求書をセットアップする 
請求書についていくつかの設定を構成することができます。例えば、誰がいつまでに請求書を支払う

べきか、請求書番号をどのような形式にするか、1 枚の請求書にいくつの項目を記載するか、といった

設定があります。システムは請求書を PDF ファイルとして生成しますが、ウェブ上で請求書の詳細を

参照することもできます。 

PDF 請求書は、管理者のユーザプロファイルで指定したロケールに従ってフォーマットされます。例

えば、管理者ユーザの国がロシアであれば小数点にコンマ（「,」）が使用され、米国であればピリオ

ド（「.」）が使用されます。 

PDF 請求書の言語は、請求書を生成するユーザによって決まります。例えば、ドイツの顧客に対して

生成される請求書はドイツ語で作成されます。管理者インターフェースから生成される請求書は、管

理者プロファイルでの言語設定に基づいて作成されます。 

管理者の国と言語を変更するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［管理者］に進み、

管理者を選択して［編集］をクリックします。自分のプロファイルの言語を変更するには、ページ上

部の［プロファイル］をクリックします。 

それぞれの契約に対し、Business Manager は、その契約が注文されたオンラインストアの通貨で請求

書を生成します。例えば、通貨がユーロのストアで注文されたすべての契約は、ユーロ建てで契約者

に請求されます。既存の契約の通貨を変更することはできません。 

既に説明したように、請求書番号の形式はカスタマイズすることができます（請求書シーケンス）。

例えば、業務上のニーズに応じて、「1」、「1000」、あるいは任意の数から番号を始めることができ

ます。また、次のような請求書の番号設定を選択することができます。 

 YEAR-ID（例： 2006-1234） 

 YEAR-SEQ（例： 2006-1） 

 VATYEAR-SEQ（例： 2006-1） 

請求とは、Business Manager が会計項目を作成するために使用する数多くの機能の 1 つです。請求用

に作成される基本的な会計項目には、以下のようなものがあります。 

 収益：請求書などから入金される金額。ただし税金は除きます。 

 未払税：請求書で税金として支払う金額。 

 売掛金：請求書に基づいて顧客から受領する予定の金額（収益 + 税金）。 

請求書作成時に作成される会計項目もありますが、これらはユーザによって管理されるものです。例

えば、「クーポンコスト」があります。誰かがクーポンを使用すると、Business Manager は購入され

たプランのクーポン適用前の金額をトラッキングします。システムは、請求書を作成するたびにこの

経費項目を作成します。 

クーポンコストに加え、契約コストというものもあります。作成した個々のプランに対して、一般的

な会計項目を関連付けることができます。これらの項目は、このプランタイプの契約が請求書に含ま

れるたびに作成されます。 

請求書をセットアップするには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［請求書］をクリッ

クします。 
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PDF請求書をカスタマイズする 
印刷可能な請求書の外観や操作性は、変更することができます。請求書のスタイルやフォーマットを

変更したり、見出しラベルを変更したり、カスタムテキストを追加することが可能です。さらに、請

求書を窓付きの封筒で送信する場合は、窓のサイズに合わせて宛先ブロックの位置を調整するオプシ

ョンがあります。 

Business Manager では、透かし、画像、その他の情報を含む PDF テンプレートから印刷可能な請求

書を作成することができます。 

 印刷可能な請求書の外観を更新するには： 

1. ［ビジネスのセットアップ］>［すべての設定］>［PDF請求書のカスタマイズ］

をクリックします。 

2. 構成パラメータを更新します。 

3. ［設定を保存］をクリックします。 

印刷可能な請求書で、より高度なカスタマイズが必要な場合は、PDF 形式での請求書生成のためのコ

ードを直接変更することができます。PDF ファイルを生成するために、このコードは TCPDF ライブ

ラリを使用します。PDF 生成コードの変更方法は、http://www.tcpdf.org/ を参照してください。 

請求書レンダリングコードは、

<BM_dir>/lib-billing/include/config/PDFInvoice.example.php ディレクトリにありま

す。ここで <BM_dir> は、Business Manager がインストールされているディレクトリを示します。

通常、FreeBSDおよびRPMベースの Linuxシステムでは /usr/local/plesk-billing、DEBベースの Linux
システムでは /opt/plesk-billing です。 

 PDF テンプレートを追加するには： 

1. システムによって請求書生成用のテンプレートとして使用される1ページの

PDFファイルを作成します。 

2. ファイル名を「stationery.pdf」に変更し、お使いのOSに応じて次のいず

れかのディレクトリに置きます。 

 Linux の場合、/usr/local/share/plesk-billing/ 

システムはこのファイルを検索し、見つかったものを PDF テンプレートとして使用します。 

経験のある管理者のために、Business Manager には印刷可能な請求書を生成する PHP スクリプト

（PDFInvoice.php）を編集することによって請求書の外観を大幅に変更するオプションが用意され

ています。PDF 請求書を生成するために、このスクリプトは TCPDF および FPDI ライブラリを使用し

ます。これらのライブラリについて詳しくは、以下のサイトを参照してください。 

 http://www.tcpdf.org/doc/（TCPDF に関する情報） 

 http://www.setasign.de/support/manuals/fpdi/（FDPI に関する情報）  

PDFInvoice.php は以下のディレクティブにあります。 
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 Linux システムの場合：opt/plesk-billing /htdocs/lib-billing/include/config/ 

 Windows システムの場合：C:\Program 
Files\Parallels\Plesk\billing\htdocs\lib-billing\include\config\ 

 
 

税務規定を遵守する 
組織によっては、オリジナルの請求書を変更せずに保管することを義務付けています。ただし、既存

の請求書を（請求書の詳細ページから）再送信すると、添付 PDF ファイルが再生成され、変更される

場合があります。このような変更は、例えば、システム全体での設定（請求書の言語や個人情報など）

が変更されたことなどが原因です。 

管轄の税務署から、生成済みの請求書の内容を変更しないよう指示されている場合、以下の情報に変

更を加える前に、オリジナル請求書の PDF コピーを保存しておいてください。 

 会社情報 

 印刷可能な請求書の外観と言語。手順について詳しくは、「請求書をセットアップする（171ペー

ジ）」を参照してください。 

 管理者の言語手順について詳しくは、「管理者プロファイルを編集する（147ページ）」を参照し

てください。 

また、顧客が連絡先情報を変更したことによって請求書の内容が変更される場合もあります。 
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Schet-Factura を構成する 

Schet-Factura とは、第三者に対して課税サービスを提供したことを証明する財務ドキュメントです。

ロシアに登録された会社の場合、システムはこれらのドキュメントを生成して一部の顧客に送信しま

す。これらのドキュメントを保持または送信する必要がない場合は、このセクションをスキップして

ください。 

Schet-Factura の発行を開始するには 

システムはシステム構成の設定に基づいて Schet-Factura を生成するか否かを決定します（［ビジネス

セットアップ］>［すべての設定］>［Schet-Factura 発行］）。設定画面の 初のオプションは、ドキュ

メントを生成するか否かを制御します。これをオンにすると、このページ内の他のオプションによっ

て設定された制限に基づいて Schet-Factura が生成されます。これをオフにすると、Schet-Factura は

まったく生成されず、表示やアップロードはできません。ロシア企業（会社の登録国がロシア）の場

合、このオプションはあらかじめ選択されています。ロシア以外の企業が Schet-Factura を使用したい

場合は、 初のオプションをオンにしてください。 

システムは Schet-Factura をいつ発行するのか 

システムは、次の 2 つの場合に Schet-Factura を発行します。 

 毎月初日： このような Schet-Factura には、その月に提供されるすべてのサービスに関する情報

が含まれます。具体的には、以下のサービスに対する支払が含まれます。 

 前月に完了していない（またはキャンセルされていない）契約。このような契約の場合、

Schet-Factura には契約作成日から月末までの期間に対する支払（契約が前月に作成された場

合）または 1 ヶ月分に対する支払（契約がそれ以前に作成された場合）が含まれます。 

 1 ヶ月の使用量がプランの制限を超えていたホスティングリソース。バースタブルなホスティ

ングを許可する場合、システムは各月の初めにリソース使用量に対する Schet-Factura と対応

する請求書を発行します。 

 提供サービスに変更がある場合： 契約のアップグレード、ダウングレード、またはアドオン調整

などの変更は、管理者または顧客によって開始できます。これらの変更は、システムに対して新し

い Schet-Factura の発行を指示します。ドキュメント生成の根拠は、変更前のサービスがフルに提

供され、もう使用されていないことです。例えば、Bronze ホスティングプランを契約していた顧

客が Silverにアップグレードすると、新しい Schet-Facturaが Bronzeを対象として発行されます。

これは、Bronze のサービスが完全に提供され、今後顧客が使用することはないためです。 

   

Schet-Factura の表示とダウンロードが可能なユーザ 

Schet-Factura の表示とダウンロードが可能なのは管理者だけです。他のユーザは、管理者が

Schet-Factura 設定で許可した場合に限り、メールで Schet-Factura を受信することができます。管理

者が Schet-Factura を表示およびダウンロードする方法について詳しくは、「Schet-Facturas を表示お

よびダウンロードする（471ページ）」を参照してください。 

Schet-Factura の内容をカスタマイズするには 
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Schet-Facturaを発行する場合、Business Managerを構成して、一部のSchet-Facturaフィールドを自

動入力することができます。例えば、会社の 高責任者と財務責任者の名前を定義することができま

す。カスタマイズ可能なすべての Schet-Factura フィールドとその初期設定値は、［ビジネスセットア

ップ］>［すべての設定］>［Schet-Factura カスタマイズ］で確認できます。 

プロビジョニングポリシーをセットア

ップする 

プロビジョニングポリシーとは、注文したリソース（ホスティング契約、ドメイン名、または SSL 証

明書）に顧客がいつアクセスできるようになるのかを定義する一連のルールです。適切なプロビジョ

ニングポリシーをセットアップすることによって、 初の請求書すら支払わない顧客にサービスを提

供してしまうリスクを回避することができます。新規顧客が請求書を支払わなければ Panel にアクセ

スできないように、プロビジョニングポリシーを構成するだけです。一方、より「顧客にやさしい」

ビジネスを志向する場合は、注文した直後から顧客がリソースを使用できるようにします。 

Business Manager のプロビジョニングポリシーを変更するには、［ビジネスセットアップ］>［すべ

ての設定］>［プロビジョニングポリシー］ページで行います。 

注： Panel に顧客アカウントをプロビジョニングするとき、システムはオンラインストアで顧客が指

定したユーザ名でアカウントの作成を試みます。これが不可能な場合（ユーザ名が Panel で予約済み

の場合など）、システムはユーザ名をランダムに生成します。さらに、システムは常に、FTP、SSH、

および RDP 経由での顧客のアクセスのために、ランダムなユーザ名を生成します。したがって、顧客

が自分のクレデンシャルで Panel にログインしようとして問題が発生した場合は、Panel でこの顧客の

アカウントのクレデンシャルを確認してください。 

プロビジョニング前の数日分を返金する 

顧客がオンラインストア経由でサービスを契約すると、Business Manager は受注日から課金サイクル

を開始します。例えば、顧客が 1 ヶ月 の課金サイクルのプランを 6 月 1 日に契約すると、 初の請求

書には、6 月 1 日から 7 月 1 日までの期間に対する支払が含まれます。契約者が請求書をいつ支払って

も、 初の課金サイクルは 7 月 1 日に終了します。従って、顧客が 6 月 6 日に支払を行った場合、こ

の顧客は契約を 25 日分だけ使用することになります。 

顧客が契約にアクセスできなかった期間分を返金したい場合は、［ビジネスセットアップ］>［すべて

の設定］>［プロビジョニングポリシー］ページで［未使用額をクレジットに戻す］オプションをオン

にします。この場合、契約者が請求書に対して支払うと、システムは受注日から支払受領日までの期

間分に相当する金額を契約者のクレジットに追加します。前述の例では、システムは 6 月 1 日から 6
月 5 日までの期間分を返金します。 

契約が未払いの場合の処理方法を定義

する 
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顧客の請求書の支払期日が過ぎた場合に自動的に処理するオプションがあります。このような状況で、

Business Manager は期日超過を知らせる通知の顧客への送信を始めます。顧客が請求書の支払を完了

しないと、システムは未払になっている契約を一時停止します。ただし、「割引を制限し、契約を一

時停止から除外する（472ページ）」セクションの説明のとおり、特定の顧客の契約が一時停止されな

いように制限することができます。 

また、Business Manager は、定期タスクが含まれる自動的に一時停止された契約をチェックし、関連

する請求書が支払われていることを確認します。支払済みの場合、システムは契約をアクティブ化し

ます。 

未払の契約をどのように処理するのかを定義する設定は、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］

>［未払の契約のキャンセル］ページにあります。 
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自動メールをセットアップする 

この章では、特定のイベントが発生したときに顧客に自動送信されるメールのセットアップについて

説明します。顧客にメールを「手動」送信する方法は、「大量メールを送信する（442ページ）」で説

明しています。 

メール機能は、Business Manager システムに一体化されており、自動化の実現に大きく貢献していま

す。顧客が情報を必要としている場合、システムはメールを自動生成して送信し、顧客がすべき作業

や知るべき情報を伝えます。メール機能を使用できない場合、管理者はシステムを稼働させるために、

より多くの作業を行う必要があるでしょう。 

Business Manager には、ロケールに基づいてメールを送信できる総合的なメールシステムがあります。

システムで使用するメールグループのタイプごとに、異なるメールアクションのセットがあります。 

 

注： メールアクションはあらかじめ定義されており、変更はできません。 

 

このセクションの内容: 

メールテンプレートを追加する ............................................................................................. 178 
ロケールをセットアップする ................................................................................................. 179 
テンプレートコンテンツを編集する ............................................................................................ 180 
メールテンプレートを再読み込みする ....................................................................................... 182 
メールメッセージを送信できるようにシステムを準備する .............................................................. 182 
メールテンプレートをカスタマイズする ........................................................................................ 184 
メールテンプレート変数 .......................................................................................................... 186 
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メールテンプレートを追加する 

 メールテンプレートグループを追加するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［メールテンプレート］をクリッ

クします。 

2. メールテンプレートを追加したいメールアクションを見つけて［テンプレート

を追加する］をクリックします。 

3. 必要な情報を入力します。 

4. ［保存］をクリックします。 

5. ページ中央の［ロケールを追加する］ボタンをクリックします。以下をセット

アップします。 

 テンプレートに関連付ける言語を選択します。 

 テンプレートの適用範囲を選択します。例えば、スペイン語のテンプレートを作成した場合、

全世界のスペイン語話者が使用できるようにすることも、スペイン国内に限定することもでき

ます。 

 デフォルトのロケールを使用する場合は、該当するチェックボックスをオンにします。顧客に

該当するロケールが見つからない場合は、デフォルトのロケールが適用されます。 

 メールテンプレートの件名を入力します。これは、各メールに使用される件名です。 

 HTML メールテンプレートの本文： HTML 形式のメールテンプレートの本文を入力します。 

 テキストメールテンプレートの本文： テキスト形式のメールテンプレートの本文を入力します。 

注：デフォルトで、すべての連絡先はオンラインストアから HTML 形式のメールを受信するよう

に設定されています。特定の顧客に HTML 形式のメールを送信させたくない場合は、その顧客の

アカウント詳細ページで［プライマリを編集］ボタンをクリックしてください。メールフォーマッ

トで「HTML」をオフにします。［連絡先を編集］をクリックします。 

6. 再読み込みオプション：オリジナルのメールテンプレートを再読み込みする

必要がある場合は、以下の手順を実行してください。 

1. 再読込対象のテンプレートを選択します。 

2. HTML 再読み込み：「はい」を選択します。 

3. テキスト再読み込み：「はい」を選択します。 

注意：これにより、既存のテンプレートが置き換えられます。既存のテンプレートを保持したい場

合は、バックアップを取得してください。 

7. ページの一番下までスクロールして［保存］をクリックします。 
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ロケールをセットアップする 
Business Manager には、複数の言語でメールを送信できる機能があります。これらの各ロケールは、

構成処理中にセットアップする必要があります。デフォルトでは、1 つのロケール（通常は英語）のテ

ンプレートがセットアップされます。 

 追加のロケールをセットアップするには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［メールテンプレート］をクリッ

クします。 

2. ロケールを追加したいテンプレートを選択します。鉛筆のアイコンをクリッ

クして、このテンプレートの編集画面を開きます。 

3. ページ中央の［ロケールを追加する］ボタンをクリックします。必要な情報を

入力します。 

 テンプレートに関連付ける言語を選択します。 

 テンプレートの適用範囲を選択します。例えば、スペイン語のテンプレートを作成した場合、

全世界のスペイン語話者が使用できるようにすることも、スペイン国内に限定することもでき

ます。 

 デフォルトのロケールを使用する場合は、該当するチェックボックスをオンにします。顧客に

該当するロケールが見つからない場合は、デフォルトのロケールが適用されます。 

 メールテンプレートの件名を入力します。これは、各メールに使用される件名です。 

 HTML メールテンプレートの本文： HTML 形式のメールテンプレートの本文を入力します。 

 テキストメールテンプレートの本文： テキスト形式のメールテンプレートの本文を入力します。 

注：デフォルトで、すべての連絡先はオンラインストアから HTML 形式のメールを受信するよう

に設定されています。特定の顧客に HTML 形式のメールを送信させたくない場合は、その顧客の

アカウント詳細ページで［プライマリを編集］ボタンをクリックしてください。メールフォーマッ

トで「HTML」をオフにします。［連絡先を編集］をクリックします。 

4. 再読み込みオプション：オリジナルのメールテンプレートを再読み込みする

必要がある場合は、以下の手順を実行してください。 

1. 再読込対象のテンプレートを選択します。 

2. HTML 再読み込み：「はい」を選択します。 

3. テキスト再読み込み：「はい」を選択します。 

注意：これにより、既存のテンプレートが置き換えられます。既存のテンプレートを保持したい場

合は、バックアップを取得してください。 

5. ページの一番下までスクロールして［保存］をクリックします。 
 



 

180 Business Manager の構成 
 

テンプレートコンテンツを編集する 
新しいロケールを作成した場合も、デフォルトを編集したい場合も、同じ手順に従ってください。基

本の HTML コンテンツとテキストコンテンツに加え、事前定義された各種の変数を使用して、データ

ベースから取得した情報をメールに表示させることができます。 

 テンプレートのコンテンツを編集するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［メールテンプレート］をクリッ

クします。 

2. 編集するテンプレートを選択します。鉛筆のアイコンをクリックして、この

テンプレートの編集画面を開きます。 

3. 既存のロケールの鉛筆アイコンをクリックするか、新しいロケールを追加し

てコンテンツを編集します。 

4. いくつかのオプションがあります。独自のコンテンツを開発することも、デ

フォルトのテンプレートを読み込んで編集することも可能です。デフォルト

のテンプレートを使用する場合、編集前にテンプレートの再読み込みを行っ

て、必ず 新バージョンを使用するようにしてください。 

 独自のコンテンツを使用することにした場合は、［HTML メールテンプレートの本文］フィー

ルドと［テキストメールテンプレートの本文］フィールドにコンテンツを入力してください。

ほとんどのテンプレートは、編集後にプレビューボタンをクリックして、実際にどのように表

示されるのかを確認することができます。 

 デフォルトのテンプレートを編集することによって作業時間を節約したい場合は、ページの一

番下までスクロールし、使用したいテンプレートを選んで HTML メールとテキストメールの両

方をテストします。前述の方法と同様にテンプレートを編集することができます。 

注： デフォルトで、すべての連絡先はオンラインストアから HTML 形式のメールを受信するよう

に設定されています。特定の顧客に HTML 形式のメールを送信させたくない場合は、その顧客の

アカウント詳細ページで［プライマリを編集］をクリックしてください。メールフォーマットで

「HTML」をオフにします。［連絡先を編集］をクリックします。 

5. 再読み込みオプション：オリジナルのメールテンプレートを再読み込みする

必要がある場合は、以下の手順を実行してください。 

1. 再読込対象のテンプレートを選択します。 

2. HTML 再読み込み：「はい」を選択します。 

3. テキスト再読み込み：「はい」を選択します。 

注意：これにより、既存のテンプレートが置き換えられます。既存のテンプレートを保持し

たい場合は、バックアップを取得してください。 

6. ［保存］をクリックします。 
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7. 選択したメールテンプレートグループに対して使用したいロケールで新しい

テンプレートが追加されたことを確認できます。必要に応じて、このグルー

プや他のグループにメールテンプレートを好きな数だけ追加することが可能

です。 
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メールテンプレートを再読み込みする 

 メールテンプレートを再読み込みするには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［メールテンプレート］をクリッ

クします。 

2. 再読み込みするメールテンプレートの横の鉛筆アイコンをクリックします。 

3. ページ下部に、セットアップ済みのすべてのロケールのメールテンプレート

が表示されます。［実行可能なオペレーション］列の鉛筆アイコンをクリック

します。 

4. ［メールテンプレートを編集］ページの下部の［Reload Options］で、再読み込

みしたいテンプレートをドロップダウンボックスから選択します。 

5. ［HTML再読み込み］と［テキスト再読み込み］の両方に対して［はい］を選択

します。 

6. ［再読み込み］をクリックします。テンプレートが再読み込みされました。 

7. 再読み込みしたいすべてのメールテンプレートに対して、手順2～6を繰り返

します。 

ヒント：25 種類すべてのメールテンプレートについて再読み込みを実行したい場合は、ステップ 2 で

各メールテンプレートを新しいウィンドウまたはタブで開き、そこで残りのステップをすべて行うこ

とで、時間を節約することができます。 

メールメッセージを送信できるようにシステムを

準備する 
一部のユーザから、テキストが空のメールテンプレート（特にパスワード紛失に関するメール）が送

信されるという状況が報告されています。以下のポイントを考慮して、システムがメールメッセージ

を送信できるように正しくセットアップされていることを確認してください。 

メールテンプレートは設定されていますか？ 

まず、各テンプレートグループとロケールに対してメールテンプレートが設定されていることを確認

してください。 

 以下の手順に従います。 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［メールテンプレート］をクリッ

クします。 
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2. 表示したいメールテンプレートの横の鉛筆アイコンをクリックします。 

3. ページ下部に、セットアップ済みのすべてのロケールのメールテンプレート

が表示されます。［実行可能なオペレーション］列の鉛筆アイコンをクリック

します。 

4. HTMLメールテンプレートとテキストメールテンプレートが表示されます。

これらのフィールドが空白になっている場合は、「メールテンプレートを再

読み込みする（182ページ）」の説明に従ってメールテンプレートを再読み込

みする必要があります。 

5. メールが正常に送信されるかをテストします。引き続き空白メールが表示さ

れる場合は、以下を参照してください。 

smarty.php ファイルに一時ディレクトリが正しく設定さ

れていますか？ 

 確認するには、以下の手順に従います。 

1. lib-billing/include/config/smarty.phpファイルを開きます。 

2. $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] = という行を参照します。 

3. 「=」記号の後に一時ディレクトリのパスが正しく設定されていることを確認

します。例えば、通常は以下のようになっているはずです。 

 Linux の場合： $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] = “/tmp”; 

 Windows の場合： $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] = “C:\Temp”; 

4. $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] = という行を参照します。 

5. 「=」記号の後に一時ディレクトリのパスが正しく設定されていることを確認

します。例えば、通常は以下のようになっているはずです。 

 Linux の場合： $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] = “/tmp”; 

 Windows の場合： $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] = “C:\Temp”; 

6. ファイルを保存して、メールが正常に送信されることをテストしてくださ

い。 
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メールテンプレートをカスタマイズする 
システム内のすべてのメールテンプレートには、実行時に解釈される特別な変数が含まれています。

つまり、顧客にメールが送信される前に、これらの変数は実際のデータに置き換えられます。顧客に

関する一般的な変数には、すべてのテンプレートで共有されるものもありますが、多くの個別変数は

それぞれのテンプレートセット（請求データ、契約データ等）で固有の値となります。すべての変数

がすべてのテンプレートで使用できるわけではないと理解しておくことが重要です。使用可能な変数

とその意味をリストで確認するには、「メールテンプレート変数」セクション（186ページ）を参照し

てください。 

テンプレートファイルは lib-themes/default/lib-billing/templates/emails/widgets/ 
ディレクトリにあります。 

 

このセクションの内容: 

メールヘッダを更新する ...................................................................................................... 185 
メールレイアウトを更新する ................................................................................................ 186 
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メールヘッダを更新する 

 メールヘッダを更新するには： 

1. サーバにSSH接続します。 

2. Business Managerファイルセットで以下のファイルを開きます。
lib-themes/default/lib-billing/templates/emails/widgets/h
eader.tpl 

3. 以下のコードによって、メールのヘッダが制御されます。個別のニーズに応

じて変更してください。 

{$smarty.const[$headerTitle]|default:$headerTitle} 

4. ファイルを保存します。 
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メールレイアウトを更新する 

メールテンプレートは複数のテンプレートファイルから構成されており、テンプレートファイルによ

って 25 種類すべてのメールテンプレートの表示とレイアウトが制御されます。各メールテンプレート

で使用されているテンプレートファイルを確認するには、個々のメールテンプレートを編集するため

の鉛筆アイコンをクリックして、［HTML メールテンプレートの本文］のソースを確認し、

lib-themes/default/lib-billing/templates/emails/ ディレクトリで該当するフラグメン

トを参照します。 

HTML メールテンプレートの各コンポーネントは個別のヘッダおよびフッタファイルを持つため、メ

ールテンプレートセット全体でコンポーネントの各インスタンスを簡単に更新することができます。

例えば、契約情報メールテンプレートに表示される情報ボックスの表示を編集したい場合、

boxHeader.tpl および boxFooter.tpl ファイルを編集すると、変更内容はメールテンプレートシ

ステム全体に反映されます。同様に、「新規契約注文」などで IF 式を使用して情報の表示/非表示を切

り替える表は、codeBoxHeader.tpl および codeBoxFooter.tpl ファイルを編集することによっ

てカスタマイズすることが可能です。Parallels の提供するデフォルトのメールテンプレートは、すべ

ての企業が使用することができるサンプルとして設計されています。それぞれのお客様のニーズに応

じて色、フォント、レイアウトなどを編集することをお勧めします。 

メールテンプレート変数 
以下の表では、メール変数のリストを、各変数が使用できるテンプレート別にまとめています。これ

らの変数はシステムにハードコードされており、変更することはできません。 

 

このセクションの内容: 

契約情報メール .................................................................................................................. 187 
請求書メール ..................................................................................................................... 188 
クレジットカード払い ........................................................................................................... 189 
eCheck 払い ..................................................................................................................... 190 
銀行手形払い .................................................................................................................... 191 
オフサイトゲートウェイ支払い ............................................................................................. 193 
支払却下 ........................................................................................................................... 194 
支払エラー ......................................................................................................................... 195 
ドメイン更新の通知 ............................................................................................................ 196 
ドメイン移管成功メール ...................................................................................................... 197 
ドメイン移管失敗メール ...................................................................................................... 198 
クレジットカード期限切れ通知メール ................................................................................... 198 
契約一時停止メール .......................................................................................................... 199 
契約有効化メール .............................................................................................................. 200 
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契約情報メール 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

契約名 {$packageName} 

契約価格 {$packagePrice} 

契約 IP  {$packageIP} 

契約者のユーザ名 {$packageUsername} 

契約者のパスワード {$packagePassword} 

ドメイン名 {$domainSLD} 

ドメイン TLD {$domainTLD} 

ネームサーバ 1  {$nameserver1} 

ネームサーバ 1 の IP {$nameserver1IP} 
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ネームサーバ 2 {$nameserver2} 

ネームサーバ 2 の IP  {$nameserver2IP} 

ネームサーバ 3 {$nameserver3} 

ネームサーバ 3 の IP {$nameserver3IP} 

ネームサーバ 4 {$nameserver4} 

ネームサーバ 4 の IP {$nameserver4IP} 

連絡先顧客 URL {$companyClientURL} 

連絡先ユーザ名 {$contactUsername} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

請求書メール 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 
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入力された請求日 {$invoiceDateEntered} 

明細ループ開始変 {loop=lineItems} 

明細コメント {$lineItem.packageComments} 

明細数量 {$lineItemQuantity} 

明細説明 {$lineItemDescription} 

明細金額 {$lineItemPriceAmount} 

明細割引額 {$lineItemDiscountAmount} 

明細税額 {$lineItemTaxAmount} 

明細合計額 {$lineItemTotalAmount} 

明細ループ終了 {/loop} 

請求額 {$invoiceAmount} 

請求期日 {$invoiceDateDue} 

請求書コメント {$invoiceComments} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

クレジットカード払い 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 
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担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 

請求額 {$invoiceAmount} 

クレジットカードの種類

鞉 

{$billingCardType} 

クレジットカード番号 {$billingAccountNumLastFour} 

トランザクション日時 {$transactionDateCreated} 

トランザクション ID {$transactionCode} 

認証リターン {$authReturn} 

認証コード {$authCode} 

AVS コード {$avsCode} 

トランザクション金額 {$transactionAmount} 

備考 {$transactionNotes} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

eCheck 払い 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 
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担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 

請求額 {$invoiceAmount} 

銀行名厉 {$billingBankName} 

銀行 ABA コード {$billingBankAbaCode} 

銀行口座番号 {$billingAccountNumLastFour} 

トランザクション日時 {$transactionDateCreated} 

トランザクション ID {$transactionCode} 

認証リターン {$authReturn} 

認証コード {$authCode} 

AVS コード {$avsCode} 

トランザクション金額 {$transactionAmount} 

備考 {$transactionNotes} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

銀行手形払い 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 
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会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 

請求額 {$invoiceAmount} 

銀行名厉 {$billingBankName} 

銀行 ABA コード {$billingBankAbaCode} 

銀行口座番号 {$billingAccountNumLastFour} 

トランザクション日時 {$transactionDateCreated} 

トランザクション ID {$transactionCode} 

認証リターン {$authReturn} 

認証コード {$authCode} 

AVS コード {$avsCode} 

トランザクション金額 {$transactionAmount} 

備考 {$transactionNotes} 

日付 {$currentDateTime} 
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オフサイトゲートウェイ支払い 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

ゲートウェイ名 {$gatewayName} 

トランザクション日時 {$transactionDateCreated} 

トランザクション ID {$transactionCode} 

認証リターン {$authReturn} 

認証コード {$authCode} 

AVS コード {$avsCode} 

トランザクション金額 {$transactionAmount} 

備考 {$transactionNotes} 

日付 {$currentDateTime} 
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支払却下 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 $companyAddress1） 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 

請求額 {$invoiceAmount} 

クレジットカードの種類 {$billingCardType} 

クレジットカード番号 {$billingAccountNumLastFour} 

トランザクション日時 {$transactionDateCreated} 

トランザクション ID {$transactionCode} 

認証リターン {$authReturn} 

認証コード {$authCode} 

AVS コード {$avsCode} 

トランザクション金額 {$transactionAmount} 



 

 Business Manager の構成 195 
 

備考 {$transactionNotes} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

支払エラー 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 

請求額 {$invoiceAmount} 

クレジットカードの種類 {$billingCardType} 

クレジットカード番号 {$billingAccountNumLastFour} 

トランザクション日時 {$transactionDateCreated} 

トランザクション ID {$transactionCode} 
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認証リターン {$authReturn} 

認証コード {$authCode} 

AVS コード {$avsCode} 

トランザクション金額 {$transactionAmount} 

備考 {$transactionNotes} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

ドメイン更新の通知 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

ドメイン名 {$domainSLD} 

ドメイン TLD {$domainTLD} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 
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請求額 {$invoiceAmount} 

入力された請求日 {$invoiceDateEntered} 

ドメイン有効期限 {$domainDateExpires} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

ドメイン移管成功メール 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

ドメイン名 {$domainSLD} 

ドメイン TLD {$domainTLD} 

日付 {$currentDateTime} 
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ドメイン移管失敗メール 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

ドメイン名 {$domainSLD} 

ドメイン TLD {$domainTLD} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

クレジットカード期限切れ通知メール 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 
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会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

クレジットカードの種類 {$billingCardType} 

クレジットカード番号 {$billingAccountNumLastFour} 

失効月 {$billingCardExpMonth} 

失効年 {$billingCardExpYear} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

契約一時停止メール 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 
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会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 

担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 

連絡先顧客 URL {$companyClientURL} 

連絡先ユーザ名 {$contactUsername} 

日付 {$currentDateTime} 

 
 

契約有効化メール 

名前 変数 

会社名 {$companyName} 

会社 URL {$companyURL} 

会社住所 1 {$companyAddress1} 

会社住所 2  {$companyAddress2} 

会社の市町村 {$companyCity} 

会社の都道府県 {$companyState} 

会社の郵便番号 {$companyZip} 

担当者の名 {$contactFirstName} 

担当者の姓 {$contactLastName} 
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担当者名 {$clientCompany} 

担当者の住所 1：  {$contactAddress1} 

担当者の住所 2：  {$contactAddress2} 

担当者の市町村 {$contactCity} 

担当者の都道府県 {$contactState} 

担当者の郵便番号 {$contactZip} 

請求書番号 {$invoiceNumber} 

支払済み請求額 {$invoiceAmountPaid} 

支払済み請求日 {$invoiceDatePaid} 

契約名 {$packageName} 

日付 {$currentDateTime} 
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オンラインストアを管理する 

Business Manager は、多くのホストベース課金プラットフォームと違い、自動的に作成されるウェブ

サイトである「オンラインストア」を提供しています。これらのウェブサイトには、販売されている

プランに加え、チェックアウト機能付きのショッピングカートがあり、顧客はここでプランを契約す

ることができます。顧客の支払は、ストアと関連付けられている支払ゲートウェイによって処理され

ます。異なる通貨、ロケール、製品ラインに対応する複数のオンラインストアを用意することができ

ます。 

Business Manager で提供されるオンラインストアの出荷時のデフォルトは、ロケールが米国、通貨が

米ドルとなっています。デフォルトの URL は以下の通りです。 

https://<your-host-name>:8443/store/default.html 

オンラインストアは完全にカスタマイズ可能なので、テンプレートを作成し、他のウェブサイトで使

用することができます。 

オンラインストアに加え、Business Manager には「ウェブサイトウィジェット」があります。ウェブ

サイトウィジェットとは、会社のウェブサイトに追加できるコードスニペットであり、プランの任意

のサブセットを任意の形式（リスト、ドロップダウンなど）で含めることができます。ウィジェット

とは、小さなコードスニペットなので、ウェブサイトでプランを販売したい場所に自由に挿入するこ

とができます。これにより、プランを販売する方法を適切に管理することができます。ウィジェット

について詳しくは、「ウェブサイトウィジェットを使用してウェブサイトにストアを埋め込む（204ペ
ージ）」を参照してください。 

このセクションでは、オンラインストアを追加または編集する方法、オンラインストアの外観や操作

をカスタマイズする方法、およびウェブサイトウィジェットを管理する方法を説明します。 

ここではストアの構成方法については説明しません。構成可能なオプションは説明なしで理解できる

ようになっており、オンラインストアの追加・編集時にこれらのオプションの説明を読めば、必要な

作業がすぐにわかります。 

 

このセクションの内容: 

オンラインストアを追加する ................................................................................................ 203 
オンラインストアを編集する ................................................................................................ 203 
オンラインストアの外観を変更する ...................................................................................... 203 
ウェブサイトウィジェットを使用してウェブサイトにストアを埋め込む....................................... 204 
オンラインストアで顧客に追加情報を要求する .................................................................... 204 
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オンラインストアを追加する 
顧客に対して複数の通貨で請求できるようにするためには、各通貨用にオンラインストアを 1 つずつ

用意する必要があります。 

 新規オンラインストアを追加するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［オンラインストア］に進みます。 

2. このページには、現在のオンラインストアのリストが表示されます。ここで、

［ストアを追加］をクリックします。 

3. インターフェースに表示されるヒントを参考に、必要な情報を入力します。 

4. ［保存］をクリックします。 
 

オンラインストアを編集する 
オンラインストアを編集するには、以下の指示に従ってください。 

ヒント：1 つの通貨だけで業務を行っている場合は、サービスプランの販売に必要なオンラインストア

は 1 つだけです。このような目的では、ストアを新規作成するのではなく、デフォルトのオンライン

ストア設定をニーズに応じて編集します。 

 オンラインストアを編集するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［オンラインストア］に進み、編集したいストアを

クリックします。 

2. 必要な情報を入力します。各フィールドで何が設定されるのかを理解するに

は、各フィールドの横に表示されるヒントを参考にしてください。 
 

オンラインストアの外観を変更する 
GUI から、Business Manager オンラインストアの外観を次のように変更することができます。 

 ストアページに、独自のヘッダとフッタを設定する。ストアのページで［ヘッダおよびフッタ］>
［ヘッダおよびフッタを編集する］リンクをクリックします。 

 ストアのカラーテーマをビルトインテーマから選択するか、独自に作成します。作成するには、［ヘ

ッダおよびフッタ］>［ヘッダおよびフッタを編集する］リンクをクリックします。 

 ランディングページテンプレートを使用して、ストアのホームページのレイアウトを変更します。

Business Manager には、「column」と「row」という 2 種類のテンプレートがあります。レイア

ウトを変更するには、ストアのページで［設定変更］をクリックし、［ランディングページテンプ

レート］ドロップボックスからテンプレートを選択して［保存］をクリックします。 
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ウェブサイトウィジェットを使用してウェブサイ

トにストアを埋め込む 
ウェブサイトウィジェットとは、オンラインストアの一部をウェブサイトにウェブサイトで表示する

ためのコードです。ウィジェットには、プランを一覧表示するもの（カタログウィジェット）と、顧

客がドメイン名の可用性をチェックして契約に追加することを可能にするもの（ドメインウィジェッ

ト）があります。顧客がこれらのウィジェットでプランまたはドメイン名を選択すると、特定のオン

ラインストアにリダイレクトされ、そこで注文を完了することができます。 

オンラインストア内にウィジェットを作成するには、ストアページに進み（［ビジネスセットアップ］

>［オンラインストア］>ストア名を選択）、［ウェブサイトウィジェットを追加］ボタンをクリック

します。必須入力フィールドに入力し、ウィジェットを保存します。 

ウェブサイトにウィジェットを追加するには、ストアページの［実行可能なオペレーション］から［コ

ードを取得］をクリックします。ウィジェットコードはサーバサイド（PHP）またはカスタマサイド

（JavaScript）のいずれかです。取得したコードを、ウィジェットを表示したいウェブサイトページに

追加します。 

オンラインストアで顧客に追加情報を要求する 
社会保障番号など、デフォルトでは顧客の詳細に保存されない追加情報を入力するよう顧客に要求し

たい場合は、質問メカニズムを使用して情報を求めることができます。 

質問とは、オンラインストアで注文処理中に顧客に対して表示されるコントロールのグループです。

顧客は、回答を質問フィールドに入力するか、いずれかの選択肢から選びます。顧客の回答は、サー

バ内に、アカウントと関連付けて保存されます。したがって、質問によって、顧客の詳細情報に追加

フィールドを作成することができます。 

 オンラインストアへの質問の追加方法は、「顧客アカウントのプロパティをセットアップする（476
ページ）」を参照してください。 
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不正防止をセットアップする 

会社を不正から防御するために、Customer & Business Manager には信頼しないユーザがシステムに

ログインしたりオンラインストアで注文したりすることを防止するツールが用意されています。これ

らのツールには、以下のようなものがあります。 

 契約承認ポリシー 

 メールブラックリスト 

契約承認ポリシーは、新しい契約者にシステムアクセス権をいつ付与するのかを定義するもので、注

文後すぐ、承認後、または FraudGuardian（不正注文を自動的に検出するツール）によって決定のい

ずれかになります。Business Manager での FraudGuardian の使用について詳しくは、「FraudGuardian
をセットアップする（206ページ）」セクションを参照してください。 

注： FraudGuardian アカウントを作成できるのは米国居住者のみです。 

 契約承認ポリシーの管理用コントロールは、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［不正防

止設定］ページにあります。 

特定のメールアドレス（例えば、無料メールアドレスや以前に不正使用されたことのあるアドレス）

からの契約を禁止したい場合は、これらのアドレスをメールブラックリストに追加してください。こ

れにより、契約者の個人情報に該当するメールアドレスが含まれる場合に、契約を自動的に却下させ

ることができます。メールブラックリストの使用方法について詳しくは、「特定のメールアドレスか

らの契約を禁止する（210ページ）」のセクションを参照してください。 

 

このセクションの内容: 

FraudGuardian をセットアップする ..................................................................................... 206 
特定のメールアドレスからの契約を禁止する ....................................................................... 210 
 
 
 



 

  
 

FraudGuardianをセットアップする 
FraudGuardian とは、注文をスクリーニングすることによって不正が発生するコストを削減する

ために Parallels が開発したツールです。FraudGuardian は不正ではないと思われる注文を自動

的に承認するため、ビジネスをさらに自動化することができます。FraudGuardian を使用しない

場合、注文のステータスはすべて「保留中」に設定されるため、承認する前に精査することがで

きます。 

以下に、Business Manager で FraudGuardian をセットアップする方法を説明します。 

まず、FraudGuardian アカウントにサインアップします。これが完了したら、モジュールを有効

にして構成します。FraudGuardian には、Fraud Sets と Thresholds という 2 つの主要部分があ

ります。 

 

このセクションの内容: 

ステップ 1： FraudGuardian アカウントを登録する ............................................................. 206 
ステップ 2： FraudGuardian アカウントデータを送信する .................................................... 206 
ステップ 3： 不正セットを作成する ...................................................................................... 207 
ステップ 4： 国しきい値を作成する ..................................................................................... 208 
ステップ 5： 不正セットをオンラインストアおよびしきい値と関連付ける ................................ 210 
 

 

ステップ 1： FraudGuardian アカウントを登録する 

FraudGuardian アカウントには、http://www.pleskbilling.com/products/fraudguardian/ で登録し

ます。これが完了したら、モジュールを有効にして構成します。 

ステップ 2： FraudGuardian アカウントデータを送信する 

 アカウントデータを送信するには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［FraudGuardianモジュール］をク

リックします（［セキュリティ設定］グループ内）。 

2. ［FraudGuardian］をクリックします。 

3. FraudGuardianアカウントのユーザ名とパスワードを送信します。 
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ステップ 3： 不正セットを作成する 

不正セットとは、しきい値のグループです。不正セットを使用することによって、様々なしきい

値をオンラインストアに関連付けたり、通知を受信したいメールアドレスを指定することができ

ます。販売通貨が 1 つであれば、オンラインストアは 1 つだけ使用することになるため、不正

セットは 1 つだけ必要です。複数のオンラインストアを使用している場合、それぞれのオンライ

ンストアに一意の不正セットを作成することができます。不正セットによって、複数のオンライ

ンストアに 1 つのしきい値を持たせることもできます。 

 不正セットを作成するには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［FraudGuardianしきい値］をクリ

ックします。 

2. 必要なフィールドを入力します。 

不正セット名： 作成する新しい不正セットの名前を入力します。 

不正セットのメールアドレス： FraudGuardian レポートの送信に使用したいメールアドレ

スを入力します。 

3. ［新しい不正セットを定義］をクリックします。 

注： 必要に応じて既存のデフォルト不正セットを変更することもできます。 

4. 不正セットをオンラインストアまたはしきい値（あるいは両方）と関連

付けるには［管理］をクリックします。 

5. ［すべて保存］をクリックします。 
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ステップ 4： 国しきい値を作成する 

しきい値とは、システムに対してどの変数がどれくらい重要か（重要でないか）を指示するため

の方法です。例えば、無料メールアドレスを許可する場合は、ゼロポイントを割り当てます。逆

に、プロキシ経由のアクセスを禁止したい場合は、10 ポイントを割り当てます。また、1 人の

顧客に許可されるポイント数や、各顧客に割り当てられた合計ポイントに基づいてシステムがど

のような挙動をするのかを設定することもできます。 

しきい値を 1 つだけ設定してすべての新規顧客に同じ基準を適用することも、国や地域別に複数

のしきい値を作成することもできます。 

 新しい国しきい値を定義するには： 

1. 前のステップで入力した［FraudGuardianしきい値］ページで以下のように

設定します。 

1. ［しきい値名］を入力します。 

2. ［しきい値タイプ］：以下のいずれかを選択します。 

 すべての国に適用 

 1 ヶ国に適用。この場合、しきい値は 1 ヶ国にだけ適用されます。ドロップダウンメ

ニューから選択します。 

 選択した地域に適用。北アメリカなどの大地域を選ぶことも、カリブ、中央アメリ

カなどの小地域を選ぶこともできます。 

2. 新規作成したしきい値に対して［構成］をクリックします。 

3. 不正スコアがしきい値を超えた場合のアクションを構成します。このセク

ションでは、顧客の 終スコアに基づいてシステムの挙動を設定するこ

とができます。 

 スコア 1： 一般には、非常にスコアの低い顧客を承認するためのアクションを設定しま

す。スコアが低いということは、この顧客は不正をする可能性が低いということです。

「認証キャプチャによってアクティブ」の場合、この顧客は登録請求書に対して支払を

行うとすぐにアクティブになります。支払を完了した顧客が承認されるスコアの上限を

設定します。 

 スコア 2： 「不正ではない」とするにはスコアが高すぎるが「不正である」とするほど

にはスコアが高くない顧客は、「保留中」に設定して手動で承認することができます。

［スコア 2］を［認証キャプチャで保留中］に設定することをお勧めします。次に、課

金システムに受け入れるスコアの上限を選択します。 

 スコア 3： 次のスコアレベルは、通常［ソフト拒否］に設定します。ソフト拒否のスコ

アに該当する顧客は、 終チェックアウトページに進むことができず、メッセージが表

示されます。表示されるメッセージは、自分で入力したものです。通常、アカウント情

報に問題がある可能性があることを顧客に知らせるメッセージや、この状況をどのよう

に処理するかに応じて営業またはサポートへの連絡を依頼するメッセージなどです。こ

れは、顧客に対しても考慮したい上限スコアに設定します。 
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 スコア 4： ［スコア 4］は、通常［ハード拒否］に設定します。［ハード拒否］に設定

した場合、このレベルに対して入力したスコア以上の顧客は、ハード拒否メッセージが

表示されます。これには通常、不正だと判定されたことを顧客に伝えるメッセージを設

定します。ソフト拒否メッセージと同様に、メッセージ内容は自由に設定することがで

きます。 

4. 金額がしきい値を超えた場合のアクションを構成します。 

不正行為者がよくとる戦術の 1 つに、有効なカードを見つけたら上限まで請求するという方

法があります。顧客の課金アカウントと住所情報が十分に一致しており「不正」と判断する

ことはできないが、購入した金額は「不正」と思われる場合もあります。例えば、不正行為

者が同じ街の誰かからカードを盗んだ場合、システムはこのユーザが不正行為者であると判

断できない可能性があります。ところが、不正行為者が $500 相当のホスティングを請求し

ようとすると、何かがおかしいということが推測されます（ホスティング料金に応じます）。

前述のセクションと同様に、請求金額に応じて 3 種類のアクションを設定することができま

す。例： 

 金額 1：ホスティングを月額 $20 で販売しており、平均的な顧客が 2 つの契約と 2 つの

ドメインを購入するとします。通常の合計額は $100 です。この金額を $100 に設定し、

アクションを［認証キャプチャで保留中］にすると、$100 より高額のサービスを購入す

るすべての顧客はシステムで保留中に設定されます。これによって、承認する前に注文

を精査することができます。 

 ［金額 2］と［金額 3］：［金額 1］の設定と同様に、これらのしきい値を設定すること

を選択することもできます。例えば、$1000 相当のホスティングを購入しようとする人

は明らかに正当なユーザではないと判断する場合、これをハード拒否に設定することが

できます。また、$200 を超えるすべての注文を正当な注文と判断するとしても、このよ

うな顧客は注意が必要かもしれません。この金額をソフト拒否に設定すると、これらの

顧客に対して販売について直接問い合わせるように通知することができます。 

5. 不正スコアトリガーを調整します。 

Business Manager は、注文が正当なものかどうかを判断するために、「不正スコアトリガ

ー」を使用して顧客アカウントにポイントを割り当てます。システムのインストール後はこ

れらのトリガーはデフォルト値に設定されていますが、必要に応じて調整することができま

す。例えば、課金目的で顧客の IP アドレスが国と一致しているかどうか確認しないことを

決定することができます。この場合、この値をデフォルトの 2.5 から 0 に変更します。 

6. 拒否メッセージを作成します。 

 ソフト拒否メッセージ： このしきい値に対するソフト拒否通知をトリガーした人に対し

て表示されるメッセージです。 

 ハード拒否メッセージ： このしきい値に対するハード拒否通知をトリガーした人に対し

て表示されるメッセージです。 

7. ページ下部のボタンをクリックして設定を保存してください。 
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ステップ 5： 不正セットをオンラインストアおよびしき

い値と関連付ける 

 不正セットをオンラインストアおよびしきい値と関連付けるに
は： 

1. ［FraudGuardianしきい値］ページで、構成したい不正セットを選んで［管

理］をクリックします。 

2. オンラインストアとしきい値を選択してボックスに追加し、これらを不

正セットに関連付けます。 

3. ［すべて保存］をクリックします。 
 

特定のメールアドレスからの契約を禁止する 
顧客は、サービスプランを契約する際に、個人情報の一部としてメールアドレスを提供します。

契約者のメールアドレスの一部が Business Manager のメールブラックリストに含まれており、

オンラインストアがブラックリストにあるメールアドレスからの契約を却下するように構成さ

れている場合、システムはこのような顧客の契約を許可しません。 

ブラックリストの編集は、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［メールブラックリ

スト］ページで実行できます。ブラックリスト内のメールアドレスからのオンラインストア契約

を有効化するには、ストアの設定ページで［セキュリティ］タブに進みます。 
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税金を構成する 

特定の国でホスティングビジネスを運用する場合、国の法的基準に従って税金を設定する必要があり

ます。Customer & Business Manager では、税ルールと課税ポリシーによってこれを実現できます。

以下の図は、これらのエンティティとプランの関係を示します。 
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税ルール 

税ルールは、プランを提供する特定の国または国内地域に適用される税金を定義します。例えば、米

国の顧客にサービスを提供している場合、米国では州ごとに売上税率が違うため、それぞれの州に対

して異なる税ルールを作成し、それぞれの税率を指定してください。税率は固定額（$10 など）にす

ることも、累進（15% など）にすることもできます。Business Manager では、プランを販売するオ

ンラインストアの通貨で固定額を計算します。 

税ルールには「積み上げ可能」と「積み上げ不可」の 2 種類があります。積み上げ可能なルールは契

約の価格に適用されますが、積み上げ不可なルールは価格と積み上げ可能な税ルール額の合計に適用

されます。積み上げ可能なルールと積み上げ不可なルールの適用例は、「課税ポリシーを適用する」

セクションを参照してください。 

ルールが適用される都道府県または州は、2 文字の略語または 2 文字の略語と市町村の組み合わせのい

ずれかにできます。また、郡名も追加できます。この場合、所在地の各部分はダッシュ（-）記号で区

切ります。例えば、特定の都道府県の特定の市町村を指定するには、state-city を使用します。この他

に許可されるロケーションは、state-county、state-city-county、state です。国全体にルールを適用す

るには、都道府県にアスタリスク（*）を設定するか、該当フィールドを空白のまま残してください。 

課税ポリシー 

課税ポリシーは、税ルールとプランを適用対象と関連付けます。例えば、米国の顧客にサービスを提

供する場合、米国内のすべての税ルールを含む課税ポリシーを作成し、米国で販売したいプランにこ

れを適用します。同じプランをすべての顧客に提供する場合は、デフォルトの課税ポリシーを変更し、

すべてのプランに適用します。 

注：1 つのプランに適用できる課税ポリシーは 1 つだけです。新しい課税ポリシーをプランに適用する

と、既存のポリシーと置き替えられます。 

新しい課税ポリシーを追加するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［課税ポリシー］

を選択します。 

課税ポリシーを適用する 

プランが課税ポリシーと関連付けられている場合、システムは契約者の所在地をポリシーに含まれる

税ルールに対して照合します。一致する税ルールがあった場合、これらの税ルールに基づいた税率に

従って合計税額を計算します。 

プランの契約に対する合計税額を計算するために、システムは以下のアルゴリズムを使用します。 

1. 顧客の国と選択したプランと一致する税ルールのリストを作成します。 

2. 契約価格に、積み上げ可能な税ルールを順番に適用します。計算された税額をすべて加算します。 

3. 合計価格とステップ 2 の結果に、積み上げ不可な税ルールを順に適用します。計算された税額をす

べて加算します。 

4. ステップ 2 とステップ 3 で計算された税額をすべて加算します。 

 

例えば、契約価格が $100 であり、一致する税ルールが以下の通りであるとします。 
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ルール 1：10% 適用、積み上げ可能 

ルール 2：20% 適用、積み上げ可能 

ルール 3：5% 適用、積み上げ不可 

ルール 4：10% 適用、積み上げ不可 

 

続いて、次の方法で合計税額が計算されます。 

$100 * 0.10 = $10（ルール 1） 

$100 * 0.20 = $20（ルール 2） 

$10 + $20 = $30（積み上げ可能なルールの小計） 

($100 + $30) * 0.05 = $6.5（ルール 3） 

($100 + $30) * 0.10 = $13（ルール 4） 

$6.5 + $13 = $19.5（積み上げ不可なルールの小計） 

$30 + $19.5 = $49.5（合計税額） 

 

特定の国に対して課税をセットアップするには、以下の例を参照してください。 

 

このセクションの内容: 

米国 ................................................................................................................................... 214 
欧州連合 ........................................................................................................................... 214 
カナダ ................................................................................................................................ 215 
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米国 
プランを米国市場で販売する場合、売上税を適用します。売上税は積み上げ不可であり、税率はプラ

ンを販売する州に応じて異なります。 

ニューヨーク州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州の顧客にサービスを提供する場合、課税ポ

リシーを 1 つ作成し（「米国課税ポリシー」など）、米国で販売するプランにこれを適用して、積み

上げ不可な税ルールをそれぞれの州に対して個別に作成します。 

 売上税をセットアップするには： 

1. 課税ポリシーを追加し、米国で販売するプランに適用します。 

2.  国をアメリカ合衆国に、州をNYに、レートを4% にして、ニューヨーク州

用の積み上げ不可な税ルールを追加します。 

3. 国をアメリカ合衆国に、州をPAに、レートを6% にして、ペンシルベニア州

用の積み上げ不可な税ルールを追加します。 

4. 国をアメリカ合衆国に、州をNJに、レートを7% にして、ニュージャージー

州用の積み上げ不可な税ルールを追加します。 

5. ポリシーを保存します。 

重要： この例のレートは、実際の税率と異なる可能性があります。米国の税率について詳しくは、該

当する地方自治体にお問い合わせください。 

欧州連合 
会社の所在地がドイツで、欧州連合内の顧客にサービスを提供する場合、付加価値税（VAT）を適用

します。VAT は積み上げ不可であり、税率は販売元の所在地に応じて異なります。 

 VAT をセットアップするには： 

1. 課税ポリシーを作成し（「EU課税ポリシー」など）、EUで販売するプランに

適用します。 

2. 国を欧州連合に、州フィールドにアスタリスク（*）を設定して、積み上げ不

可な税ルールを作成します。レートを19% に設定します。 

3. ポリシーを保存します。 

VAT の追加後「EU の業務基準に準拠する（216ページ）」セクションの説明に従って EU の業務基準

に準拠するように Business Manager を構成します。 

重要： この例のレートは、実際の税率と異なる可能性があります。欧州連合の税率について詳しくは、

該当する地方自治体にお問い合わせください。 
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カナダ 
カナダのケベック州でビジネスを運用する場合は、次の 2 つの税を適用します。 

 物品サービス税（GST）： カナダにおける VAT です。 

 ケベック売上税（QST）： ケベック州に適用される個別の積み上げ可能な税です。 

 ケベックの税をセットアップするには： 

1. 課税ポリシーを作成し（「カナダ課税ポリシー」など）、ケベック州で販売

するプランに適用します。 

2. 国をカナダに、州フィールドにアスタリスク（*）を設定して、GST用の積み

上げ不可な税ルールを作成します。レートを5% に設定します。 

3. 国をカナダに、州をQCに、レートを8.5% にして、QST用の積み上げ可能な

税ルールを追加します。 

4. ポリシーを保存します。 

重要： この例のレートは、実際の税率と異なる可能性があります。各州の税率について詳しくは、該

当する地方自治体にお問い合わせください。 



 

216 Business Manager の構成 
 

EU の業務基準に準拠する 

会社の所在地が欧州連合内の場合、欧州付加価値税（EU VAT）規制が適用されます。この規制につい

て詳しくは、「欧州連合の業務基準に準拠する（42ページ）」のセクションを参照してください。 

EU の業務基準に準拠するには、以下の要件を満たすように Customer & Business Manager を構成し

ます。 

 ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［会社の詳細情報］で VAT 番号を指定します。こ

の情報は Business Manager によってすべての請求書に挿入されます。 
 

 EU 諸国の顧客に対して請求する VAT をセットアップします。詳細については「欧州連合」（214
ページ）のセクションを参照してください。 
 

 企業に対して VAT 番号を必須に設定する。 

オンラインストアで、顧客は個人か企業かを選択します。企業の場合、適用される VAT レートを

定義するために有効な VAT 番号を入力する必要があります。オンラインストアを調整して、企業

に対してこの番号を必須にするかどうかを設定し、確認する必要があります。該当するオプション

は、［ビジネスセットアップ］>［オンラインストア］><ストア名を選択>>［設定を変更］>［税］

タブにあります。ここでの <オンラインストア> とは、EU の顧客に対してプランを販売するため

に使用するストアを指します。 

注：会社が EU にある場合、これらの設定はすべての新しいオンラインストアに自動的に適用され

ます。 

 オンラインストアで税抜き価格または税引き価格を表示します。 

EU のそれぞれの国は、オンラインストアに価格を表示する方法について 2 つの方法のいずれかに

従います。会社所在地に応じて、オンラインストアの価格は税込みまたは税抜きのいずれかで表示

する必要があります。オンラインストアの価格表示について変更するには、［ビジネスセットアッ

プ］>［オンラインストア］><ストア名を選択>>［設定を変更］>［支払オプション］タブで行い

ます。ここでの <オンラインストア> とは、EU の顧客に対してプランを販売するために使用する

ストアを指します。 



 

  
 

ホスティングビジネスを立ち上げるには、ホスティングリソースとサービスを顧客に提供する方

法を提供する必要があります。Parallels Plesk Panel では、サービスプランと契約によってビジ

ネスを構築できます。 

顧客にサービスを提供する 

サービスプランとは、顧客に販売するサービスとリソースの組み合わせです。例えば、1 GB の

ディスク領域と 50 GB のトラフィックが付いたホスティングアカウントのホスティングサービ

スプランがあるとします。Panel を Business Manager ソリューションとともに使用する場合、

ドメイン名プラン、SSL 証明書プランなどその他のタイプのサービスプランを顧客に提供する

ことができます（例えば、1 年間有効な 1024 ビットの SSL 証明書）。 

顧客が Panel サーバでウェブサイトをホストしたい場合、顧客はホスティングリソースを提供す

るプランを契約します。つまり、契約とは、プランに定義されているリソースとサービスのセッ

トであり、特定の顧客に対して特定の期間だけ提供されます。 

Panel でホスティング顧客へのサービス提供を開始するための一般的なワークフローは次のと

おりです。 

1. Panel でホスティングサービスプランを作成します（223ページ）。 

2. プランを契約できるように顧客の準備ができたら、この顧客に対してアカウントと契約を作

成します（235ページ）。 

3. Panelが顧客に対し、ログインして契約で提供されるサービスを使用する許可を付与します。 

メインのサービスプランで提供されるもの以外に、追加でリソースとサービスを提供するには

（例： ディスク領域の追加）、アドオンプランを使用します。 

ホスティングサービスプランの概要と契約との関係について詳しくは、「ホスティングプランと

契約（219ページ）」セクションを参照してください。 

リセラーにサービスを提供する 

リセラープランによって、「リセラー」という特殊な顧客にサービスを販売することができます。

リセラーは、プロバイダのサーバ上のホスティングアカウントを他者に販売します。ビジネスの

観点で言うと、リセラーはホスティングプロバイダに似ています。リセラーはホスティングパネ

ルにアカウントを持ち、独自のオンラインストアと顧客管理ツールを運用します。ホスティング

プロバイダと違うのは、独自のホスティングサーバを持たない点です。リセラーへのサービス提

供を開始する方法は、「リセラープラン（254ページ）」セクションを参照してください。 

Business Manager による業務の自動化 

第 7 章  

顧客とリセラーにサービスを提供す

る 
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提供するサービスをプランにまとめることは、ホスティングビジネスの立ち上げの 1 段階に過ぎ

ません。顧客へのサービス提供を開始する前に、見込み客に自社の提供するサービスをどのよう

に提示するか、新規顧客にどのような契約と支払を提供するか、といった様々な側面についても

検討する必要があります。ビジネスの立ち上げを円滑化するために、統合された自動化ソリュー

ションである Business Manager を使用することをお勧めします。これによって、ビジネスのす

べての側面を自動化することが可能になります。もちろん、第三者の自動化ツールを使用するこ

ともできますが、Business Manager は Panel の全機能と も総合的に統合されています。 

Business Manager には、独自のホスティングプラン、契約、顧客アカウントがあり、Panel の
該当オブジェクトとリンクされています。これにより、Panel と Business Manager で会計情報

と技術情報を分けることが可能になります。例えば、特定の契約の会計情報が必要な場合は、

Business Manager で参照します。ホスティングリソースを管理したい場合は、Panel で参照し

ます。Panel と Business Manager の契約は、異なるオブジェクトです。プランと顧客（リセラ

ー）アカウントについても同じアプローチが採用されています。 

Business Manager は、プラン、契約、アカウントを Panel の該当オブジェクトと同期すること

によって、これらの情報を 新状態に保ちます。Panel に登録されているオブジェクトを作成、

変更、または削除する要求が、定期的に送信されます。Business Manager と Panel の間の同期

は一方向です。つまり、Business Manager で契約を作成すると、これが Panel に作成されます。

逆に、Panel で契約を作成しても、Business Manager に作成されません。 
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Business Manager を使用する一般的なワークフローは次のようになります。 

1. Business Manager でサービスプランを作成します（244ページ）。このプランは Panel に自

動的に伝達されます。 

2. 顧客は Business Manager オンラインストアでプランを契約します。この段階で、Business 
Manager は新規顧客アカウントと契約を作成します。 

3. Business Manager は顧客アカウントと契約を Panel に伝達します。 

4. Panel はこの情報を受信し、契約をさっとアップします。 

5. 顧客が契約に支払うと、Business Manager は Panel に通知します。 

6. Panelが顧客に対し、ログインして契約で提供されるサービスを使用する許可を付与します。 

Business Manager で顧客へのサービス提供を開始するためには、初期構成（請求書、支払方法

などのセットアップ）を行う必要があります。この手順は、「Customer and Business Manager
の構成」の章を参照してください。 

注：自動化ソリューションを一切使用しないことを選ぶこともできます。この場合、お金の動き

を自社で管理し、各種作業（顧客アカウントの作成、契約の作成など）をサーバ管理パネルで手

動で実行する必要があります。 

本章では、Business Manager および Panel（自動化ソリューションを使用しない）でホスティ

ングをセットアップする方法を説明します。 

 

この章の内容: 

ホスティングプランと契約 .................................................................................................... 220 
リセラープラン .................................................................................................................... 254 
ドメイン名プラン ................................................................................................................. 258 
SSL 証明書プラン ............................................................................................................. 263 
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ホスティングプランと契約 

ホスティングプランとは、顧客に提供するホスティングリソースとサービスのセットです。例え

ば、ホスティングプランのプロパティに、プラン契約で提供するサーバリソース（ディスク領域、

トラフィック、メールボックス数など）を定義します。プランリソースがどのように契約に割り

当てられるのかについて詳しくは、「プランと契約の関係（221ページ）」セクションを参照し

てください。 

このセクションでは、ホスティングプランを作成し、顧客にサービス提供を開始する方法を説明

します。このセクションでは、これらの業務を Business Manager（244ページ）で実行する手

順と Panel（223ページ）で実行する（Business Manager による自動化を利用しない）場合の両

方を説明します。Business Manager でプランを作成する場合、契約価格と税金のセットアップ、

プラン用のオンラインストアの選択、プランのアップグレードおよびダウグレードオプションの

指定といった様々な追加作業が必要となります。 

契約で提供するリソースとサービスの量は、契約にアドオンプランを適用して増やすことができ

ます。アドオンプランの追加方法について詳しくは、「Panel でアドオンプランをセットアップ

する（233ページ）」セクションを参照してください。Business Manager には、アドオンプラ

ンを提供するために独自のメカニズムが用意されており、これについては「Business Manager で
ホスティングプランをセットアップする（244ページ）」セクションで説明します。 

 

このセクションの内容: 

プランと契約の関係 ........................................................................................................... 221 
Panel でホスティングプランをセットアップする .................................................................... 223 
Panel でアドオンプランをセットアップする ........................................................................... 233 
Panel でプランの契約を顧客に作成する ........................................................................... 235 
Panel で顧客と契約を管理する ......................................................................................... 238 
Business Manager でホスティングプランをセットアップする ............................................... 244 
専門知識を持たない顧客にサービスを提供する ................................................................. 253 
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プランと契約の関係 
通常、契約はサービスプランと関連付けられ、この関係は契約のリストで各契約名の 後にサー

ビスプラン名が括弧付きで表記されることで確認できます。契約で提供されるリソースとサービ

スの量は、契約にアドオンプランを適用することによって増やすことができます。1 つの契約を

複数のアドオンに関連付けることができますが、それぞれのアドオンは契約に一度だけしか追加

できません。 

また、契約をサービスプランと関連付けないことも可能です。この場合、どのアドオンプランも

関連付けることができません。アドオンは「メイン」サービスプランにのみ追加できます。この

ような契約を「カスタム契約」と呼び、契約のリストでは名前に「(Custom)」と付いています。

カスタム契約は、ビジネスモデルで一般的なサービスとは異なる条件でサービスを提供する場合

に便利です。 

契約とプランの関連付けは、次のようにしていつでも変更できます。 

 契約を他のサービスプランに関連付ける。 

 アドオンプランを追加または削除する。 

 契約とサービスプラン/アドオンとの関連付けを解除する。 

  

契約の状態 

特定のプランに関連付けられている契約は、プランに対して同期されます。プランに変更を加え

ると、このプランに関連付けられているすべての契約に対して、変更が自動的に適用されます。

これはすべての種類のプラン（サービスプラン、そのアドオン、およびリセラープラン）に当て

はまります。 

Panel の契約は、デフォルトではプランと同期化されていますが、それとは別に、次のような状

態をとることができます。 

 「ロック済み」状態は、同期に対してロックされていることを意味し、契約は関連するプラ

ンとの同期化の対象外となります。 

契約がロックされるのは、関連するサービスプランを変更せずに契約のパラメータだけ変更

した場合です。ロックによってカスタマイズ内容が保護され、将来的にプランを変更しても

上書きされず、すべての契約は同期されます。 

 「非同期」状態は、関連するプランで提供される一部のサービスやリソースを、実際にはこ

の契約で提供できないことを意味します。 

注： プランにおいて、特定のリソースやサービスを変更する権限が契約者に付与されている場

合、これらのリソース/サービスの割り当ては同期時に無視されます。例えば、プランに PHP 設

定の管理権限が含まれており、ある顧客が一部の PHP 設定を変更した場合、この契約の PHP
設定の値はプランに設定された値と変わりますが、契約とプランとの同期状態は維持されます。 

非同期の契約 

Panel は、サービスプランで提供されるサービスやリソースがシステム上で実際に使用可能かど

うかをチェックしません。例えば、サーバに ColdFusion がインストールされていない場合でも、

プランの作成時に ColdFusion の提供を選択することができ、エラーや警告メッセージは表示さ

れません。 
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プランに定義されているリソースやサービスを Panel でプロビジョニングできない場合、契約は

自動的に「非同期」とマーキングされます。これは次のような場合に発生します。 

 契約が作成されたとき。 

 関連するプランのプロパティが変更されたとき。 

 アドオンプランを契約に追加した、または契約から削除したとき。 

 契約のリソースやサービスのうち、プランと同期されていないも
のを確認するには： 

1. ［契約］に進み、「非同期」状態の契約名をクリックします。 

2. ［同期］をクリックします。 

Panel によって、契約と関連プランの同期が再試行されます。同期が失敗すると、競合して

いるプロパティが表示されます。 

競合レポートは書き留めておいてください。必要な情報は、競合しているプロパティと、プ

ランの値および使用可能な値です。 

このページで［OK］をクリックすると、使用可能な値に応じて契約の値が設定され、［キャ

ンセル］をクリックすると何も変更されません。 

問題を特定してから、解決に着手します。以下の 2 つの方法があります。 

1. プランを、システムの実際の状態に合わせて調整する。 

2. システムを、プランで提供されるリソースとサービスを提供できるように調整する。 

 システムに合わせてプランのプロパティを変更するには： 

1. ［サービスプラン］> <プラン名> に進みます。 

2. 問題のあるプロパティの値を、使用可能な値に変更します（上記参照）。 

3. ［更新してして同期］をクリックします。 

契約が自動的に同期されます。 

 システムを調整して契約を再同期するには： 

1. 次のようにして、システムを調整します。競合レポートに指示された手

順をすべて実行します（不足コンポーネントのインストール、ハードデ

ィスクの追加など）。 

2. ［契約］に進み、「非同期」状態の契約名をクリックします。 

3. ［同期］をクリックします。 

契約と関連プランの同期が再試行されます。 
 



 

 顧客とリセラーにサービスを提供する 223 
 

Panelでホスティングプランをセットアップする 
Panel でホスティングサービスプランを作成するには、サーバ管理パネルで［サービスプラン］

>［新しいプランを追加］ウィザードを実行します。 

プランの作成プロセスでは、複数のプランパラメータを指定することが指示されます。次のセク

ションで、詳しく説明します。 

プランが作成されると、顧客へのサービス提供を開始することができます。つまり、顧客アカウ

ントと契約を作成することができます。詳しくは、「Panelでプランの契約を顧客に作成する（235
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: 

(1) プランのプロパティを指定する ...................................................................................... 224 
(2) PHP 構成を指定する .................................................................................................... 224 
(3) 追加サービスを提供する .............................................................................................. 232 
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(1) プランのプロパティを指定する 

プランの作成中に、様々なサービスプランパラメータを指定することが指示されます。これらの

パラメータは複数のタブにまとめられています。 

ホスティングプランと契約のプロパティは、次のようにまとめられています。 

 リソース 

これらは、プランで提供されるホスティングリソースであり、有効期限、利用超過リソース

のポリシー、ディスクスペースやトラフィックなどのシステムリソース、およびウェブサイ

ト/サブドメイン/メールボックス/データベースなどのサービスリソースが含まれます。例え

ばドメインリソースは、顧客が Panel で登録・管理できるドメイン数を設定します。 

 パーミッション 

提供されるサービスおよび権限が含まれます。 

注：一部のパーミッションは、対応するサービスの設定が同期（221ページ）されないよう

に保護します。 

 ホスティングパラメータ  

提供されるホスティングサービスのパラメータが含まれます。 

 PHP 設定  

カスタマイズ可能な PHP 設定が含まれます。PHP 設定は、ウェブアプリケーションの主要

部分の機能に影響を与えるため、非常に重要です。サービスプランの PHP 設定を調整する

方法について詳しくは、「2) PHP 構成を指定する（224ページ）」セクションを参照してく

ださい。 

 メール 

提供されるメールサービスのパラメータが含まれます。 

 DNS 
契約のドメインの DNS ゾーンがマスターとスレーブのいずれであるべきかを指定します。 

注：DNS ゾーン管理権限を提供する場合、このパラメータは同期されず、契約者はこのパラ

メータをドメイン単位でセットアップすることができます。 

 パフォーマンス 

プランで提供されるすべてのサービスのパフォーマンスに影響するパラメータが含まれま

す。 

 ログと統計 

プランの契約の統計およびログを保管する方法に関する設定が含まれます。 

 アプリケーション 
契約者に提供するアプリケーションを選択できます。 

ホスティングプランのプロパティについて詳しくは、「付録 A： プランと契約のプロパティ（730
ページ）」を参照してください。 

(2) PHP 構成を指定する 

PHP とは、動的なウェブページの作成で一般的に使用されるスクリプト言語です。 新のウェ

ブサイトやウェブアプリケーションの多くは、PHP スクリプトをベースにしています。従って、

サイト管理者は PHP スクリプトの実行を制御する方法を明確に理解しておく必要があります。 
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PHP スクリプトが特定のウェブサイトでどのように実行されるのかは、主に次の 2 つの要因に

よって定義されます。 

1. PHP ハンドラ 
訪問者が PHP スクリプトベースでサイトにアクセスすると、ウェブサーバはサイトスクリ

プトを解釈し、訪問者に表示されるページを生成します。PHP ハンドラは、この解釈のた

めに必要となる PHP ライブラリを呼び出します。PHP ハンドラは、ISAPI（Windows）、

Apache モジュール（Linux）、FastCGI、または CGI アプリケーションなどから選択できま

す。対応するドロップダウンリストは、［サービスプラン］ページの［ホスティングパラメ

ータ］タブで［スクリプティング］の下の［PHP の実行タイプ］にあります。どの PHP ハ

ンドラを選択すべきかは、セキュリティ、スクリプト実行速度、メモリ消費量など、様々な

要因に応じて決定します。PHP ハンドラ機能については、「PHP ハンドラを選択する（225
ページ）」セクションを参照してください。 

2. PHP 設定 
PHP の挙動は、様々な構成設定によって定義されます。これらの設定により、パフォーマ

ンス（例えばスクリプトで使用できるメモリ量）、セキュリティ（例えばファイルシステム

とサービスへのアクセス）など、スクリプトの実行に関連する様々な側面が決まります。管

理者は、様々な理由に応じてこれらの設定を調整します。 

 スクリプトの誤記述によるメモリリークやサーバのハングアップを防ぐため。 

 悪意あるスクリプトからデータを保護するため。 

 特定のウェブアプリケーションの要件を満たすため。 

 独自のスクリプトやその他のスクリプトをテストするため。 

PHP 設定の階層や、設定を調整する方法について詳しくは、「PHP 構成をカスタマイズする

（227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: 

PHP ハンドラを選択する .................................................................................................... 226 
PHP 構成をカスタマイズする ............................................................................................. 227 
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PHPハンドラを選択する 

［ホスティングパラメータ］>［スクリプティング］>［PHP の実行タイプ］でオプションを選択

する際は、各オプションでのリソース消費量とセキュリティについて考慮してください。 

 
 

パフォーマンス 
 

メモリ

使用量 
セキュリティ 
 

Apache モジ

ュール（Linux
のみ） 

高 

Apache ウェブサー

バの一部として機能

します。 

低 このハンドラ（別名「mod_php」）では、すべての PHP ス

クリプトが apache ユーザで実行されるため、セキュリティ
が も低いオプションとなります。つまり、任意のプラン契
約者の PHP スクリプトで作成されるすべてのファイルに、

同じ所有者（apache）と同じパーミッションが設定されま

す。したがって、理論上は、ユーザが他のユーザのファイル

や重要なシステムファイルに影響を与えることが可能です。

注： PHP safe_mode オプションをオンにすると、い

くつかのセキュリティ上の問題を回避することができ

ます。これによって、潜在的にセキュリティ上のリス

クがある多数のPHP機能が無効化されます。この結果、

一部のウェブアプリケーションが機能しなくなる場合

があります。safe_mode オプションは PHP 5.3 で廃止

されています。 

ISAPI 拡張

（Windows
のみ。PHP 
5.3 以降は非
対応） 

高 

IIS ウェブサーバの

一部として機能しま

す。 

低 契約で専用 IIS アプリケーションプールが有効であれば、

ISAPI 拡張によってサイト分離を実現できます。サイト分離

とは、それぞれの顧客のサイトでスクリプトが独立して実行

されるということです。したがって、ある PHP スクリプト

でエラーが発生しても、他のスクリプトの機能には影響があ

りません。さらに、PHP スクリプトはホスティングアカウン

トに関連付けられたシステムユーザの代理として実行され

ます。IIS アプリケーションプールの構成方法について詳し

くは、「IIS アプリケーションプールを構成する（Windows）
（60ページ）」セクションを参照してください。 

注： ISAPI 拡張ハンドラは、PHP 5.3 以降はサポート

されません。 

CGI アプリケ

ーション 

低 
各要求に対して新し

いプロセスを作成

し、要求が処理され

るとプロセスが終了

します。 

低 CGI ハンドラでは、PHP スクリプトがホスティングアカウン

トに関連付けられたシステムユーザの代理で実行されます。

Linux でこの動作が可能なのは、Apache ウェブサーバの

suEXEC モジュールがオン（デフォルト）の場合のみです。

それ以外の場合、すべての PHP スクリプトは apache ユー

ザの代理で実行されます。 

CGI アプリケーションハンドラは必ずフォールバックとして

使用することを推奨します。 
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FastCGI アプ

リケーショ

ン 

高（Apache モジュー

ルと ISAPI 拡張に近

い） 

さらなる受信要求を

処理するためにプロ

セスの実行を続けま

す。 

高 FastCGI ハンドラでは、PHP スクリプトがホスティングアカ

ウントに関連付けられたシステムユーザの代理で実行され

ます。 

注：PHP を Apache モジュールから FastCGI アプリケーションに切り替えると、既存の PHP スク

リプトの機能に障害が生じる可能性があります。 

さらに、Windows システムでは、サービスプランに特定の PHP バージョンを指定することがで

きます。 

 バージョン 4.x は古いバージョンです。古いバージョンの PHP アプリケーションをホスト

する必要がある場合にのみ使用してください。 

 新のバージョン 5.x を使用することを推奨します。 

それぞれのホスティングプランや契約について PHP 構成を個別に調整することができます。こ

の目的のために、Panel の［PHP 設定］タブには多数の PHP 構成の設定が用意されています。

契約ごとのカスタム PHP 構成について詳しくは、「PHP 構成をカスタマイズする（227ページ）」

を参照してください。 

PHP構成をカスタマイズする 

Panel のカスタム PHP 設定 

一般に、PHP 設定は、サーバ全体に対する構成ファイルに定義します。通常、Linux の場合は 
/etc/php.ini であり、Windows の場合

は %plesk_dir%¥Additional¥PleskPHP5¥php.ini です。このファイルには、サーバ上で

ホストされるすべてのウェブサイトの PHP 構成が定義されています。Panel 10.4 から、PHP 設

定が Panel GUI で確認できるようになったため、管理者は各ホスティングプランまたは契約を

個別に調整することができます。さらに、（許可される場合）顧客は、自らのウェブサイトとサ

ブドメインに対して事前設定されている PHP 設定を個別に調整することができます。PHP 設定

の階層は以下の図のようになっています。 
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特定のサービスプラン、アドオンプラン、または契約の［PHP 設定］タブで、カスタム PHP 構

成を設定することができます。ウェブサイトまたはサブドメインのカスタム PHP 設定を変更す

るには、コントロールパネルの［ウェブサイトとドメイン］でウェブサイトまたはサブドメイン

を選択して［PHP 設定］タブをクリックします。上位の PHP 設定は、下位に対する事前設定値

となり、下位の設定で上書きすることができます。例えば、サービスプランに何らかの PHP 制

限を意図的に適用してから、この制限を解除するアドオンプランを顧客に提供することができま

す。アドオンプランの PHP 設定は、メインサービスプランに定義された設定を上書きします。 
適切なパーミッションが顧客にあれば、顧客は契約内の各ウェブサイト（またはサブドメイン）

に対して固有の PHP 構成を指定することができます。 

  

PHP 設定のグループ 

便宜上、Panel のすべての PHP 設定は以下の 3 つのグループに分類されています。 

 パフォーマンス設定：  
これらの設定は、スクリプトがシステムリソースをどのように使用するのかを定義します。

例：memory_limit パラメータを使用してスクリプト用のメモリ量を制限し、メモリリー

クを防ぐことができます。あるいは、max_execution_time を使用してスクリプトの 大

許容実行時間を制限し、スクリプトによるサーバの拘束を防ぐことができます。 

 共通設定：  
このグループには、その他の一般的な PHP 設定が含まれます。一般に、セキュリティ設定

（例：PHP セーフモードのオン/オフ、グローバル変数の登録権限）、エラー報告設定（例：

エラーログのディレクティブ）などがあります。 

 追加ディレクティブ：  
パフォーマンス設定または共通設定にないパラメータは、［PHP 設定］>［追加構成ディレ

クティブ］フィールドに追加してください。 終的な PHP 構成には、このフィールドに入

力したすべてのディレクティブが含まれます。例えば、PHP にエラーログを独自のファイル

に記録させるには、「error_log=/tmp/my_file.log」という行を追加します。PHP デ

ィレクティブの全リストは、http://php.net/manual/en/ini.list.php を参照してください。追加

ディレクティブとして、PHP_INI_USER および PHP_INI_ALL モードのディレクティブを

追加することができます。 
追加ディレクティブ Panel 管理者のみが使用できます。顧客のコントロールパネルには該当

フィールドは表示されません。 

重要：Panel for Windows または Panel for Linux を使用しており、PHP を Apache モジュールと

して実行していない場合、付与されたパーミッションを問わずすべての顧客が一部の PHP 設定

を上書きすることができます。顧客は、スクリプトで ini_set() 関数を使用することにより、

memory_limit および max_execution_time パラメータの値や、PHP によって設定が許可

される追加ディレクティブ（PHP_INI_ALL ディレクティブ。詳細は

http://php.net/manual/en/ini.list.php）のパラメータの値を変更することができます。 

PHP パラメータのデフォルト値 

PHP 設定の各パラメータの値を設定するには、事前設定値を選択するか、カスタム値を入力する

か、あるいはデフォルト値を使用します。デフォルト値の場合、Panel はサーバ全体に対する
PHP 構成からパラメータ値を取得します。唯一の例外はアドオンプランであり、アドオンの［PHP
設定］タブで「デフォルト」に設定されている値には、メインサービスプランのパラメータ値が

保持されます。 

パラメータ値では次の 3 つのプレースホルダを使用できます。 
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 {DOCROOT}： カスタムPHP構成を取得するドメインのドキュメントルートディレクトリ。 

 {WEBSPACEROOT}： 契約（ウェブスペース）のルートディレクトリ。 

 {TMP}： 一時ファイルを保存するディレクトリ。 

  

顧客に対して PHP 設定の変更を許可する 

顧客に対して、ウェブサイトおよびサブドメイン単位で独自の PHP 構成を設定し、契約の PHP
設定を上書きすることを許可することができます。これを行うには、特定のサービスプランまた

は契約の［パーミッション］タブで、以下のパーミッションを使用する必要があります。 

 ホスティングパフォーマンス設定管理： 
その他の設定の管理とともに、このパーミッションは顧客に対して「パーミッション設定」

グループの PHP 設定へのアクセス権限を付与します。 

 共通 PHP 設定の管理 
これを付与すると、顧客は「共通設定」グループの PHP 設定を調整できるようになります。 

プラン（契約）に対してこれらのパーミッションのオン/オフを切り替えることができるのは、

「ホスティング設定管理」パーミッションが付与されている場合のみです。 

PHP 設定を調整するパーミッションが顧客に付与されていない場合でも、管理者はいつでもこ

れらのウェブサイト（サブドメイン）単位の PHP 構成を変更することができます。これには、

サーバ管理パネルからホスティングアカウントを開き、変更したいウェブサイト（サブドメイン）

の［PHP 設定］タブで変更を適用します。［追加構成ディレクティブ］フィールドも使用できま

す。 

Panel for Windows におけるウェブサイトレベルの PHP 設定の場所 

必要な変更をすべて適用した後で、特定のウェブサイトに対して変更された php.ini を参照す

ることができます。この ini ファイルは、Windows レジストリ

「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥PHP¥Per Directory Values」に保存されます。例： 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\Per Directory Values\C\Inetpub\vhosts\<DOMAIN 
NAME>\httpdocs 

ここで、<DOMAIN NAME> は特定のドメイン名を表します。 

Windows レジストリ内の PHP 設定について詳しくは、

http://php.net/manual/en/configuration.changes.php を参照してください。 
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(3) 追加サービスを提供する 

プランで提供するホスティングサービスと機能に加え、以下の方法で提供サービスを拡張するこ

とができます。 

 Panel拡張としてパッケージされているサードパーティ製アプリケーションをインストール

し、このアプリケーションが提供するサービスをホスティングプランに追加する。  

このような拡張をインストールすると、拡張によって提供されるサービスが Panel に登録さ

れ、サーバ管理者やリセラーがホスティングプランに追加できるようになります。新しいサ

ービス関連のオプションは、ホスティングプランのプロパティの［追加サービス］タブに表

示されます。 

 プランにカスタムオプションを追加する。 

http://premium-support.example.com でオンラインサポートサービスを運営してお

り、サービスプランにサポートオプションを追加したい場合、カスタムプランのオプショ

ンをセットアップする必要があります。 

1. ［サービスプラン］>［追加サービス］>［サービス追加］の順に選択します。 

2. サービスの名前（「Premium support」）と説明を入力し、オンラインサービス

（http://premium-support.example.com）にリンクされたボタンをコントロール

パネルに追加するオプションを選択します。 

これが完了すると、［追加サービス］という新しいタブがホスティングプランの設定に表示

されます。管理者やリセラーは、このタブに表示される「Premium support」オプションを選

択して、顧客にこのサービスをプロビジョニングすることができます。 

 拡張としてパッケージされたアプリケーションで提供されるサー
ビスを追加するには： 

拡張をインストールするには、『インストール、アップグレード、移行、移管ガイド』の「Panel
拡張をインストールする」の章または拡張パッケージャの指示に従ってください。 

 カスタムプランオプションとしてサービスを追加するには： 

1. ［サービスプラン］>［追加サービス］タブに進みます。 

2. ［サービスを追加］をクリックします。 

3. 以下を指定します。 

 サービス名 

 サービスの説明 

 サービスにカスタムボタンを使用する：オンラインサービスまたはウェブアプリケーシ

ョンへのハイパーリンクを契約者のコントロールパネルに表示する場合、これをオンに

してください。 

 ボタンに付加する URL：ユーザがボタンをクリックするとリダイレクトされるインター

ネットアドレスを指定します。例：http://premium-support.example.com のよ

うなアドレスです。 

 ボタンの背景画像：画像を選択しないと、Panel でデフォルト画像  が使用されます。 
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 Panel で URL を開く：外部ウェブリソースを新しいブラウザウィンドウまたはタブで開く

場合は、このチェックボックスをオフにしてください。 

 Panel から HTTP リクエストとして顧客および契約の情報を送信したい場合は、その中

に含める情報を指定してください。 

 契約 ID 

 契約に関連付けられたプライマリドメイン名 

 FTP アカウントのユーザ名とパスワード 

 顧客のアカウント ID、名前、メールアドレス、会社名 

4. ［OK］をクリックします。 

 リセラーが追加サービスを使用して、顧客にこのサービスをプロ
ビジョンできないようにするには： 

1. ［サービスプラン］>［追加サービス］タブに進みます。 

2. サービスの横のチェックボックスをオンにして、［使用不可にする］をク

リックします。 

 リセラーが追加サービスを使用して、顧客にこのサービスをプロ
ビジョンできるようにするには： 

1. ［サービスプラン］>［追加サービス］タブに進みます。 

2. サービスの横のチェックボックスをオンにして、［使用可能にする］をク

リックします。 

 サービスプランのプロパティからカスタムプランオプションを削
除するには： 

1. ［サービスプラン］>［追加サービス］タブに進みます。 

2. サービスの横のチェックボックスをオンにして、［サービスを削除する］

をクリックします。 

 拡張で提供されている追加サービスを削除するには： 

Panel から拡張を削除します。 

Panelでアドオンプランをセットアップする 
アドオンプランは、契約で提供されるリソースとサービスの量を拡張します（例えば、追加のデ

ィスク領域（GB）や、Perl スクリプティング言語のサポート）。1 つの契約を複数のアドオン

に関連付けることができますが、それぞれのアドオンは契約に一度だけしか追加できません。 
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アドオンプランを作成するには、［サービスプラン］>［新しいアドオンを追加］ウィザードを

開始し、プランプロパティ（730ページ）を指定します。 
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Panelでプランの契約を顧客に作成する 
課金自動化ソリューションを使用しない場合、Panel で顧客へのサービス提供を開始するには、

顧客アカウントを作成してこの顧客にサービスプランの契約を作成する必要があります。各ユー

ザは一度に複数のサービスプランを契約できます。つまり、複数のサービス契約を持つことがで

きます。このうち一部をカスタム契約にすることも、異なるアドオンプランやサービスプランに

関連付けられたサービス契約にすることも可能です。 

一般に、新規顧客に契約を作成する際には、顧客アカウントの作成と同時に 初の契約が作成さ

れていました。しかし、Parallels Plesk Panel 10.2 以降は、契約なしで顧客アカウントを作成で

きるようになりました。これは、現時点では顧客用にウェブサイトをセットアップする必要がな

く、他の顧客アカウントから契約を移管したい場合や、契約を後でセットアップしたい場合など

に便利です。ただし、契約を持たない顧客はコントロールパネルにログインできません。 

 契約なしで顧客アカウントを新規作成するには： 

1. ［顧客］で［新しい顧客を追加］をクリックします。 

2. 顧客の連絡先および課金情報と、コントロールパネルのアカウントユー

ザ名およびパスワードを指定します。 

3. ［顧客に契約を作成する］チェックボックスをオフにします。 

4. ［OK］をクリックします。 

 新規顧客をサービスプラン（オプションでアドオン）に登録する
には： 

1. ［顧客］で［新しい顧客を追加］をクリックします。 

2. 顧客の連絡先/課金情報、ユーザ名とパスワード、契約に関連付けられ

ているドメインの属性を指定します。 

3. 契約をどのサービスプランと関連付けるかを選択します。 

4. 追加したいものがあれば、アドオンプランを選択します。 

5. ［顧客を作成した後に、契約パラメータのカスタマイズを行います...］チェ

ックボックスはオフにしておきます。 

6. ［OK］をクリックします。 

 新規顧客を特定の条件でサービスプランとアドオンに登録するに
は（プランに関連する契約のカスタマイズ）： 

1. ［顧客］で［新しい顧客を追加］をクリックします。 

2. 顧客の連絡先/課金情報、ユーザ名とパスワード、契約に関連付けられ

ているドメインの属性を指定します。 
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3. サービスプランとアドオンを選択します。 

4. ［顧客を作成した後に、契約パラメータのカスタマイズを行います...］チェ

ックボックスをオンにします。 

5. ［OK］をクリックします。 

顧客アカウントと契約が作成され、Panel でこれらの契約プロパティ（730ページ）をリソ

ースおよびパーミッションとしてカスタマイズできるようになります。ホスティング、メー

ル、DNS サービスパラメータのカスタマイズは、サーバ管理パネルでは実行できません。 

6. 契約プロパティをカスタマイズします。 

7. ［更新してロック］をクリックします。 

カスタマイズされた契約は、同期に対してロックされます。つまり、サービスプランやアド

オンが変更されてもこれらの契約は同期されません。詳しくは、「プランと契約の関係（221
ページ）」セクションを参照してください。 

 新規顧客を特定の条件で自社のサービスに登録するには（カスタ
ム契約の作成）： 

1. ［顧客］で［新しい顧客を追加］をクリックします。 

2. 顧客の連絡先/課金情報、ユーザ名とパスワード、契約に関連付けられ

ているドメインの属性を指定します。 

3. ［サービスプラン］の横で「なし」を選択します。 

契約プロパティは、Panel のデフォルトサービスプランに従って設定されます。 

4. ［顧客を作成した後に、契約パラメータのカスタマイズを行います...］チェ

ックボックスをオンにしておきます。 

5. ［OK］をクリックします。 

顧客アカウントがカスタム契約付きで作成されます。カスタム契約について詳しくは、「プ

ランと契約の関係（221ページ）」セクションを参照してください。 

Panel でこれらの契約プロパティ（730ページ）をリソースおよびパーミッションとしてカ

スタマイズできるようになります。ホスティング、メール、DNS サービスパラメータのカ

スタマイズは、サーバ管理パネルでは実行できません。 

6. 契約プロパティをカスタマイズします。 

7. ［OK］をクリックします。 

 自社ウェブサイトとメールをホストするための契約を追加するに
は： 

1. ［契約］で［新しい契約を追加］をクリックします。 

2. 契約、サービスプラン、アドオンでプロビジョニングするドメインの属

性を指定します。 
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3. オプションで、［作成後に、契約パラメータのカスタマイズを行います...］
チェックボックスをオンにします。 

4. ［OK］をクリックします。 
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Panelで顧客と契約を管理する 
顧客アカウントを管理する 

顧客アカウントを作成すると、これに対して以下の作業が可能になります。 

 連絡先情報を変更する。 

 顧客がコントロールパネルへのアクセス時に使用するユーザ名とパスワードを変更する。 

注：ログイン情報を変更しても、Panel から顧客への自動通知は行われません。顧客がパス

ワードを再確認する際には、ユーザ名とメールアドレスを指定する必要があります。そのた

め、ログイン情報（特にユーザ名）を変更した際は、顧客に必ず知らせるようにしてくださ

い。これを怠ると、顧客は Panel を使用できなくなります。 

 アカウントを一時停止する。 

顧客が一時停止されると、顧客およびこの顧客が作成したコントロールパネルユーザは

Panel からブロックされます。顧客の契約も一時停止されます。つまり、この顧客のウェブ

サイト、FTP、メールサービスに、インターネット上からアクセスすることができなくなり

ます。 

 アカウントをアクティブ化する。 

アカウントをアクティブ化すると、このアカウントの契約もすべてアクティブになり、すべ

てのサービスが適切に機能するようになります。 

 アカウントを削除する。 

顧客アカウントを削除すると、この顧客の契約とウェブサイトもすべて削除されます。 

Customer and Business Manager コンポーネントをインストールし、Panel と連携するように

構成すると、Panel に以下のリンクが追加されます。 

 Business Manager 

 課金の詳細 

 請求書 

 支払履歴 

 未払いの請求書の作成（［その他のビジネスオペレーション］メニュー）。 

 請求書の作成（［その他のビジネスオペレーション］メニュー） 

 クレジット（［その他のビジネスオペレーション］メニュー） 

 課金アカウント（［その他のビジネスオペレーション］メニュー） 

これらのリンクを使用して、Business Manager で顧客アカウントを管理します。Business 
Manager での顧客アカウントの管理方法について詳しくは、「Business Manager で顧客を管理

する」セクションを参照してください。 

 顧客の連絡先情報を変更するには： 

1. ［顧客］に進み、リストで <顧客名> をクリックします。 

2. ［連絡先情報を編集］をクリックします。 

3. 情報を更新し、［OK］をクリックします。 



 

 顧客とリセラーにサービスを提供する 239 
 

 顧客がコントロールパネルへのアクセス時に使用するユーザ名と
パスワードを変更するには： 

1. ［顧客］に進み、リストで <顧客名> をクリックします。 

2. ［ログイン情報を変更］をクリックします。 

3. パスワードとユーザ名を更新し、［OK］をクリックします。 

 顧客アカウントを一時停止するには： 

1. ［顧客］に進み、リストで <顧客名> をクリックします。 

2. ［一時停止］をクリックします。 

 複数のアカウントをまとめて一時停止するには： 

1. ［顧客］に進みます。 

2. （オプション）有効なアカウントをフィルタで除外します。 

a. リスト上部の検索フィールドの横にある  ボタンを押しま

す。 

リストフィルタが表示されます。 

b. ［ステータス］フィルタの下で「アクティブ」を選択します。 

3. リストで対象のアカウントを選択します。 

4. ［その他のアクション］>［一時停止］をクリックします。 

 顧客アカウントをアクティブ化するには： 

1. ［顧客］に進み、リストで <顧客名> をクリックします。 

2. ［アクティブ化］をクリックします。 

 複数のアカウントをまとめてアクティブ化するには： 

1. ［顧客］に進みます。 

2. （オプション）一時停止中のアカウントをフィルタで除外します。 

a. リスト上部の検索フィールドの横にある  ボタンを押しま

す。 

リストフィルタが表示されます。 

b. ［ステータス］フィルタで、「一時停止済み」を選択します。 
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3. リストで対象のアカウントを選択します。 

4. ［その他のアクション］>［アクティブ化］をクリックします。 

 顧客アカウントを削除するには： 

1. ［顧客］に進み、削除するアカウントを選択します。 

2. ［削除］をクリックします。 

3. 確認ボックスで［はい］をクリックします。 

  

契約を管理する 

顧客がサービスプランを契約すると、これに対して以下の作業が可能になります。 

 契約のホスティング設定を変更する。 

これには、契約対象のウェブサイトをホストしている IP アドレスや、契約に関連付けられ

ているシステムユーザアカウントのクレデンシャル（契約内のウェブサイト用のファイルと

フォルダの管理や、SSH またはリモートデスクトップ経由でのサーバアクセスに使用される

クレデンシャル）があります。 

 1 つ以上の契約を他のユーザに移管する。 

つまり、契約の所有者を変更します。言い換えると、契約を他のユーザ（他の顧客、リセラ

ー、または自分自身）に割り当て直します。この場合、契約はプランから自動的に解除され、

カスタムとなります。 

注： Panel 10.4 以降、顧客は補助ユーザのアクセスを、ホスティングアカウント内の指定

された契約のみに制限することが可能になりました。これに対応するパーミッションがユー

ザ役割に追加されています。このようなユーザ役割を持つ契約を移管すると、この役割とそ

のすべてのユーザも新しい契約に移管されます。 

 契約を一時停止する。 

一時停止された契約に含まれるウェブサイト、FTP、メールサービスには、インターネット

からアクセスできません。契約の手動での一時停止は、契約内の任意のウェブサイトが攻撃

を受けた場合に役に立ちます。 

 手動で一時停止された契約をアクティブ化する。 

契約をアクティブ化すると、この契約で提供されるすべてのサービスが通常どおりに機能す

るようになります。 

 期限切れの契約を更新する。 

Panel では、契約が自動更新されません。つまり、有効期限を過ぎた契約は一時停止されま

す。 

 契約を削除する。 

Customer and Business Manager コンポーネントをインストールし、Panel と連携するように

構成すると、Panel に以下のリンクが追加されます。 

 Business Manager 

 課金の詳細 

 アップグレードする 
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 ダウングレード 

 アドオン 

Business Manager の契約を管理するには、これらのリンクを使用してください。Business 
Manager での契約の管理方法について詳しくは、「Business Manager で契約を管理する」セク

ションを参照してください。 

契約に対して作業を行うには、他の契約の中からこの契約を見つける必要があります。当然なが

ら、該当する契約に関するすべての情報が明らかであるとは限りません（サーバでホストされて

いるドメイン名のみが分かる場合など）。このような場合でも、サーバ管理パネルの［ドメイン］

ページで、必要な契約を簡単に探すことができます。このページには、ドメイン、サブドメイン、

ドメインエイリアス、顧客アカウント、または会社を名前で検索できる機能が用意されています。

このページで、ドメイン名と契約の関係を検索したり、以下のような有意義な情報を入手するこ

とができます。 

 ドメイン名に関連するホスティングタイプ 

 ドメイン名がエイリアスかどうか 

さらに、各ウェブサイトのコンテンツをリストから簡単に参照できます。 

 契約のホスティング設定を変更するには： 

1. ［契約］に進み、リストで <契約> をクリックします。 

2. ［ホスティング設定を変更］をクリックします。 

3. 情報を更新し、［OK］をクリックします。 

 契約を他のユーザに移管するには： 

1. ［契約］に進み、リストで <契約> をクリックします。 

2. ［契約者を変更］をクリックします。 

3. 新しい契約者を選択し、［次へ >>］をクリックします。 

4. 契約設定の変更内容を確認し、［OK］をクリックします。 

 複数の契約を他のユーザに移管するには： 

1. ［契約］に進みます。 

2. 割り当て直す契約を選択します。 

3. ［契約者を変更］をクリックします。 

4. 新しい契約者を選択し、［次へ >>］をクリックします。 

5. 契約設定の変更内容を確認し、［OK］をクリックします。 

 契約を一時停止するには： 
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1. ［契約］に進み、リストで <契約名> をクリックします。 

2. ［一時停止］をクリックします。 

 複数の契約を一度に一時停止するには： 

1. ［契約］に進みます。 

2. （オプション）有効な契約をフィルタで除外します。 

a. リスト上部の検索フィールドの横にある  ボタンを押しま

す。 

リストフィルタが表示されます。 

b. ［ステータス］フィルタの下で「アクティブ」を選択します。 

3. リストで対象の契約を選択します。 

4. ［一時停止］をクリックします。 

 契約をアクティブ化するには： 

1. ［契約］に進み、リストで <契約名> をクリックします。 

2. ［アクティブ化］をクリックします。 

注：この方法でアクティブ化できるのは、手動で一時停止した契約に限られます。期限切れの契

約をこの方法でアクティブ化すると、翌日に自動的に一時停止されます。この場合は、以下の手

順に従って契約を更新してください。 

 複数の契約をまとめてアクティブ化するには： 

1. ［契約］に進みます。 

2. （オプション）一時停止の契約をフィルタで除外します。 

a. リスト上部の検索フィールドの横にある  ボタンを押しま

す。 

リストフィルタが表示されます。 

b. ［ステータス］フィルタで、「一時停止済み」を選択します。 

3. リストで対象の契約を選択します。 

4. ［アクティブ化］をクリックします。 

注：この方法でアクティブ化できるのは、手動で一時停止した契約に限られます。期限切れの契

約をこの方法でアクティブ化すると、翌日に自動的に一時停止されます。この場合は、以下の手

順に従って契約を更新してください。 
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 期限切れの契約を更新するには： 

1. ［契約］に進み、リストで <契約名> をクリックします。 

2. ［アクティブ化］をクリックします。 

3. ［カスタマイズ］をクリックします。 

4. ［リソース］タブで新しい有効期限を設定するか、「無制限」を選択しま

す。 

5. ［更新してロック］をクリックします。 

注： この手順を行うと、プラン設定への変更はこの契約に適用されなくなります。この契

約をプランと同期化しようとしても、このプランの有効期限を「無制限」に設定しない限り、

契約は期限切れになります。 

 契約を削除するには： 

1. ［契約］に進み、削除する契約を選択します。 

2. ［削除］をクリックします。 

3. 確認ボックスで［はい］をクリックします。 
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Business Managerでホスティングプランをセット

アップする 
Business Manager コンポーネントをインストールし、Panel と連携するように構成した場合、

ホスティングプランは必ず Business Manager で行う必要があります。 

Business Manager に 初のサービスプランを作成する前に、必要な作業をあらかじめ実行しま

す。 

1. ホスティングパネルを接続します。 

Parallels Plesk Panel をインストールした複数のサーバ上でホスティングアカウントを販売

することができます。ホスティングプランを作成する前に、ホスティングサービスの提供に

使用するサーバにインストールされているパネルを接続し、これらのパネルをグループ化し

ます。この手順については、「ホスティングパネルを接続する（160ページ）」セクション

を参照してください。 

2. 新しいホスティング契約をどのように処理するかを定義します。 
契約を作成する前に、Business Manager は契約者が特定の要件（例： 期日を迎えた請求書

がない）を満たしていることを確認し、すべての要件を満たしている場合に限って契約を作

成します。これらの要件のリストを「プロビジョニングポリシー」と呼びます。ホスティン

グサービスの販売を開始する前に、このポリシーがニーズを満たしていることを［ビジネス

セットアップ］>［すべての設定］>［プロビジョニングポリシー］ページで確認します。 

3. ホスティングプランを提供するオンラインストアを作成します。オンラインストアの構成方

法は、「オンラインストアを管理する（202ページ）」セクションを参照してください。 

 

プランの作成を開始するには、［ビジネスセットアップ］>［プラン］>［サービスプランを追加］

>［ホスティングプラン］ウィザードをサーバ管理パネルで（または Business Manager で直接）

実行します。 

ホスティングサービスプランを作成するためには、複数のステップを実行する必要があります。 

 一般的なプラン情報（プラン名、このプランを表示するオンラインストアなど）を指定しま

す。 

 プランのプロパティを指定します（245ページ）（ディスク領域、トラフィックなど）。 

 プランに価格を設定します（246ページ）。 

 追加サービスを提供します（249ページ）。作成したプランに加え、追加のサービスやリソ

ース（追加のディスク領域など）を提供するアドオンプランを提供することもできます。 

 アップグレードおよびダウングレードオプションを提供します（250ページ）。顧客に対し、

現在のプランからサービスとリソースがより豊富なプラン（アップグレード）またはより少

ないプラン（ダウングレード）に切り替えるオプションを提供することができます。 

これらのオペレーションについて詳しくは、本セクションで後ほど説明します。 

その後のすべてのワークフローは自動化されます。新規顧客がオンラインストアでプランを契約

すると、Business Manager によって請求書が生成されます。顧客がこの請求書に支払うと、

Business Manager はこの顧客に対して Panel アカウントと契約を自動的に作成します。 
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顧客アカウントと契約の管理方法について詳しくは、「顧客を管理する（429ページ）」セクシ

ョンと「契約を管理する（445ページ）」セクションを参照してください。 

Business Manager で従量課金のホスティングを提供する 

顧客にとってより柔軟で便利なホスティングを提供するために、プラン制限を超えるリソース量

を契約者が使用できるように設定できます。例えば、このようなプランに 1 GB のディスク領域

が含まれる場合、このプランの契約者は 2 GB 以上を利用して、超過したリソース分を追加で支

払うことができます。このようなウェブホスティングリソース販売方法を「従量課金（PAYG
（pay-as-you-go））」ウェブホスティングと呼びます。プランで従量課金ホスティングが許可

される場合、リソースの制限は厳密ではないため、このようなプランを「バースタブル」と呼び

ます。追加リソース分の価格を「バースタブルなプラン価格」と呼び、プランの設定にてこのよ

うな価格を構成します。従量課金ウェブホスティングの構成について詳しくは、「プラン用にカ

スタム価格をセットアップする」を参照してください。 

Business Manager では、使用料を毎日計算します。これは、バースタブルプランの契約者が追

加リソースに対して支払うべき金額です。算出アルゴリズムは「使用料を計算する（248ページ）」

を参照してください。顧客は、コントロールパネルの［ホーム］ページで現在の使用料を確認で

きます。Business Manager は、毎月初日に前月分の使用料に対する請求書を発行し、請求金額

をゼロにリセットします。 

使用した分のリソースだけ顧客が支払うようにするには、プランのすべてのリソースを 低値に

設定し、プランの契約価格を 0 に設定し、従量課金ウェブホスティングを許可して、バースタブ

ルプラン価格を定義してください。 

従量課金が許可される場合、Panel で提供できる限界を超えるリソースを契約者が使用しようと

する可能性があります。このような状況を回避するために、顧客によるリソースの使用状況をモ

ニタリングし、プランの制限を頻繁に超える顧客に対して契約のアップグレードを勧めることを

推奨します。 

 

このセクションの内容: 

プランのプロパティ ............................................................................................................. 246 
価格設定と価格オプション .................................................................................................. 246 
追加サービスを提供する .................................................................................................... 249 
プランをアップグレードまたはダウングレードする ................................................................ 250 
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プランのプロパティ 

プランの一般的なプロパティ（名前やタイプ）を指定した後で、プランで提供するサービスとリ

ソースを［プロパティ］タブで定義します。特定のプラン設定について詳しくは、「付録 A： プ
ランと契約のプロパティ（730ページ）」を参照してください。Panel のプランと比べ、Business 
Manager のプランはホスティング設定の種類が限られています。例えば、Business Manager の
プランでは、カスタムのプラン別 PHP 構成を設定することは許可されません。ここで定義でき

ない設定は、プランを Panel に伝達した後で、サーバ管理パネルですべて定義することができま

す。 

価格設定と価格オプション 

Business Manager のプラン価格は、以下の値の組み合わせです。 

 契約価格： これは、課金サイクル（課金間の期間）中に使用されたサービスに対して請求

する価格です。1 つのプランに対して、価格の違う複数の課金サイクルを自由に設定するこ

とができます。例えば、6 ヶ月契約の価格を$10 に、1 年契約の価格を $15 に設定すること

ができます。 

さらに、プランに対して、一度限りの請求（セットアップ料金）を定義することができます。

顧客が契約を他のプランにアップグレードまたはダウングレードする場合、アップグレード
料金とダウングレード料金を設定することもできます。 

 税： 国の法規制で顧客に対する課税が許可されている場合、これらの税をプラン価格を含

めることができます。Business Manager でサービスに対する課税をセットアップする方法

は、「課税を構成する（211ページ）」セクションを参照してください。 

特定の課税ポリシーを作成し、これをプランに適用した後で、これらのプランを販売するオ

ンラインストアで価格（税込み価格または税抜き価格）が正しく表示されるように忘れずに

構成してください。この作業は、［ビジネスセットアップ］>［オンラインストア］><スト
ア名を選択>>［設定を変更］>［支払オプション］タブにあります。 

 バースタブルなプラン価格（ホスティングプラン用） プランの制限を超えて Panel リソー

スを使用することを契約者に対して許可する（または従量課金のウェブホスティングを許可
する）場合、契約者は 1 ヶ月間にリミットを超過して使用したリソースを、単価に応じて支

払います。Business Manager でリソース利用超過分の月額料金（使用料）がどのように計

算されるのかは、「使用料を計算する（248ページ）」セクションを参照してください。リ

ソースの利用超過を許可するためには、プラン設定ページの［プロパティ］タブで［ウェブ

制限］>［従量課金のウェブホスティング］に進み、適切なオプションを選択してください。 

注： プラン制限を超えるリソース利用に対してバースタブルなプラン価格を定義しないと、

契約者はリソースの利用超過分を無料で利用できるようになります。 

これらの価格はすべて、プラン設定ページの［価格と税］タブに設定してください。 

プロモーション目的でプラン価格を下げるには、割引、クーポン、顧客グループを使用します。

これらのメカニズムの使用について詳しくは、「クーポンと割引（480ページ）」および「割引

を制限し、契約を一時停止から除外する（472ページ）」セクションを参照してください。 



 

 顧客とリセラーにサービスを提供する 247 
 

一部のプランでは、より柔軟な価格設定が必要になります。例えば、高速なサーバと通常のサー

バの両方で同じホスティングサービスを販売し、高速サーバでは価格を高めに設定する場合など

があります。Business Manager では、価格オプションを使用して、同じプランの様々なバリエ

ーションに別々のカスタム価格を設定することができます。カスタム価格オプションの追加方法

について詳しくは、「プラン用にカスタム価格をセットアップする（247ページ）」を参照して

ください。 

プラン設定ページで設定した価格は、このプランのすべての新規契約に適用されます。ただし、

カスタム契約や利用超過価格を設定したり、契約に割引やクーポンを個別に適用することができ

ます。カスタム契約価格について詳しくは、「契約を編集する（451ページ）」のセクションを

参照してください。 

Business Manager の会計機能を使用すると、請求書の生成や支払後に帳簿に記入される情報を

定義することができます。このフォーマットの定義方法について詳しくは、「プラン用の総勘定

元帳エントリを作成する」セクションを参照してください。 

 

このセクションの内容: 

プラン用のカスタム価格をセットアップする .......................................................................... 247 
従量課金料金を計算する ................................................................................................... 248 
プラン用の総勘定元帳エントリを作成する ........................................................................... 248 
 

 

プラン用のカスタム価格をセットアップする 

外的要因に応じてプラン価格を変更したい場合は、価格オプションを使用します。例えば、Gold
プランに米国と欧州のサーバを関連付けており、米国向けホスティングより欧州向けホスティン

グの方を高額に設定したいとします。 

 カスタム価格をセットアップするには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［拡張価格設定］の［価格グ

ループ］タブで、「場所」などの価格グループを作成します。 

2. この価格グループ内に価格オプションを作成します（［価格オプション］

タブで「米国」、「欧州」などを作成）。顧客の契約プロセス中に、オ

ンラインストアにこれらの名前が表示されます。 

3. 編集したいプランの設定ページに進み、［価格オプション］タブを開き、

プランで使用可能にする価格グループと価格オプションを選択します。

例えば、「Goldホスティング」プランに対して、「米国」と「欧州」を選

択することができます。 
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従量課金料金を計算する 

従量課金のウェブホスティングがプランで許可されている場合、Business Manager は従量課金
料金（ホスティングリソースの利用超過の合計額）を、Business Manager が接続先 Panel から

毎日収集するリソース利用統計に基づいて計算します。顧客の課金モードや課金サイクルを問わ

ず、これは毎月初日に計算されます。システムは、トラフィックを除く各リソースの 1 日あたり

の平均利用超過量に、該当月の日数と該当リソースの月単価を掛けます。 

トラフィック 

トラフィックの従量課金料金は、次の方法で計算されます。Business Manager は、該当月の利

用超過量の合計に、トラフィックの月単価を掛けます。たとえば、契約者が 1 ヶ月間で 10 GB
分のファイルをダウンロードし、プランの上限が 5 GB であった場合、トラフィックの利用超過

量は 5 GB になります。トラフィックの月単価が 1 GB あたり $1 であれば、契約者に課される

トラフィック従量課金分の料金は (10 GB - 5 GB) * $1 = $5 となります。 

その他のリソース 

他のリソースの従量課金料金の計算に、Business Manager は 1 日あたりの平均利用量を用いま

す。例えば、顧客によるディスク領域の利用量が 初の 15 日間は契約クォータを 500 MB 超過

し、残りの 15 日間は 700 MB 超過していた場合、平均利用超過量は (500 * 15 + 700 * 15)/30 = 
600 MB となります。ディスク領域の単価が 1 GB あたり $1 であれば、顧客に課されるディス

ク領域の従量課金料金は $0.6 となります。 

アドオン利用料金を計算する 

顧客が月の半ばに追加リソースのアドオンを購入した場合、システムはアドオン購入日以降の各

日のリソース利用超過量から、アドオンで提供されるリソース量を差し引きます。 

例えば、顧客がプラン制限を 500 MB 超えるディスク領域を利用しており、月の 7 日にディスク

領域を 1GB 増強するアドオンを購入した場合、従量課金料金には、500 MB の利用超過が 初

の 7 日分のみ含まれます。 

プラン用の総勘定元帳エントリを作成する 

会社の会計処理に Business Manager を使用する場合、実行した業務オペレーションに関する情

報を総勘定元帳に記入するようにプランを構成してください。 

例えば、レジストラに支払うドメイン登録料金をトラッキングしたい場合は、このプラン用の元

帳エントリを次のように定義します。 

 元帳エントリを作成するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［プラン］でプランを選択します。 

2. ［元帳エントリ］をクリックします。 

3. ［元帳エントリグループを追加］ボタンをクリックします。 
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4. 以下を設定します。 

 元帳グループ名： このプランに対して作成する元帳グループの名前を入力します。例え

ば、このグループによってこのプランのコストをカバーしたい場合、「ドメイン登録コ
スト」のような名前を付けます。 

 これらの通貨のみでエントリを作成： 元帳エントリは、オンラインストアでプランが注

文されたときに作成されます。USD、GBP など複数の通貨がセットアップされている場

合、［選択可］リストで必要な通貨をダブルクリックするか、矢印ボタンを使用して、

［選択済み］リストに移動してください。 

 これらの課金サイクルのみでエントリを作成： 「これらの通貨のみでエントリを作成」

の場合と同様に、元帳エントリを作成するサイクルを選択することができます。［選択

可］リストで必要なサイクルをダブルクリックするか、矢印ボタンを使用して、［選択

済み］リストに移動してください。 

 元帳エントリの通貨： 一般には、自国通貨またはプランのセットアップに使用する通貨

を選択します。それ以外の通貨でも元帳エントリを作成することはできますが、ドメイ
ン登録コストなどのエントリはメニューで選択した通貨で表示されます。 

 元帳エントリ：  

a. ［+ 元帳エントリを追加］ボタンをクリックすると、総勘定元帳

（GL）勘定に2つの元帳エントリが作成されます。 

b. ［GL勘定］メニューで、「10000 - 現金1」などの勘定科目を選

択します。 

c. 説明を入力します。 

d. ［貸方］テキストボックスに、プランのコストを入力します。 

e. ［+ 元帳エントリを追加］ボタンをもう一度クリックします。 

f. ［GL勘定］メニューで、「50000 - 製品原価」などの勘定科目を

選択します。 

g. 説明を入力します。 

h. ［借方］テキストボックスに、プランのコストを入力します。 

i. ［保存］をクリックします。 

追加サービスを提供する 

Customer & Business Manager では、サービスプランに含まれない追加リソースとサービスを

アドオンプラン（またはアドオン）として提供することができます。アドオンは［ビジネスセッ

トアップ］>［プラン］ページで、プランとともに表示されます。プランにアドオンがある場合、

オンラインストアで別のストアページにアドオンが表示され、顧客は注文にアドオンを自由に追

加することができます。アドオンをプランに追加するためのコントロールは、プラン設定ページ

の［アドオン］タブにあります。 

通常、アドオンにはリソースが 1 つ含まれます（このアドオンに対して選択したパネルグループ

に定義されているリソース（ディスク領域、トラフィック、その他のリソース））。また、単一

のアドオンとして複数のリソースとサービスを自由に提供することができます。 
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類似のアドオンのリストから顧客がアドオンを選べるように、アドオンはグループ化されていま

す。さらに、アドオンには関連グループが必須です。購入者がプランを契約すると、このプラン

に割り当てたアドオングループの名前とこのプランに対して選択したグループアイテムのリス

ト（アドオン）が購入者に対して表示されます。 

例えば、次のようなテキストが表示されます。 

ディスクスペースを追加で購入することもできます（アドオングループ） 

 1 GB 追加（アドオン） 

 2 GB 追加（アドオン） 

 5 GB 追加（アドオン） 

アドオンを提供するプランのリストを表示するには、アドオン設定ページの［プラン］タブに進

んでください。 

重要：サービスプランとそれに割り当てるアドオンは、課金サイクルと通貨を同じにする必要が

あります。これらを別にすると、顧客はこのアドオンを購入できなくなります。 

ホスティングアドオンの提供に加え、アドオンを使用して SSL 証明書を販売することもできま

す。アドオンとして販売する SSL 証明書をセットアップする方法について詳しくは、「SSL 証

明書付きのホスティングプランを提供する（266ページ）」セクションを参照してください。 

プランをアップグレードまたはダウングレードする 

顧客が契約済みのプランの変更を希望する場合があります（例えば、現在のプランで提供される

より多くのリソースを必要としている場合や、使用しないリソースに余分なお金を支払いたくな

い場合）。このような場合は、各プランに対してアップグレードとダウングレードを定義します。 

プランのアップグレードとダウングレードを使用して、プランを階層化することができます。以

下の表は、アップグレードとダウングレードを設定したプランの例です。 

プラン 説明 選択可能なアップグ

レード 
選択可能なダウングレー

ド 

Bronze ホスティン

グ 
個人向けの低コストなホス

ティング 
 Silver ホスティ

ング 

 Gold ホスティン

グ 

なし 

Silverホスティング 小企業向けのホスティング  Gold ホスティン

グ 
 Bronze ホスティン

グ 

Gold ホスティング ビジネス向けの機能が充実

したホスティング 
なし  Bronze ホスティン

グ 

 Silver ホスティング
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プランのアップグレードとダウングレードを提供する場合、すべてのプランに対してアップグレ

ードリクエストとダウングレードリクエストの処理方法を定義します（例えば、リクエストされ

たアップグレードをいつ実行するか（リクエスト直後／現在の課金サイクルの終了時））。「ア

ップグレードおよびダウングレードリクエストの処理を構成する」セクションでは、アップグレ

ードとダウングレードに関するシステム全体のプロパティをリストアップし、これらのプロパテ

ィについて説明します。 

さらに、Business Manager には、契約のアップグレードとダウングレードを顧客に対して請求

するためのオプションが用意されています。各プランのアップグレード料金とダウングレード料

金は、プラン設定ページの［価格］タブで定義します。 

アップグレードおよびダウングレードリクエストの処理 

Business Manager では、プランをアップグレードまたはダウングレードするときにシステムが

実行するアクションを定義することができます。以下のような内容を定義することができます。 

 アップグレードおよびダウングレードを誰が開始できるのか 

 アップグレードおよびダウングレードの実行方法 

 アップグレードおよびダウングレードの課金方法 

アップグレードおよびダウングレードリクエストの処理方法を構成するためのコントロールは、

［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［アップグレード/ダウングレードリクエスト］

にあります。 

顧客が開始するアップグレードおよびダウングレード 

顧客に対してアップグレードおよびダウングレードの開始を許可する場合、プランをいつ変更す

るかを定義します（リクエスト直後／現在の課金サイクルの終了時）。 

アップグレードおよびダウングレードをリクエスト直後に実行することを決めた場合、顧客の課

金アカウントで未使用の残高をどのように処理するかを定義します。 

 未使用額をクレジットに戻す： このオプションは、ホスティングプランなどに対して選択

します。 

 返金しない： ドメイン登録プランなどで、ドメイン名の使用を停止したときにレジストラ

から返金されないときなどに使用します。 

アップグレードおよびダウングレードの遅延のトラブルシューティング 

課金サイクル末に契約のアップグレードおよびダウングレードを実行するように（また

は遅延アップグレードおよびダウングレードを実行するように）Business Manager を
構成している場合、アップグレードおよびダウングレードリクエストに対して、高度な

な処理が実行されます。遅延アップグレードおよびダウングレードで発生する可能性が

ある問題のトラブルシューティングのために、このようなリクエストの処理について詳

しく説明します。  
例えば、Bronze ホスティング 契約の顧客が、Silver ホスティング プランへのアップ

グレードを注文したとします。この場合、Business Manager は以下を実行します。  
1. アップグレードリクエストのトリガ後すぐに、システムは Silver ホスティング の
新しい契約を「保留中」ステータスで作成します。Bronze ホスティング 契約は「ア

クティブ」のままになります。  

2. 現在の課金サイクルが終了する数日前に、Business Manager は Silver ホスティン
グ 契約更新用の請求書を発行します。  
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3. 次の課金サイクルの初めに、システムは Panel の契約をアップグレードし、Bronze 
ホスティング 契約を削除します。アップグレードが成功したら、Business Manager は 
Silver ホスティング 契約のステータスを「アクティブ」に変更します。これを行わな

いと、Silver ホスティング 契約は「エラー」ステータスになります。  
 
アップグレードした契約の請求書をシステムが発行するまでは、管理者または契約者は 
Bronze ホスティング 契約ページで［契約のアップグレードまたはダウングレードリ

クエストをキャンセル］をクリックして、アップグレードをキャンセルすることができ

ますれをクリックすると、Business Manager は Silver ホスティング 契約をキャンセ

ルし、Bronze ホスティング に対する次の請求書を通常通りに発行します。アップグレ

ードした契約に対する請求書が発行された後は、管理者も契約者も、アップグレードリクエスト

をキャンセルできなくなります。 
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専門知識を持たない顧客にサービスを提供する 
顧客によっては、システム管理の専門知識を持たず、コントロールパネルのツールを見て不安を

感じる可能性もあります。さらには、これらの顧客がツールを使用しようとして構成ファイルが

破損したり、トラブルシューティングが困難になるような可能性もあります。このような状況を

回避して、よりシンプルなコントロールパネルを顧客に提供するために、［サービスプラン］>
［ホスティングプラン］タブにある「Default Simple」ホスティングプランに顧客の契約を作成

することをお勧めします。 

顧客はこのプランで、シンプルなルーティン作業のみをセルフサービスで実行し、複雑な作業は

サポートサービスに任せることができます。使用頻度の高いツールのみが含まれていますが、プ

ランの設定をより細かく調整することもできます。 

このような顧客のために特別なプランを作成したくない場合は、このセクションの指示に従って

契約単位でツールと設定の数を減らすことができます。以下では、ユーザインターフェースのシ

ンプル化を実現する方法を説明します。原則的には、顧客が使用しないと思われるリソースとツ

ールは隠します。 

重複するリソースを隠す 

この変更を行う理由は簡単です。ホスティングプランまたは契約の設定においては、［リソース］

タブで、使用しない制限をすべて「0」に設定します。「コントロールパネルにおけるホスティ

ング機能の表示/非表示（732ページ）」で説明するように、「0」に設定されたリソースはコン

トロールパネルに表示されなくなります。 

例えば、メールボックスの制限を「0」に設定すると、コントロールパネルに［メール］タブが

表示されなくなります。リソースについて詳しくは、「リソース」セクションを参照してくださ

い。 

重複するツールを隠す 

コントロールパネルで顧客に対して提供するツールのセットは、契約またはプランの設定（［パ

ーミッション］タブ）で定義します。例えば、［DNS ゾーン管理］オプションをオフにすると、

DNS 管理用のツールはコントロールパネルに表示されなくなります。パーミッションについて

詳しくは、「パーミッション」セクションを参照してください。 

Default Simple のリソースおよびツール 

初期状態では、Default Simple ホスティングプランには以下のツールが含まれています。 

 ウェブホスティングへのアクセス 

 Web Presence Builder 

 ファイルマネージャ 

 ウェブサイト統計 

 SSL によるサイトセキュリティ 

 アプリケーション 

 データベース 
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リセラープラン 

Panel のリセラー 

ビジネスモデルにリセラーが含まれる場合、プランと契約はホスティングサービスの顧客とほぼ

同様に機能します（221ページ）。ただし、次のような違いがあります。 

 リセラーの場合、それぞれ「リセラープラン」および「リセラー契約」という用語を使用し

ます。 

 リセラーアドオンプランは導入されていません。 

 リセラー契約はドメインにリンクされません。契約をしたリセラーは、この契約に含まれる

リソースとサービスのセットを、サービス契約経由で自社の顧客または自分自身に分配しま

す。 

Panel ビジネスモデルにはいくつかの制約事項があり、以下は実行できません。 

 顧客アカウントをリセラーアカウントに変換する。 

 リセラー間で顧客アカウントを移動する。この操作は、アカウント間で顧客契約を移動させ

ることで間接的に実行できます。契約の所有者を変更する方法は、「Panel で顧客と契約を

管理する（238ページ）」セクションを参照してください。 

  

Business Manager のリセラー 

Business Manager では、リセラーに顧客と管理者の機能が組み合わされています。リセラーは、

一般の顧客と同じようにオンラインストアでプランを契約し、契約の請求書に支払い、その他の

作業を行います。一方、プロバイダから借り受けたリソースを管理者ワークフローに従って他の

ユーザに提供します。リセラーは顧客に提供するプランを構成し、これらのプランを販売するオ

ンラインストアを構成し、オンライン支払を受け付ける支払ゲートウェイを構成します。下の図

は、Business Manager によって運用されるホスティングビジネスでリセラーがどのような役割

を果たすのかを示します。 
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このセクションでは、リセラープランを作成し、リセラーへのサービス提供を開始するプロセス

を説明します。このセクションでは、これらの業務を Business Manager（257ページ）で実行

する手順と Panel（255ページ）で実行する（Business Manager による自動化を利用しない）場

合の両方を説明します。 

 

このセクションの内容: 

Panel でリセラープランをセットアップする ........................................................................... 255 
Panel でプランの契約をリセラーに作成する ....................................................................... 256 
Business Manager でリセラープランをセットアップする ....................................................... 257 
 

 
 

Panelでリセラープランをセットアップする 
リセラーへのサービス提供は、ホスティング顧客へのサービス提供と非常に似ています。 

自動化ソリューションなしで Panel を使用し、リセラーへのサービス提供を開始する場合、以下

を行う必要があります。 

1. サーバ管理パネルで［サービスプラン］>［リセラープラン］>［新しいプランを追加］ウィ

ザードを実行して、リセラープランを作成します。 

2. プランのプロパティを定義します。リセラープランのプロパティについて詳しくは、「付録

B： リセラープランと契約のプロパティ（746ページ）」を参照してください。 

3. プランを契約できるようにリセラーの準備ができたら、このリセラーアカウントおよび契約

を作成します。詳しくは、「Panel でプランの契約をリセラーに作成する（256ページ）」セ

クションを参照してください。 
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Panelでプランの契約をリセラーに作成する 
課金自動化ソリューションを使用しない場合、Panel でリセラーへのサービス提供を開始するに

は、リセラーアカウントを作成してこのリセラーにリセラープランの契約を作成する必要があり

ます。 

 リセラープランを新しいリセラーに作成するには： 

1. ［リセラー］で［新しいリセラーを追加］をクリックします。 

2. リセラーの連絡先および請求先情報、ユーザ名、パスワードを指定しま

す。 

3. 契約をどのリセラープランと関連付けるかを選択します。 

4. ［顧客を作成した後に、契約パラメータのカスタマイズを行います...］チェ

ックボックスはオフにしておきます。 

5. ［OK］をクリックします。 
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Business Managerでリセラープランをセットアッ

プする 
Business Manager でリセラープランをセットアップするプロセスは、ホスティングプランの場

合と同様です。従って、リセラープランの詳しい作成方法は、「Business Manager でホスティン

グプランをセットアップする（244ページ）」セクションを参照してください。相違点は、以下

で説明するわずかな点のみです。 

注：Business Manager で 初のリセラープランを作成する前に、リセラープランを提供するオ

ンラインストアを作成する必要があります（リセラーストア）。オンラインストアの構成方法は、

「オンラインストアを管理する（202ページ）」セクションを参照してください。 

プランの作成を開始するには、［ビジネスセットアップ］>［プラン］>［リセラープラン］>［リ

セラープランを追加］ウィザードをサーバ管理パネルで（または Business Manager で直接）実

行します。 

ホスティングサービスプランを作成するためには、複数のステップを実行する必要があります。 

1. プランのプロパティを指定します（ディスク領域、トラフィックなど）。プランのプロパテ

ィについて詳しくは、「付録 B： リセラープランと契約のプロパティ（746ページ）」を参

照してください。 

2. 契約者の管理パーミッションを定義します。 
プランの契約者が［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］で使用できるツールを選択

します。例えば、請求ツールを無効化することによって、契約者に自社独自の請求設定を使

用させることができます。他の機能についても同様です。一方では、これによって契約者の

インターフェースがシンプルになりますが、他方では、Business Manager の機能が少なく

なります。使用可能なシステムメニューアイテムのリストは、プランページに［パーミッシ

ョン］タブで表示されます。アクションを選択しないと、該当するツールがリセラーのユー

ザインターフェースの［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］ページに表示されなく

なります。 

3. プランに価格を設定します。 

4. アップグレードおよびダウングレードオプションを提供します。リセラーに対し、現在のプ

ランからサービスとリソースがより豊富なプラン（アップグレード）またはより少ないプラ

ン（ダウングレード）に切り替えるオプションを提供することができます。 

その後のすべてのワークフローは自動化されます。新しいリセラーがオンラインストアでプラン

を契約すると、Business Manager によって請求書が生成されます。リセラーがこの請求書に支

払うと、Business Manager はこのリセラーに対して Panel アカウントと契約を自動的に作成し

ます。該当するリセラーアカウントは［ビジネスオペレーション］>［リセラー］ページに表示

されます。契約は［ビジネスオペレーション］>［契約］ページの契約リストに追加されます。 

リセラーアカウントを管理する 

リセラーアカウントと契約を管理する方法は、顧客と同じメカニズム（請求書の発行、支払の受

領、契約のアップグレード/ダウングレードなど）です。Business Manager におけるアカウント

と契約の管理方法について詳しくは、「顧客を管理する（429ページ）」セクションと「契約を

管理する（445ページ）」セクションを参照してください。 
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リセラーのドメイン名をブランディングする 

リセラーは、自社独自のホスティングビジネス運営の一環として、顧客が Business Manager と
パネルにアクセスするために使用するドメイン名をブランディングすることができます。このよ

うなブランディングを施すことにより、リセラーは実際には他社のリソースを提供していること

を隠すことができます。リセラーが独自のドメイン名でシステムにアクセスするように構成する

方法は、「ブランディングされたドメイン名をリセラー用にセットアップする（482ページ）」

を参照してください。 

ドメイン名プラン 

Business Manager は、様々なドメイン登録サービスと統合することができます。Business 
Manager でサポートされるいずれかのレジストラにマーチャントアカウントを開設していると

仮定します。このレジストラのドメイン名をオンラインストアで販売するためには、以下の手順

に従います。 

1. レジストラモジュールをセットアップし、このレジストラで登録するドメイン名を定義しま
す。 

それぞれのレジストラに対して、顧客がこのレジストラから購入できるトップレベルドメイ
ン（または「TLD」。.net や .com などのドメイン名拡張子）を定義する必要があります。

ドメイン名レジストラモジュールの構成方法について詳しくは、「レジストラのアカウント

をセットアップする（259ページ）」のセクションを参照してください。提供したい TLD が

Business Manager に表示されない場合、手動で追加することができます。新しい TLD の追

加方法または既存の TLD のプロパティを変更する方法は、「TLD を管理する（260ページ）」

セクションを参照してください。 

2. ドメイン登録プランを追加し、サポート対象のどの TLD をこのプランで提供するのかを定
義します。  

ドメイン名を販売するには、［プラン］ページでドメイン名登録プランを作成します。プラ

ン設定ページの［TLD］タブで、このタイプのそれぞれのプランで提供する TLD を選択しま

す。 

3. オンラインストアのドメイン登録オプションを定義します。 

ドメイン名の注文処理中に、見込み客は 3 種類のオプション（新しいドメイン名の購入、既

存のドメイン名を別レジストラに移管、既存のドメイン名を使用）から選択するように求め

られます。選択可能なオプションは、［ビジネスセットアップ］>［オンラインストア］><
ストア名を選択>>［設定を変更］>［ドメイン登録/移管］タブにあります。 

重要： すべてのドメインレジストラでドメイン移管が許可されるとは限りません。特定の

レジストラが移管をサポートしているかどうかを確認するには、レジストラの顧客サポート

に問い合わせてください。 

コントロールパネルでドメイン名登録を提供する 

ドメイン名登録サービスを提供する場合、Business Manager によって、ホスティング顧客に対

してこのサービスをプロモーションすることができます。例えば Panel では、オンラインストア

経由でドメイン名を登録するためのリンクを顧客に対して表示します。これらのリンクは、［ウ

ェブサイトとドメイン］タブのドメイン名リストに表示されます。顧客がリンクをクリックする

と、Panel は顧客にオンラインストアを表示します。顧客がこのストアでホスティング契約を購

入すると、ドメイン名登録契約がカートに自動的に追加されます。 
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注： プロバイダが複数のオンラインストアを開設している場合、顧客がリンクをクリックする

と、この顧客がホスティング契約を購入したオンラインストアが表示されます。 

顧客は Panel で、オンラインストアで購入したのではないドメイン名（特に、以下のドメイン名）

に限り、登録することができます。 

 顧客がホスティング契約の購入時に既存のドメイン名として指定したドメイン名 

 顧客がコントロールパネルで作成した追加ドメイン名 

ドメイン名登録プランが 1 つ以上ある場合、各プランに対応するリンクがコントロールパネルに

自動的に追加されます。ストアで複数のドメイン名登録プランを提供する場合、ストアのプラン

リストで、プロモーションするプランを他のプランよりも上に配置してください。このリストは、

ストア設定ページの［提供中のプラン］タブにあります。 

 

このセクションの内容: 

レジストラのアカウントをセットアップする ............................................................................. 259 
TLD を管理する ................................................................................................................. 260 
ドメインのアドオンとして ID Protect を追加する ................................................................... 262 
 

 

レジストラのアカウントをセットアップする 
特定のレジストラのドメイン名を再販したい場合、Business Manager にマーチャントアカウン

トの情報を追加する必要があります。システムは、このアカウントを使用してドメイン名を再販

します。 

一部のドメイン名レジストラでは、再販を開始するにあたって追加のアクションが必要となりま

す。具体的な説明は、このセクションの各サブセクションで説明します。 

 レジストラのアカウントについての情報を追加するには： 

1. ［ビジネスのセットアップ］>［すべての設定］>［ドメインレジストラ］で、

［新しいレジストラを追加］をクリックします。 

2. マーチャントアカウントを開設しているレジストラを選択し、［選択］

をクリックします。 

3. アカウントのクレデンシャル、このレジストラに登録するTLD、その他

の設定を指定してください。 

4. ［OK］をクリックします。 
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Wild West ドメイン（GoDaddy） 

認証されたアカウントに限り、Wild West ドメインレジストラのドメイン名を再販することがで

きます。そのため、再販を開始するためには、認証に合格する必要があります。 

認証手順では、ソフトウェアでレジストラの API を使用できるかどうかが確認されます。レジ

ストラのモジュールを追加し、リセラーアカウントの詳細を指定すると、認証手続きに進みます。

このデータを提供すると、認証手順を詳しく説明する［Learn how to complete the certification here
（認証を完了する方法はこちらをご覧ください）］リンクが表示されます。  

Openprovider 

このレジストラを構成する場合は、［Remote host（リモートホスト）］を

「http://www.openprovider.nl/incoming_custxml.php」に設定してください 

TLDを管理する 
システムには、顧客に販売可能な TLD のセットがあらかじめ定義されています。提供したい TLD
がこのセットに含まれていない場合、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［サポー

ト対象の TLD］ページで［TLD を追加］をクリックして、この TLD を追加してください。 

ドメイン名登録プランで販売できるのは、アクティブな TLD のみです。初期状態では、すべて

の TLD はアクティブになっていません。TLD をアクティブ化するには、ドメイン名レジストラ

のモジュールを構成し、レジストラモジュール設定ページでこの TLD を選択してください。あ

るいは、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［サポート対象の TLD］ページで TLD
の設定を編集することによって、TLD をアクティブ化することもできます。 

ドメイン名を利用できるかどうかを確認する 

オンラインストアで顧客が新しいドメイン名を登録しようとすると、Business Manager はまず、

このドメイン名を利用できるかどうか（ドメイン名の可用性）を確認します。デフォルトで、ド

メイン名の可用性を確認することができるのは、Business Manager にあらかじめ設定された［サ

ポート対象の TLD］リストに含まれる TLD に限られます。システムに新しい TLD を追加してか

ら、以下に従って確認のパラメータを構成する必要があります。 

各 TLD には、その TLD 内のドメイン名に関する情報を提供するインターネット上のサーバがあ

ります。ドメイン名の可用性を確認するために、Business Manager は当該サーバに要求を送信

し、サーバからの応答に応じて可用性を判断します。大部分の TLD に対して、このようなサー

バは whois プロトコルを使用します（このサーバに送信する要求のフォーマットを定義するプロ

トコル）。 

TLD内のドメイン名の可用性を確認するサーバがこのプロトコルを使用している場合は、［Whois
サーバ］フィールドにサーバのドメイン名とポート（オプション。通常のポート 43 以外の場合

に指定）を指定します。サーバが HTTP プロトコルを使用している場合は、サーバに送信する

要求のフォーマットを明示的に指定する必要があります。この要求には、以下の変数を使用でき

ます。 

 %%domain%% - 可用性を確認したいドメイン名。例えば、「domain-sld.tld」などです。 
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 %%domainSLD%% - ドメイン名のピリオドより前の部分、つまりセカンドレベルドメイン名
（SLD）。上の例では「domain-sld」です。 

 %%domainTLD%% - TLD。上の例では「tld」です。 

次に、両プロトコルについて、ドメイン名の可用性を示す値を［ドメイン名が利用できることを

示す Whois 応答フラグメント］フィールドと［Whois 一致ルール］フィールドに指定します。 

以下の例は、whois プロトコルと HTTP プロトコルを使用して、ある TLD 内のドメイン名の可

用性確認を構成する方法を示します。 

 Whois プロトコル： 

 Whois サーバ：whois.centralnic.net 

 ドメイン名が利用できることを示す Whois 応答フラグメント：DOMAIN NOT FOUND 

 Whois 一致ルール：フラグメントが含まれる。 

 HTTP：この例では、「tj」TLD 用の設定を示します。 

 Whois サーバ： http://www.nic.tj/cgi/lookup3?domain=%%domainSLD%% 

 ドメイン名が利用できることを示す Whois 応答フラグメント：available for 
registration 

 Whois 一致ルール：フラグメントが含まれる。 
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ドメインのアドオンとして ID Protectを追加する 
ID Protect によって、顧客がドメイン名登録時に指定する情報をセキュリティ保護することがで

きます。この機能は eNom やその他のレジストラが提供しています。ドメインへのアドオンプ

ランとしてこの機能を提供することができます。このアドオンを提供することができるのは、こ

の機能をサポートするレジストラを使用している場合に限られます。 

  ドメイン名登録プランのアドオンとして ID Protect を追加するに
は： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［プラン］で［アドオンを追加］をクリックし

ます。 

2. アドオンのタイプとして「非ホスティングプラン」を選択します。 

3. アドオンの［名前］に「ID Protect」を設定します。 

4. ［アドオングループ］を「新規アドオングループ」に設定し、名前（「ド
メインオプション」や「ドメイン機能」など）を入力します。 

5. ［プロパティ］タブで、新しいカスタムプロパティを追加し、名前を

「idProtect」、値を「はい」にします。 

6. ［価格と税］タブで、ドメイン名登録プランの課金サイクルに価格を設

定します。一般には、「1年」と「2年」です。 

7. ［プラン］タブで、ID Protectを提供するドメイン名登録プランを［選択

済み］リストに移動します。 

8. アドオンを保存します。 
 



 

 顧客とリセラーにサービスを提供する 263 
 

SSL 証明書プラン 

Business Manager は、SSL 証明書プロバイダと統合できます。この統合は、顧客が Business 
Managerで証明書を購入し、Business ManagerがプロバイダのAPI経由で証明書を取得すると

いうフローが前提となります。 

SSL 証明書を取得するには、顧客が送信した初期情報を Business Manager がプロバイダに転送

します。証明書プロバイダはこの情報を分析し、必要に応じて Business Manager 経由で追加情

報を問い合わせます。証明書の発行に必要な情報がすべてプロバイダに揃うまで、このやりとり

が繰り返されます。 

追加の問い合わせは、Panel の［アカウント］タブで顧客に通知されます。証明書が発行される

まで、契約ステータスは「user input required（ユーザの入力が必要）」となります。 

SSL 証明書を顧客に販売するには、「SSL 証明書プラン」を使用します。SSL 証明書の販売は、

以下の手順で構成します。 

1. SSL 証明書プロバイダプラグインを構成します。 

これによって、このプロバイダの証明書を販売することができます。構成方法は、「SSL 証

明書プロバイダを構成する（264ページ）」の章で説明します。 

2. SSL 証明書プランを追加し、販売する証明書のタイプをセットアップします。 

この作業は、プラン設定ページの［プロパティ］タブで行います。 

また、システムを構成し、オンラインストアで SSL 証明書をホスティングプランの契約者に自

動的に提供することもできます。これによって、オンラインストアでホスティングプランを契約

した顧客に対し、ウェブサイトを保護する SSL 証明書の購入が提案されるようになるため、こ

の方法は非常に便利です。SSL 証明書の提供をセットアップする方法について詳しくは、「SSL
証明書付きのホスティングプランを提供する（266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: 

SSL 証明書プロバイダを構成する ...................................................................................... 264 
SSLfactory の SSL 証明書を販売する ............................................................................... 265 
SSL 証明書付きのホスティングプランを提供する ................................................................ 266 
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SSL証明書プロバイダを構成する 
SSL 証明書を販売するには、 初に Business Manager といずれかの証明書プロバイダ（認証局）

とやりとりするプラグインを追加して構成します。プラグインを追加してから、プラグインのプ

ロパティを編集したり、プラグインを有効化または無効化することができます。有効なプラグイ

ンは、SSL 証明書プランと関連付けることができます。 

注：既存のプランと関連付けられているプランを無効化すると、システムが正しく機能しなくな

ります。 

 プラグインを作成するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［SSL証明書プロバイダ］で、

［新しいプラグインを追加］をクリックします。 

2. 表示されるウィザードに、必要なパラメータを入力し、［OK］をクリッ

クします。 

これによって、新たに作成されたプラグインを含むプラグインリストが表示されます。 

 プラグインを編集するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［SSL証明書プロバイダ］で、

編集するプラグインをクリックします。 

2. 必要なパラメータを更新し、［OK］をクリックします。 

これによって、プラグインリストが表示されます。 

 プラグインを有効化または無効化するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［SSL証明書プロバイダ］で、

有効化または無効化するプラグインを選択します。 

2. 検索バーの下で［有効化］または［無効化］をクリックします。 

これによって、更新されたプラグインリストが表示されます。 

注：既存のプランと関連付けられているプランを無効化すると、システムが正しく機能しな

くなります。 
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SSLfactoryの SSL証明書を販売する 
SSLfactory の SSL 証明書を顧客に提供していた場合、専用のプランタイプ「SSLfactory プラン」を使

用して引き続き提供することができます。SSLfactory について詳しくは、www.sslcenter.comを参照し

てください。 

SSLfatory の SSL 証明書を販売するようにシステムを準備するには、［ビジネスセットアップ］>［す

べての設定］>［SSL Factory］で、SSLfactory アカウントのユーザ名とアクセスコードを指定してくだ

さい。 

SSLfactory の各プランは、以下のいずれかのタイプの SSL 証明書を提供します。 

 Quick SSL 

 Rapid SSL 

 True Biz SSL 

 Quick SSL Premium 

特定の SSLfactory プランの証明書タイプを設定するには、「certProductType」という名前のカス

タムプロパティをこのプランに追加し、以下の表から値を割り当てます。 

証明書タイプ プロパティ値 

Quick SSL QuickSSL 

Rapid SSL RapidSSL 

True Biz ID TrueBizID 

Quick SSL Premium QuickSSLPremium 
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注： これらのプランの課金サイクルは 短で 1 年間であり、1 年単位でしか設定できません。長さが

2048 ビット以上のキーのみを要求してください。 

SSL証明書付きのホスティングプランを提供する 
オンラインストアで SSL 証明書を再販する場合、ホスティングプランを契約した顧客に SSL 証明書を

自動的に提供するようにシステムを構成することができます。これにより、ホスティングリソースを

購入した契約者がバンドルとしてウェブサイトを保護できるようになるため、有益です。SSL 証明書

でウェブサイトを保護するかどうかをオンラインストアが提案し、契約者が同意すると、選択したタ

イプの SSL 証明書が自動的に注文されます。 

 安全なホスティングをセットアップするには： 

1. 必要なタイプのSSL証明書を提供するSSL証明書プランを作成します。 

2. SSL証明書を提供するホスティングプランを選択するか、新しいホスティン

グプランを追加します。 

3. ホスティングプランの設定ページで［SSL証明書］タブに進み、［選択可能］

リストにSSL証明書プランを追加します。 

eNom に注文した SSL 証明書付きのホスティングパッケージを顧客が購入すると、システムはこの顧

客のウェブサイトに証明書を自動的にインストールします。購入しなかった契約者は、独自の証明書

によるウェブサイト保護をコントロールパネルで自分で構成する必要があります。 
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Panel ライセンシング 

Panel にはトライアルライセンスキーが付属しており、システムにインストール済みです。この

ライセンスキーは、機能が限られ、有効期間が短期間です。そのため、Panel をインストールし

た後で、Parallels またはパートナーから正式なライセンスキーを取得し、インストールする必

要があります。 

Panel ライセンスキー 

Panel ライセンスキーをインストールするには、アクティベーションコードを入力するか、ライ
センスキーファイルを Panel にアップロードします。詳しくは、「Panel ライセンスキーをイン

ストールする（46ページ）」セクションを参照してください。 

Panel ライセンスキーには有効期限が設定されています。これは、不正行為と盗難を防ぐためで

す。Panel ソフトウェアは、有効期限までの 10 日間で、Parallels のライセンスサーバに対し、

このキーについて盗難の報告がなく、エンドユーザライセンス契約（EULA）に従って使用され

ている（1 サーバにのみインストールされている）ことを確認します。確認が完了すると、有効

期限が延長されます。この確認は自動的に実行されるため、問題がなければ何もする必要があり

ません。キーが失効した場合、［ツールと設定］>［ライセンス管理］で、［キーを取得］をク

リックします。キーを更新できない場合は、リセラーまたはParallels（ライセンスキーをParallels
から直接購入した場合）に問い合わせてください。 

注：Panel は、ライセンスサーバとの接続に TCP ポート 5224 を使用します。このポートがファ

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。ライセンスサーバへの接続を任

意でテストするには、［ツールと設定］>［ライセンス管理］で、［キーを取得］をクリックし

ます。 

追加のライセンスキー 

追加のライセンスキーは、サードパーティソフトウェアを Panel でアクティブ化するために使用

します。 

 追加の Panel コンポーネント 
一般に、これらのコンポーネントには、アンチウイルスソフトウェア、ウェブメールソフト

ウェアなどの有料の Panel 拡張があります。追加のキーは Panel ライセンスキーと関連付け

られており、［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［追加ライセンスキー］で確認できま

す。アドオンの注文方法と追加ライセンスキーのインストール方法については、「Panel ア
ドオン用の追加ライセンスキーをインストールする（270ページ）」セクションを参照して

ください。 

 APS ウェブアプリケーション 
Panel 11.0 から、APS アプリケーションライセンスがバンドルされた Panel ライセンスを購

入することが可能になりました。例えば、Panel ライセンスキーと商用オンラインストアア

プリケーションのキーが含まれるバンドルを購入することができます。技術的には、ユーザ

がサイトにこれらのアプリケーションをインストールすると、このアプリケーションは自動

的にアクティブ化されるため、ベンダーからライセンスを購入する必要はありません。 



 

 Panel 管理 269 
 

注：ホスティングプロバイダは、顧客とリセラーに対して、バンドルされたアプリケーショ

ンライセンスキーの使用を許可することができます。これを行うには、特定のサービスプラ

ンまたは契約の［パーミッション］タブで、「Panel ライセンスプール内のライセンスキー

による APS アプリケーションのアクティブ化を許可」パーミッションを付与します。1 つの

顧客が実行できるアプリケーションインストールの回数を制限することはできません。その

ため、顧客は追加のインストール件数に対して請求されることなく、ウェブサイトに商用ア

プリケーションを何度でもインストールすることができます。 

APS アプリケーションのライセンスは、Panel の追加ライセンスキーとして提供され、［ツ

ールと設定］>［ライセンス管理］>［追加ライセンスキー］で確認できます。 
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ライセンスキーをアップグレードする .................................................................................... 271 
以前に使用していたライセンスキーにロールバックする ....................................................... 271 
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Pleskアドオン用の追加ライセンスキーをインス

トールする 
通常、Panel アドオン（Panel 拡張、ウェブアプリケーションなど）は Panel ライセンスキーと

関連付けられています。このため、Panel アドオンを Parallels オンラインストアで購入すると、

ライセンスキー番号を入力するよう求められます。キーを購入すると、アクティベーションメー

ルが送信されます。 

 アドオンライセンスキーをインストールするには： 

1. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［追加ライセンスキー］に進み、［キ

ーを取得］をクリックします。 

2. Panelライセンスマネージャは、アップグレードされたライセンスキー

をParallelsライセンスサーバから取得し、コントロールパネルに自動的

にインストールします。 

  

アクティベーションメールにアクティベーションコードまたはライセンスキーファイルが含ま

れていた場合、キーを手動でインストールする必要があります。 

 アクティベーションコードを使用してアドオンライセンスキーを
インストールするには： 

1. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［追加ライセンスキー］に進み、［キ

ーをインストール］をクリックします。 

2. メールに記載されていたコードを［アクティベーションコードを入力］フ

ィールドに入力して［OK］をクリックします。 

 ライセンスキーファイルを使用してアドオンライセンスキーをイ
ンストールするには： 

1. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［追加ライセンスキー］に進み、［キ

ーをインストール］をクリックします。 

2. ［ライセンスキーファイルをアップロード］を選択します。 

3. メールに記載されていたキーファイルのパスを指定して［OK］をクリッ

クします。 
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ライセンスキーをアップグレードする 
顧客ベースを拡大したり、現在のライセンスで許可される数より多くのサイトをサーバ上でホス

トするには、ライセンスキーをアップグレードする必要があります。アップグレードは、すべて

メインの Panel ライセンスキーに適用されます。Parallels オンラインストアでアップグレード

を購入すると、アクティベーションメールが届きます。 

 ライセンスキーをアップグレードするには： 

1. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［Parallels Panelライセンスキー］に

進み、［Panelアップグレードを注文］をクリックします。 

2. 必要なアップグレードオプションを注文します。注文が処理されると、

通知メールが届きます。 

3. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［Parallels Panelライセンスキー］に

進み、［キーを取得］をクリックします。 

4. Panelライセンスマネージャは、アップグレードされたライセンスキー

をParallelsライセンスサーバから取得し、コントロールパネルに自動的

にインストールします。 
 

以前に使用していたライセンスキーにロールバ

ックする 

 以前に使用していたライセンスキーにロールバックするには： 

1. ［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［Parallels Panelライセンスキー］に

進みます。 

2. ［キーをロールバック］をクリックします。前回インストールしたライセ

ンスキーが復元されます。 
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パスワードと連絡先情報を変更する 

 パスワードを変更するには： 

1. ナビゲーションペインで［パスワード変更］リンクをクリックします。 

2. 古いパスワードと新しいパスワードを入力します。 

3. ［OK］をクリックします。 

 連絡先情報を変更するには： 

1. ナビゲーションペインで［プロファイルとプリファレンス］リンクをクリック

します。 

2. 必要に応じて情報を更新し、［OK］をクリックします。 

 パスワードを忘れた場合は、以下を実行してください。 

1. ブラウザのアドレスバーに、Parallels Plesk PanelのURLを入力します。 

例えば、https://your-server.com:8443 と入力します。 

2. Enterキーを押します。Parallels Plesk Panelのログイン画面が開きます。 

3. ［パスワードを忘れた場合］リンクをクリックします。 

4. 指示に従い、システムに登録したログイン名とメールアドレスを指定します。

［ログイン］ボックスにログイン名を、［メールアドレス］ボックスにシステ

ムに登録済みのメールアドレスをそれぞれ入力し、［OK］をクリックします。 

5. 暗号化したパスワードをシステムに保存しており、メールで送信できない場

合は、秘密コードを使用して新しいパスワードをセットアップするよう指示

されます。秘密コードはこの目的のために生成されており、ユーザ宛にメー

ルで送信されています。 

6. パスワードリマインダ機能からのメールを受信したら、メッセージ本文のリ

ンクをクリックしてください。新しいブラウザウィンドウが開きます。 

7. ここで、ログイン名と新規パスワードを指定します。 

フォームの［秘密コード］フィールドには値が自動入力されています。値が入力されていない場合

は、受信したメッセージから秘密コードをクリップボードにコピーしてフォームに貼り付けてくだ

さい。 

8. ［OK］をクリックして送信します。 

パスワードの復元方法を説明するメールが送信されます。 
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Panelを Customer & Business Managerと連携させてい

る場合 
Panel を Customer & Business Manager と正常に連携させるためには、2 つのパスワードを変更する

必要があります。1 つ目のパスワードは、自分と Business Manager が Panel で作業を行うためのパス

ワードであり、2 つ目のパスワードは自分が Business Manager と Panel にログインするためのグロー

バルパスワードです。 

 Business Manager を導入しており、パスワードを変更するには： 

1. 「パスワードと連絡先情報を変更する（272ページ）」の説明に従い、Panelの
パスワードを変更します。 

2. Business Managerの接続設定でパスワードを更新します。 

a. ［ビジネスのセットアップ］>［すべての設定］をクリックします。 

b. ［ホスティングパネル］をクリックします。 

c. Panelが常駐しているグループのIDを選択します（PleskUnixまたは

PleskWin）。 

d. ［編集］をクリックします。 

e. パスワードを、ステップ1で指定したパスワードに変更します。 

3. このパスワードをグローバルアカウントパスワードとして設定します。 

a. Business Managerにログインしていることを確認して、ページ右上

隅の［プロファイル］リンクをクリックします。 

b. ステップ1で指定したパスワードをもう一度入力します。 
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外観とブランディング 

 

このセクションの内容: 

外観 ................................................................................................................................... 274 
ブランディングおよびテーマ ................................................................................................ 280 
 

 

外観 

 

このセクションの内容: 

インターフェースのプリファレンス ........................................................................................ 275 
管理者のインターフェース言語 ........................................................................................... 276 
サポートされる言語をセットアップする ................................................................................. 277 
カスタムボタンを追加/削除する ........................................................................................... 278 
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インターフェースのプリファレンス 

Panel ビューを変更する 

Panel には 2 種類のビューがあり、目的に応じて Panel での作業時に切り替えることができます。 

 ウェブホスティングの販売に Panel を使用する場合は「サービスプロバイダ」を選択します。 

 自社でのニーズのために Panel を使用する場合は「パワーユーザ」を選択します。 

ビューについて詳しくは、「インターフェースビュー（34ページ）」を参照してください。 

ビューを簡単に切り替えるには、［ツールと設定］>［インターフェース管理］に進みます。 

ボタンのセットを表示/非表示にする 

定義済みのボタングループを Panel で簡単に非表示にすることができます。これにより、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）機能は、ユー

ザに表示されなくなります。 

 ボタングループを非表示にするには： 

1. ［ツールと設定］>［インターフェース管理］（［コントロールパネルの外観］グ

ループ内）>［インターフェースコントロールの表示設定］タブに進みます。 

2. 次のボタンセットを表示しない場合、該当するチェックボックスをオンにし

ます。 

 MyPlesk.com オンラインストアで提供されてい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表示しない］、［証明書購

入サービスのボタンを表示しない］、［拡張サービスのボタンを表示しない］チェックボック

スをオンにします。MyPlesk.com に関連するすべてのボタンが、すべてのレベルのユーザのコ

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。ユーザに対し、ドメイン内に存在しない受信者宛てのメールバウン

スポリシーを独自に設定することを禁止するには、［存在しないメールアドレス用の拒否メッ

セージを設定するためのコントロールを表示しない］チェックボックスをオンにします。 

 デフォルトのウェブページに表示されるニュースフィード。 

 Parallels Virtuozzo Containers へのプロモーションリンク。 

3. ［OK］をクリックします。 

 インターフェースで非表示になっているボタングループを表示に切り
替えるには： 

1. ［ツールと設定］>［インターフェース管理］（［コントロールパネルの外観］グ

ループ内）>［インターフェースコントロールの表示設定］タブに進みます。 

インターフェースに表示したい非表示状態のボタンからチェックを外し、［OK］をクリックします。 
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管理者のインターフェース言語 

 Panel のインターフェース言語とその他の設定を変更するには： 

1. ナビゲーションペインで［プロファイルとプリファレンス］リンクをクリック

します。 

2. 以下を指定します。 

a 管理者のインターフェース言語： Panel の言語を選択します。 

b ボタンラベルの長さ： ここで長さ制限を指定すると、ボタンのテキストが英語より長くなっ

てコントロールパネルからはみ出すのを防ぐことができます。指定した制限よりボタンのテキ

ストが長い場合、テキストは短縮され、省略符号（...）が付きます。 

c 管理者ログインでの多重セッションを許可する。 デフォルトで、Parallels Plesk Panel では、

同じログイン名とパスワードで複数のユーザがコントロールパネルにログインし、複数のセッ

ションを同時に実行することができます。この機能によって、管理機能を他のユーザに委任す

ることができます。また、ログアウトせずに誤ってブラウザを閉じてしまい、セッションが失

効するまでログインできなくなってしまった場合などに便利です。もし必要なければ、この機

能を無効化することができます。 

 顧客のデフォルトインターフェース言語を選択するには： 

1. ［ツールと設定］>［言語］（［Panelの外観］グループ内）に進みます 

2. 新しいPanelユーザのデフォルト言語のチェックボックスをオンにして、［デ

フォルト指定］をクリックします。 
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サポートされる言語をセットアップする 

Panel には複数の言語パックがあり、ユーザインターフェースの翻訳が含まれています。サポート対象

言語は、http://www.parallels.com/jp/products/plesk/docs/ で公開されているリリースノートで確認して

ください。サポートされるすべての言語は、Panel のインストール時にインストールされます（クリー

ンインストールまたはアップグレード）。そのため、追加作業なしで使用できます。使用できる言語

数は、購入した Panel ライセンスに応じて決まります。許可される以上の言語を使用しようとすると、

警告が表示されます。 

 Panel にインストールされたインターフェース言語を表示するには： 

1. ［ツールと設定］>［言語］（［Panelの外観］グループ内）に進みます以下の情

報が表示されます。 

 言語パックの現在のステータスが言語ステータスアイコンに表示されます。  は、ユーザが

言語パックにアクセスできることを、  はアクセスできないことを、そして  は言語パッ

クの数が現在のライセンスでの上限を超えているためユーザがその言語パックを使用できな

いことを意味します。 

注： コントロールパネルのユーザに対し、ある言語を使用できないように設定できます。こ

れを行うには、  アイコンをクリックします。  をクリックすると、ユーザが言語を

使用できるようになります。 

 言語パック：4 文字の言語コードです。 

 言語：言語名を示します。 

 国：この言語が話されている主な国を示します。 

 使用済み：インターフェースで当該言語を使用している全レベルのコントロールパネルユーザ

の人数を示します。 

 Panel に新しいデフォルト言語を選択するには： 

1. ［ツールと設定］>［言語］（［Panelの外観］グループ内）に進みます 

2. デフォルト設定したい言語のチェックボックスをオンにして、［デフォルト指

定］をクリックします。 
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カスタムボタンを追加/削除する 

Panel にカスタムのハイパーリンクボタンを追加し、リセラーと顧客に対して表示することができます。

このハイパーリンクのリンク先は、ウェブリソース（会社サイトなど）やウェブアプリケーション（オ

ンラインリクエストの処理、クリックしたユーザに関する追加情報の収集などを実行するアプリケー

ション）に設定します。 

どのようなユーザ情報を渡すのかを指定することができます。 

 契約 ID 

 契約に関連付けられたプライマリドメイン名 

 FTP アカウントのユーザ名とパスワード 

 顧客のアカウント ID、名前、メールアドレス、会社名 

サーバ管理パネルおよびコントロールパネルの次の場所にボタンを配置し、表示対象とするユーザを

定義できます。 

 サーバ管理パネルの［ホーム］ページで、管理者および追加の管理者アカウントでログインしたユ

ーザに対してのみ表示する。このように設定するには、ボタンのプロパティで［管理者のホームペ

ージ］オプションをオンにします。 

 サーバ管理パネルの［ホーム］ページで、リセラーのみに対して表示する。このように設定するに

は、ボタンのプロパティで［リセラーのホームページ］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルの［ホーム］タブで、ホスティングサービス事業者とそのユーザ（コントロー

ルパネルへのログインが許可されているユーザ）のみに対して表示する。このように設定するには、

ボタンのプロパティで［顧客のホームページ］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルの［ウェブサイトおよびドメイン］タブで、ホスティングサービス事業者とそ

のユーザ（コントロールパネルへのログインが許可されているユーザ）のみに対して表示する。こ

のように設定するには、ボタンのプロパティで［契約の［ウェブサイトとドメイン］ページ］オプ

ションをオンにします。 

 サーバ管理パネルとコントロールパネルの［ホーム］ページで、管理者と全リセラーおよび顧客に

対して表示する。このように設定するには、ボタンのプロパティで［共通アクセス］オプションを

オンにします。 

 サーバ管理パネルまたはコントロールパネルにカスタムのハイパーリ
ンクボタンを追加するには： 

1. ［ツールと設定］>［カスタムボタン］（［コントロールパネルの外観］グルー

プ内）に進み、［サービスへのリンクを追加する］をクリックします。 

2. ボタンに以下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。 

 ボタンの優先度を指定します。カスタムボタンは、定義した優先度に従って Panel に配置され

ます。数字が小さいほど、優先度が高くなります。ボタンは左から右に配置されます。 
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 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。推奨される画像サイズは、ナビゲーションペインに配

置するボタンの場合は 16ｘ16 ピクセルの GIF または JPEG ファイル、メインフレームやデス

クトップに配置するボタンの場合は 32ｘ32 ピクセルの GIF または JPEG ファイルです。 

 ［URL］ボックスに、ボタンの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て、顧客情報などのデータを URL に含めて送信するかどうかを指

定します。これらの情報は、外部のウェブアプリケーションで使用することができます。 

 ［ツールヒントのテキスト］の入力フィールドに、ボタン上にマウスを動かすと表示されるヒ

ントを入力します。 

 ［Parallels Panel で URL を開く］チェックボックスをオンにすると、リンク先 URL が Panel ペ
ージ上で開きます。オフにすると、URL は別ウィンドウまたは別タブに表示されます。 
URL のリンク先が Panel 拡張またはウェブアプリケーションの場合、［フレームを使用しない］

オプションを使用して、Panel のページで拡張やアプリケーションをどのように表示するかを

指定することができます（フレーム内に表示、または Panel GUI の一部として表示）。拡張/
アプリケーションが Panel GUI にシームレスに統合されるため、Panel GUI の一部として表示

することを推奨します。［フレームを使用しない］オプションは、この機能をサポートする拡

張/アプリケーションのみで有効となります。Panel GUI との統合が拡張/アプリケーションでサ

ポートされていない場合は、［フレームを使用しない］オプションの設定に関わらずフレーム

に表示されます。 

 別のユーザにこのボタンを表示させたくない場合は、［自分にのみ表示する］チェックボック

スをオンにします。 

3. ［終了］をクリックして、作成を終了します。 

 Panel からハイパーリンクボタンを削除するには： 

1. ［ツールと設定］>［カスタムボタン］（［Panelの外観］グループ内）に進みま

す 

2. 削除するボタンに対応するチェックボックスをオンにして、［削除］をクリッ

クします。 
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ブランディングおよびテーマ 
ページタイトルやロゴを変更したり、Panel のカスタムテーマ（旧名「スキン」）を適用することによ

り、Parallels Plesk Panel で独自のブランディングを構成することができます。ブランディングツール

は、［ツールと設定］>［Panel のブランディング］（［Panel の外観］グループ）で使用できます。 

ここでは、それぞれのオプションの詳細について説明します。 

 ［Panel ページのタイトル］とは、顧客が Panel にログインするとブラウザウィンドウ上部に表示

されるタイトルです。デフォルトで、「Parallels Plesk Panel 11.0.0」に設定されています。 
 

 ロゴとは、顧客が Panel にログインするとトップフレームに表示されるバナーです。また、ロゴに

クリッカブルなハイパーリンクを設定することもできます。使用できる画像フォーマットは GIF、
JPEG、PNG です。ダウンロード所要時間を短縮するために、サイズを 100KB 以内にすることを

お勧めします。推奨される高さは 50 ピクセルです。 

 

これら 2 つのオプションに加え、カスタムテーマを適用して Panel の外観とブランディングを変更す

ることもできます。デフォルトで、Panel 11 と Panel 10 という 2 種類のテーマがあります。新しい外

観を試すことも、以前の Panel バージョンの外観をそのまま使用することもできます。カスタムテー

マの使用方法について詳しくは、『Creating Custom Themes』マニュアルを参照してください。 



 

 Panel 管理 281 
 

Panel アップデートおよびアップグレー

ド 

Panel の機能は進化を続けており、更新のたびに、新しいセキュリティ拡張が導入されています。お使

いの Panel ソフトウェアを 新状態に保つために、自動更新を有効化することをお勧めします。 
Panel を 新バージョンにアップグレードするオプションもあります。「アップデート」が軽微な修正

を提供するのに対し、「アップグレード」は製品の機能に関するより複雑な変更を提供します。 

現在のPanelバージョンに関する情報と、使用可能なアップデートおよびアップグレードについては、

［ホーム］ページの［システム概要］グループに表示されます。 

Panel のバージョンについて 

Panel のバージョンは、複数のフィールドから構成されます。例えば、「Panel 10.3.0 アップデート #12
ジェネラルリリース」は、次のように表示されます。 

バージョン番号 アップデート リリース階層 

メジャー メジャー マイナー 

10 3 0 12 ジェネラルリリ

ース 

続いて、「アップデート（281ページ）」と「アップグレード（282ページ）」によってこれらの値が

どのように変わるのかを説明します。 

注：デフォルトで、Panel のアップデートとアップグレードは Parallels の更新アップデートサーバか

らダウンロードされます。他の場所からアップデートとアップグレードを取得してインストールする

方法は、「アップデート/アップグレードの取得元を変更する（285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: 

Panel アップデート ............................................................................................................. 282 
Panel アップグレード .......................................................................................................... 282 
アップデート/アップグレードの取得元を変更する ................................................................. 285 
アップグレードの問題を報告する ........................................................................................ 286 
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Panelアップデート 
アップデートによって、Panel のセキュリティと安定性を拡張するための修正が加えられます。アップ

デートには、次の 4 種類があります。 

 セキュリティアップデート。 
これらのアップデートは、セキュリティ上の脆弱性に対応します。このような脆弱性は、サーバに

アクセスするためにハッカーによって悪用される危険性があります。セキュリティアップデートは

速やかに適用することを推奨します。適用されていないセキュリティアップデートがあれば、Panel
の［ホーム］ページに警告が表示されます。 

注：Parallels によって適用が必須だと判断されたセキュリティアップデートは、お客様のアップグ

レードポリシーを問わず自動的に適用されます。 

 重要なアップデート。 
これらのアップデートは、Panel の信頼性を飛躍的に向上します。これらのアップデートは、提供

され次第適用することを推奨します。 

 推奨されるアップデート。 
これらのアップデートは、全体的な安定性を向上するか、Panel のリリース後に開発された拡張を

導入するためのものです。 

 オプションのアップデート。 
これらのアップデートは、Panel での作業に重大な影響を与えることがない修正や拡張です。緊急

でインストールする必要はありません。 

アップデートのタイプ分けは便宜上のものであり、アップデート適用の緊急度を示すに過ぎません。

例えば、セキュリティアップデートはできるだけ迅速に適用する必要がありますが、オプションのア

ップデートは都合の良いときにインストールして構いません。 

Panel アップデートを適用する 

アップデートは、 新の Panel バージョンのみに適用可能です。従って、Panel のバージョンはアップ

デートを適用しても変わりません。適用されているアップデートの情報は、製品バージョン名（Panel 
10.3.0 アップデート #12 など）の末尾に追加されます。アップデートは無償で提供され、ライセンス

キーを問わずすべての Panel に適用可能です。 

Panel にアップデートを適用する方法には、次の 2 つの方法があります。 

 ［ホーム］ページの［システムの概要］グループから、手動で実行する。このページには、アップ

デートの適用のためのタイプやリンクを含め、 新のアップデートに関する情報が表示されます。 

 自動的に実行する（推奨）。［ツールと設定］>［アップデートおよびアップグレードの設定］で

自動更新をアクティブ化すると、Panel はアップデートを 1 週間に一度確認するようになります。

アップデートが使用可能になると、Panel が自動的にダウンロードしてインストールします。 

注：Panel のアップデートは順番に適用されます。つまり、特定のアップデートだけをインストールし

たり、特定のアップデートをスキップすることはできません。 

Panelアップグレード 
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アップグレードによって、多数の Panel 機能が拡張され、新機能や新しい動作が導入される場合もあ

ります。アップグレードを行うと、Panel のメジャーバージョンまたはマイナーバージョンが 1 つ上が

ります。 

 通常、既存の機能を改良するだけのアップグレードの場合は、マイナーバージョン番号が上がりま

す（例： 10.3.0 から 10.3.1）。 

 一方、より複雑な変更を Panel に加えるアップグレードの場合は、メジャーバージョン番号が上が

ります（例： 10.3.1 から 10.4.0）。 

 

Panel のアップグレードとリリース階層 

Panel の各メジャーバージョンは、ライフサイクルの中でいくつかの開発ステージを経過します（下記

の表を参照）。初期のステージでは、新規導入された機能の一部がまだ完成しておらず、さらなる改

良が必要である可能性があります。このような機能は、顧客からのフィードバックを受けて、その後

の Panel バージョンで改良されていきます。現在の Panel バージョンがどのステージにあるのかを示

すために、Parallels では「テストリリース」、「アーリーアダプタリリース」、「ジェネラルリリー
ス」、「レイトアダプタリリース」というリリース階層を割り当てています。 

注： 
1. デフォルトで、テストリリースのビルドは、インストール可能として提示されません。テストリリ

ースの Panel バージョンは、特別なオプションを指定して Parallels インストーラを実行しなければイ

ンストールできません。『インストール、アップグレード、移行、移管ガイド』の「Panel をインスト

ールする」の章を参照してください。 
2. 次のテストリリースにアップグレードすることができるのは、テストビルドの所有者のみです。後

続の Panel ビルドの画面には、該当するオプションは表示されません。 

使用するリリース階層の選択は、完全にお客様に任されています。例えば、Panel が一般にリリースさ

れる（General Availability）前に新機能を試したい場合は、アーリーアダプタリリースへのアップグレ

ードを検討するとよいでしょう。一方、メジャーアップデートがすべて含まれており、多数のサービ

スプロバイダが安定的に利用しているソリューションを利用したい場合は、「レイトアダプタリリー

ス」ステータスになるまでお待ちください（通常はジェネラルリリースの 2、3 ヶ月となります）。 

使用するバージョンを選んだ後で、Panel をセットアップし、当該バージョン用のアップグレードがリ

リースされたら通知を受け取るように設定できます。［ツールと設定］>［アップデートおよびアップ

グレードの設定］でバージョンタイプを選択すると、Panel はアップグレードを 1 日に一度確認するよ

うになります。選択したリリース階層のアップグレードがリリースされると、［ホーム］>［システム

の概要］に通知が表示されます。より「上位」のリリース階層のバージョンが提供されると、必ず通

知が表示されます。例えば、「アーリーアダプタリリース」について通知するように Panel を設定し

ている場合、「ジェネラルリリース」と「レイトアダプタリリース」へのアップグレードについても

通知が表示されます。一方、「レイトアダプタリリース」のみを使用することに決めた場合は、「ア

ーリーアダプタリリース」と「ジェネラルリリース」のアップグレードに関する通知はスキップされ

ます。 

以下の表は、Panel ライフサイクルの概要を示します（以下のバージョン番号は例であり、実際のバー

ジョン番号との関係はありません）。 
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Panel アップグレードを適用する 

アップグレードは製品に複数の変更を加えるため、長時間のダウンタイムが必要になる可能性があり

ます。そのため、Panel はこれらを自動的には適用しません。アップグレードの通知は［ホーム］ペー

ジに表示されます。通知が表示されたら、［ホーム］>［システムの概要］または［ツールと設定］>
［アップデートおよびアップグレード］から、いつでもアップグレードを開始することができます。 

上記のシナリオでは、Panel コンポーネントが 1 サーバ内で更新されるため、「インプレースアップグ

レード」と呼ばれます。ただし、Panel のアップグレードには、「移管によるアップグレード」という

方法もあります。この方法では、あるサーバからより新しいバージョンの Panel サーバへ、Panel のデ

ータを移管します。移管によるアップグレードは、Panel のアップグレードのためだけではなく、より

高性能なサーバや新しい OS に Panel を移動したい場合にも使用することができます。各アップグレ

ード方法の違いや、Panel のアップグレード手順の詳細は、『インストール、アップグレード、移行、

移管ガイド』を参照してください。 

Panel のアップグレードおよびライセンスキー 

一部の Panel ライセンスには、複雑なアップグレード（10.3.1 から 10.4.0 のような別メジャーバージ

ョンへのアップグレードなど）を実行する権限が付与されていません。このようなアップグレードの

実行を試みると、ライセンスの制限に関する警告が表示されます。この警告が表示されても、アップ

グレードを実行することは引き続き可能です。アップグレードの終了後に、新しい Panel バージョン

用の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。アップグレード後のライセンスキ

ーのインストールについて詳しくは、「ライセンスキーをアップグレードする（271ページ）」セクシ

ョンを参照してください。 

インプレースアップグレード手順についての注記 

 新しい Panel バージョンにアップグレードすると、アップグレード手順に関する報告が送信されま

す。アップグレードが成功した場合は、通知メッセージにイベントログとインストール済みパッケ

ージのリストが表示されます。ただし、メールサーバで障害が発生しても、エラー通知が表示され

ない可能性があります。この場合、サーバのハードドライブ上の /tmp ディレクトリにある

autoinstaller3.log ファイルでエラー内容を確認できます。 

 Panel の主要機能に影響を与える「基本」パッケージのインストール中は、Panel の全機能が一時

停止されます。 

 バージョン 10.3 以降、代替コンポーネントバージョン（PHP 5.3、MySQL 5.5 など）を［アップ

デート］ページからインストールする機能が Panel に追加されました。 
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アップデート/アップグレードの取得元を変更する 
デフォルトで、Parallels Plesk PanelおよびOSのアップデートとアップグレードは、オフィシャルア

ップデートサーバ（http://autoinstall.plesk.com）からダウンロードします 

 ネットワーク内の他の場所から Parallels Plesk Panel アップデートを受
信するには： 

1. ［ツールと設定］>［アップデート］に進みます。アップデータが新しいブラウ

ザウィンドウまたはタブで開きます。 

2. 今は設定だけを変更したい場合には、アップデートのダウンロードが自動的

に開始されたら［キャンセル］をクリックしてください。 

3. ［ソースおよびインストール設定のアップデート］をクリックして、アップデー

トパッケージのソースを指定します。 

 デフォルトで、「オフィシャル Parallels アップデートサーバ」が選択されています。インスト

ールファイルの格納場所を指定します。初期設定では、インストールファイルはすべて 
/root/parallels ディレクトリに格納されます。 

 ミラーサーバを選択した場合は、［.inf3 ファイルのあるディレクトリへの URL］に .inf3 フ

ァイルの場所を指定します。インストールファイルの格納場所を指定します。初期設定では、

インストールファイルはすべて /root/parallels ディレクトリに格納されます。 

 ローカルメディアを選択した場合は、［.inf3 ファイルへの絶対パス］フィールドに .inf3 フ

ァイルの場所を指定します。 

4. プロキシサーバを使用している場合は、［プロキシを使用して接続］チェック

ボックスをオンにして以下の設定を指定します。 

 ［プロキシアドレスおよびポート］フィールドに、プロキシホスト名およびポート番号を指定

します。 

 このプロキシサーバで認証が必要な場合、［認証が必要］チェックボックスをオンにして、ユ

ーザ名とパスワードを指定します。 

5. ［保存］をクリックして設定を保存します。 
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アップグレードの問題を報告する 
Panel のインストールまたはインプレースアップグレード中に、Parallels インストーラは発生したすべ

ての問題を収集し、これを Parallels に送信します。これらの問題報告で、個人情報や機密情報は送信

されません。Parallels のテクニカルエキスパートがこれらの問題を解析・解決し、インストールとア

ップグレードの信頼性向上に務めます。 

Parallels インストーラから Parallels へ問題報告を送信するかどうかは、お客様が選択できます。イン

ストーラは、初回インストール時またはインプレースアップグレード中に、問題報告を実行するかど

うかをお客様に確認します。この設定は、Panel のライフサイクルを通して記憶されます。Parallels
への問題報告を停止する場合は、次のオプションを指定してインストーラを実行してください。 

<Parallels インストーラのフルパス> --disable-feedback 

また、問題報告の送信を開始するには、以下のオプションを使用します。 

<Parallels インストーラのフルパス> --enable-feedback 

Panel コンポーネントを管理する 

Panel は、ウェブ、メール、DNS など多数のサービスの動きを統率します。技術的には、Panel はサ

ービス自体を提供するのではなく、各種サードパーティコンポーネントを制御するだけです。例えば、

ある顧客が Panel GUI でウェブサイトを作成すると、Panel がバックグラウンドでウェブサーバ

（Apache または IIS）にこの要求を伝達し、ウェブサーバがシステムに新しい仮想ホストを追加しま

す。コンポーネントのリストは、Panel のインストール時に定義されます（『インストール、アップグ

レード、移行、移管ガイド』を参照）。管理者は Panel で、インストール済みコンポーネントのリス

ト表示、新規コンポーネントの追加、代替コンポーネントの切り替え、コンポーネントの削除（Windows
のみ）などを実行できます。 

Panel コンポーネントを表示する 

インストールされているコンポーネントとそのバージョンのリストを表示するには、［ツールと設定］

>［サーバコンポーネント］を選択します。Panel for Windows では、次のようなアイコンで、コンポ

ーネントの状態を追加で確認できます（アイコンの外観は Panel のテーマに応じて異なります）。 

 ： Panel でこのコンポーネントを使用中。コンポーネントは実行中。 

 ： Panel でこのコンポーネントが未使用（通常はライセンスキーの失効または紛失が原因）。

ただしコンポーネントは実行中。 

 ： Panel でこのコンポーネントが未使用（コンポーネントが停止しているため）。 

 ： Panel でこのコンポーネントが未使用。ただしコンポーネントはシステムにインストール済

みで使用可能。 

  

Panel コンポーネントをインストールする 

Panel のインストール時に選択しなかったコンポーネントを、後で［ツールと設定］>［アップデート

およびアップグレード］>［コンポーネントを追加］から追加することができます。 
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代替コンポーネントを切り替える 

一部の Panel コンポーネントには、代替コンポーネントがあります。例えば、Windows で使用できる

DNS サーバには MS DNS Server または BIND があります。また、Linux でのメール送信には Postfix
や Qmail を使用できます。 

Panel for Linux では、代替コンポーネントの切り替えを次の 2 つの方向で実行できます。 

 サービス設定を使用する。一部の Panel コンポーネントでは、同じ目的のために、複数のコンポー

ネントを同じ Panel サーバに並行インストールすることができます。例えば、2 種類のアンチウイ

ルスコンポーネントをインストールし、［ツールと設定］>［メールサーバ設定］で、いずれかの

コンポーネントをメールの処理用に指定することができます。 

 Parallels インストーラを使用する。一部の Panel コンポーネントでは、同じ目的のために、複数

のコンポーネントを並行インストールすることはできません。例えば、Panel のメールサーバは、

Postfix または Qmail のいずれか 1 つのみ使用できます。この場合、いずれかのコンポーネントを

［ツールと設定］>［アップデートおよびアップグレード］>［コンポーネントを追加］で選択する

必要があります。 

Panel for Windows では、［ツールと設定］>［サーバコンポーネント］で、代替コンポーネントを切

り替えることができます。切り替えを行うには、コンポーネント名（例：メールサーバ）をクリック

し、必要なコンポーネントをリストから選びます。 

Panel コンポーネントを削除する（Windows 用） 

特定の Panel コンポーネントが不要になった場合、管理者は Panel の［ツールと設定］>［アップデー

トおよびアップグレード］>［コンポーネントを追加または削除］を選択するか、［ホーム］ページの

［コンポーネントを追加または削除］リンクをクリックして、コンポーネントを削除することができ

ます。  

ウェブアプリケーション 

顧客の多くは、ウェブメール、CRM、e コマースシステム、ブログ、画像ギャラリーなどの各種ウェ

ブアプリケーションを実行するためにウェブホスティングアカウントを購入します。一般にこのよう

なユーザは、技術不足や経験不足などにより、自力でこれらのアプリケーションをインストールする

ことができず、サービスプロバイダに作業を依頼することになります。この結果、プロバイダのスタ

ッフは、アプリケーションの管理に関連する煩雑な作業に追われることになります。ウェブアプリケ

ーションのインストール（およびメンテナンス）作業を簡素化し、スタッフの負担を軽減するために、

Parallels は Panel ユーザ用に無償または有償のアプリケーションを用意しており、コントロールパネ

ルで直接取得することができます。 

それぞれの顧客にどのようなアプリケーションが提示されるのかは、様々な要因によって決まります。

提供されるアプリケーションのリストは、サービスプランまたは契約のプロパティ、ローカルリポジ

トリの設定などによって変わります。アプリケーションリストの内容がどのように決まるのかは、「顧

客に提供されるアプリケーションはどのように決まるのか」のセクションを参照してください。 

アプリケーションの種類 

Parallels では、次の 2 種類のアプリケーションを提供しています。 
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 ウェブサイトに直接インストールするアプリケーション（WordPress ブログプラットフォーム、

Joomla! コンテンツ管理システムなど） 

 ウェブサイトへのインストールが不要なアプリケーション。通常は、ウェブ上で提供されている外

部アプリケーションであり、サービスへのリンクのみが提供されています（iMind ビデオ会議サー

ビス、OfficeDrive オンラインオフィススイートなど）。 

アプリケーションは、無償の場合も有償の場合もあります。有償のアプリケーションは、使用を開始

するためにライセンスキーを入力する必要があります。このようなアプリケーションのライセンスは、

コントロールパネルで管理者または顧客が購入できます。［アプリケーション］タブで、これらのア

プリケーションには［今すぐインストール］ではなく［今すぐ購入］ボタンが表示されます。Panel
ライセンスには、特定の有償アプリケーションがバンドルされており、これらのアプリケーションの

ライセンスは追加で購入する必要がありません。 

アプリケーションのインストールとメンテナンス 

インストールに、顧客側に特別なスキルは必要ありません。アプリケーション設定（管理者のクレデ

ンシャルなど）を顧客が指定するだけで、Panel によってアプリケーションがインストールされます。

アプリケーションの更新や削除を Panel で直接行うため、インストール後のアプリケーション管理も

簡単です。さらに、顧客はアプリケーションの一部の機能を、アプリケーションにログインせずにコ

ントロールパネルで実行することができます。例えば、コントロールパネルで新しい WordPress テー

マをアップロードしたり、SugarCRM ユーザアカウントを追加することが可能です。このようなアプ

リケーション機能は、アプリケーションが顧客に提供する「サービス」として実行されます。 

アプリケーションのバックアップと復元 

アプリケーションは、Panel の標準的な方法（backup ユーティリティ）によってバックアップします。

バックアップは契約単位で行われるため、1 つの契約に含まれるすべてのアプリケーションを一度にバ

ックアップする必要があります。バックアップ内のアプリケーションは、他の契約データとともに復

元されます。 

アプリケーションヴォルトとアプリケーションカタログ 

アプリケーションを無制限に提供することができる場合、コントロールパネルのアプリケーションリ

ストには、次の 2 つのソースからのすべてのアプリケーションが表示されます。 

1. アプリケーションカタログ - Parallels が管理するリモートリポジトリ。アプリケーションの主要

なソースです。 

2. アプリケーションヴォルト - Panel 内のローカルリポジトリ。それぞれの Panel には、独自のアプ

リケーションヴォルトがあり、サーバ管理パネルからアクセスします（［サーバ管理］>［ツール

と設定］>［アプリケーションヴォルト］）。 

アプリケーションヴォルトの主な目的： 

 独自の APS パッケージをプロバイダがアップロードして、アプリケーションの種類を増やす。 
これは、顧客に提供したいアプリケーションがアプリケーションカタログに含まれていない場合が

該当します。 
 

 アプリケーションカタログからインストールしたアプリケーションにアップデートを適用する。 
 

 アプリケーションカタログ内のアプリケーションをコントロールできるようにする。  
カタログからヴォルトにアプリケーションをダウンロードして、一部のオプションをコントロール

することができます。例えば、顧客に対する表示/非表示を切り替えたり、サーバ全体に対する設

定を構成することができます。 



 

 Panel 管理 289 
 

アプリケーションヴォルトでのアプリケーション管理について詳しくは、「アプリケーションヴォル

トでアプリケーションを管理する（292ページ）」のセクションを参照してください。 

つまり、アプリケーションヴォルトとは、単なるアプリケーションのローカルリポジトリではなく、

アプリケーションカタログ内のアプリケーションのバージョン管理、表示管理、サーバ全体に対する

設定を行うためのツールです。アプリケーションヴォルトについて理解を深めるには、「顧客に提供

されるアプリケーションはどのように決まるのか」のセクションの説明を参照してください。 

Panel サーバ間でアプリケーションを共有する 

アプリケーションヴォルトに追加したAPSパッケージを使用できるのは、プロバイダの顧客のみです。

他の Panel サーバのユーザとアプリケーションを共有するためには、このアプリケーションをアプリ

ケーションカタログに追加する必要があります。カタログに追加できるアプリケーションは、アプリ

ケーションを簡単にインストールおよび管理するために規定された APS（Application Packaging 
Standard）規格に準拠している必要があります。アプリケーションをパッケージした後で、APS 規格

の認証を受けてください。詳しくは、http://www.apsstandard.org/why-aps/isv/ を参照してください。 

Storefront 

Panel 10 以降、Parallels Partner Storefront プログラムにより、有償アプリケーションをレベニューシ

ェアモデルで顧客に販売して収益を得ることが可能になりました。このプログラムでは、販売したい

アプリケーションをプロバイダが選ぶと、Parallels によって、コントロールパネルで提示されるアプ

リケーションにこれらのアプリケーションが追加されます。顧客が有償アプリケーションの購入を決

めると、プロバイダ独自のブランディングがされたオンラインストアが顧客に対して表示され、注文

を完了できます。このブランディングされたストアを「Storefront」と呼びます。 

注文、ライセンシング、課金・請求は、すべて Storefront で処理されます。プロバイダは売上を確認

するだけで、販売した各アプリケーションからの収益を受け取ることができます。 

注記：Storefront には、アプリケーションカタログで提供されている有償アプリケーションを含めるこ

ともできます。この場合、Storefront アプリケーションの方が優先され、顧客に対して先に表示されま

す。 

このプログラムに参加するためには、適切な Panel ライセンスを購入している必要があります。

Parallels Partner Storefront について詳しくは、http://www.parallels.com/jp/products/plesk/storefront/ 
を参照してください。 

Storefront アプリケーションを顧客に提供するかどうかを管理する方法は、「顧客に提供されるアプリ

ケーションはどのように決まるのか（290ページ）」を参照してください。 

次に、アプリケーションヴォルトを使用してアプリケーションを管理する方法と、顧客に提供される

アプリケーションはどのように決まるのかを説明します。 

このセクションの内容: 

顧客に提供されるアプリケーションはどのように決まるのか ................................................. 290 
アプリケーションヴォルトでアプリケーションを管理する ........................................................ 292 
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顧客に提供されるアプリケーションはどのように

決まるのか 
顧客に対して提供されるアプリケーションのリストは、サービスプランの設定、アプリケーションヴ

ォルトの構成など、様々な要因によって決まります。さらに、サービスプロバイダはすべての Panel
ユーザに対して、アプリケーションへのアクセスを禁止することができます。アプリケーションの提

供に関する設定を調整しないと、アプリケーションカタログと（プロバイダまたは Parallels の）

Storefront に含まれるすべてのアプリケーションと、ヴォルトにアップロードしたすべてのアプリケー

ションが、顧客に対して表示されます。 

特定の顧客に対して提供されるアプリケーションのリストを参照するには、［アプリケーション］タ

ブで［使用可能な全アプリケーション］を選択します。 

下の図は、提供されるアプリケーションのリストがどのように決まるのかを示します。 
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いくつかのフィルタを通って絞り込まれたアプリケーションのみが、特定の顧客のアプリケーション

リストで提供されます。アプリケーションは、次のレベルでフィルタされます。 

1. Panel の構成（Storefront アプリケーションのみ）。 
Panel 10.4 以降は、［ツールと設定］>［インターフェース管理］>［インターフェースコントロー

ルの表示設定］タブで、顧客に有償アプリケーションを提供するかどうかを指定できるようになり

ました。このオプションをオンにすると、次のような結果になります。 

 プロバイダが Storefront プログラムに参加している場合、顧客にプロバイダのブランディング

がされたストアが表示され、ここで有償アプリケーションを購入できます。顧客がアプリケー

ションを購入するごとに、プロバイダに手数料が支払われます。 

 プロバイダのライセンスに Storefront が含まれない場合も、顧客は有償アプリケーションを購

入できますが、購入は Parallels Storefront（Parallels オンラインストア）で実行することにな

ります。この場合、プロバイダにセールスレベニューは支払われません。 

有償アプリケーションを顧客に提供しないことを決めた場合、Storefront プログラムに参加してい

るか否かを問わず、有償アプリケーションは顧客のコントロールパネルに表示されません。 
  

2. アプリケーションヴォルト。 
Panel では、ヴォルトに管理者がアップロードした APS パッケージを提供するか否かを、管理者

が切り替えることができます。これが可能なのは、プロバイダ独自のパッケージのみです。つまり、

カタログからダウンロードしたアプリケーションについては、提供するか否かを制御することはで

きません。アプリケーション管理について詳しくは、「アプリケーションヴォルトでアプリケーシ

ョンを管理する（292ページ）」セクションを参照してください。 
  

3. サービスプラン。 
Panel では、特定のサービスプランに含めるアプリケーションを管理者が指定できます。このフィ

ルタは、このサービスプランを購入したすべての顧客に適用されます。 
  

4. 契約。 
特定の顧客にアプリケーションを提供するか否かを設定したい場合は、その顧客の契約でアプリケ

ーションリストを更新します。 

これらによって絞り込まれたアプリケーションリストが顧客に対して提供されます。 
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アプリケーションヴォルトでアプリケーションを

管理する 
アプリケーションヴォルトには、ローカルリポジトリとアプリケーション管理ツールという役割があ

ります。リポジトリの機能によって、アプリケーションパッケージを追加、更新、削除することがで

きます。アプリケーション管理の機能によって、Panel にインストール済みのアプリケーションを確認

したり、アプリケーションを構成したり、アプリケーションをインストールできないように設定する

ことができます。さらに、ヴォルトのキャッシュをクリアして、一時インストールファイルを削除す

ることができます。このセクションでは、次に、アプリケーションに対してこれらの操作を行う方法

について説明します。 

アプリケーションヴォルトにアクセスするには、サーバ管理パネルで［サーバ管理］>［ツールと設定］

>［アプリケーションヴォルト］を選択します。 

 

このセクションの内容: 

Panel にアプリケーションを追加する ................................................................................... 293 
サーバ全体に対するアプリケーション設定を構成する ......................................................... 293 
アプリケーションを顧客に提供するかどうかを管理する ........................................................ 294 
アプリケーションパッケージを削除する ................................................................................ 294 
インストール済みアプリケーションをトラッキングする ........................................................... 294 
インストール済みアプリケーションを更新する ...................................................................... 294 
アプリケーションヴォルトのキャッシュを消去する ................................................................. 294 
インストール済みアプリケーションのトラブルシューティング .................................................. 295 
 

 
 



 

 Panel 管理 293 
 

Panel にアプリケーションを追加する 

カタログ内のアプリケーション以外に、顧客に提供したいウェブアプリケーションがある場合は、こ

れをアプリケーションヴォルトに追加する必要があります。APS フォーマットでパッケージしたアプ

リケーションのみをアップロードすることができます。 

アプリケーションをアップロードするには、［ツールと設定］>［アプリケーションヴォルト］>［マ

イ・アプリ］>［アプリケーションを追加］を選択します。アプリケーションをアップロードすると、

すべての顧客のコントロールパネルにこのアプリケーションが表示されるようになります。 

サーバ全体に対するアプリケーション設定を構成する 

場合によっては、カタログ内のアプリケーションを顧客がインストールできるようにするためには、

サーバ全体に対するアプリケーション設定を構成する必要があります。例えば、あるアプリケーショ

ンをインストールすると一部の Panel サービスが何らかの影響を受ける場合、そのアプリケーション

で管理者パスワードの入力を必須にすることができます。顧客がこのようなアプリケーションのイン

ストールを試みると、プロバイダ（御社）に構成を依頼するように指示するメッセージが顧客に対し

て表示されます。プロバイダが設定を構成すると、顧客はアプリケーションをウェブサイトにインス

トールできるようになります。 

一般に、サーバ全体に対するアプリケーション設定は、インストールされたすべてのアプリケーショ

ンに適用され、顧客が変更することはできません。例えば、ePages という e-コマースアプリケーショ

ンの場合、顧客がこのアプリケーションに HTTP と HTTPS のどちらでアクセスすべきかをプロバイダ

が定義するまで、顧客はこのアプリケーションをインストールすることができません。 

サーバ全体に対する設定を構成するには、次の 2 つの作業を行います。 

1. ［ツールと設定］>［アプリケーションヴォルト］>［マイ・アプリ］>［アプリケーションを追加］

を選択して、カタログアプリケーションを追加します。 

2. ［マイ・アプリ］タブでリストからアプリケーションを選択し、設定を送信します。 
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アプリケーションを顧客に提供するかどうかを管理する 

APS パッケージをヴォルトにアップロードした後で、プロバイダはこれを顧客に提供するかどうかを

管理することができます。これは、一時的にアプリケーションをすべての顧客から隠したい場合に便

利です。この場合、［ツールと設定］>［アプリケーションヴォルト］>［マイ・アプリ］タブでアプ

リケーションを提供不可にします。これで、このアプリケーションはすべての顧客のアプリケーショ

ンリストに表示されなくなります。アプリケーションを再びリストに戻すには、［マイ・アプリ］タ

ブで、提供するように設定します。カタログからダウンロードしたアプリケーションに対しては、こ

れらの操作を実行できません。 

アプリケーションパッケージを削除する 

削除することができるのは、ヴォルトに保存したパッケージだけです。［ツールと設定］>［アプリケ

ーションヴォルト］>［マイ・アプリ］タブでアプリケーションを削除すると、ヴォルトによってアプ

リケーションパッケージが削除されます。 

この操作は、インストール済みのアプリケーションには影響を与えません。インストール済みアプリ

ケーションは、個々の顧客（インストールの所有者）に限り、コントロールパネルで削除することが

できます。 

インストール済みアプリケーションをトラッキングする 

一般に、顧客はアプリケーションカタログから直接アプリケーションをインストールし、ローカルリ

ポジトリはバイパスします。例外となるのは、ヴォルトに追加したアプリケーションのみです。ただ

し、すべてのインストール済みアプリケーションインストールは、ヴォルトに登録されます。インス

トールの詳細は、［ツールと設定］>［アプリケーションヴォルト］>［インストール済みアプリケー

ション］タブで確認できます。インストール済みアプリケーションがゼロと表示されている場合、ア

プリケーションパッケージがヴォルトに保存されていても、顧客にはインストールされていません。 

インストール済みアプリケーションを更新する 

アプリケーションヴォルトによって、Panel にインストールされたすべてのアプリケーションを、カタ

ログ内にある 新バージョンに更新することができます。Panel でのインストール済みアプリケーショ

ンの更新は、プロバイダと顧客（インストール所有者）のどちらが行うかによって、主に 2 つのシナ

リオがあります。いずれの場合も、プロバイダは新しいアップデートがないかどうか、［ツールと設

定］>［アプリケーションヴォルト］>［インストール済みアプリケーション］タブで確認する必要が

あります。アップデートがもしあれば、プロバイダまたは顧客がインストール済みアプリケーション
に適用することができます。 

アプリケーションヴォルトのキャッシュを消去する 

顧客がアプリケーションカタログからアプリケーションをインストールすると、アプリケーションパ

ッケージはサーバの一時ディレクトリ（ヴォルトキャッシュ）に保存されます。キャッシュ内のファ

イルにより、アプリケーションインストールが高速化しますが、サーバ上のディスク領域を解放する

ためにこれらのファイルを削除することができます。 
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アプリケーションヴォルトのキャッシュから一時ファイルを削除するには、［ツールと設定］>［アプ

リケーションヴォルト］>［インストール済みアプリケーション］タブで［キャッシュを消去する］を

選択します。 

インストール済みアプリケーションのトラブルシューティ

ング 

何らかの理由で顧客のウェブサイトにアプリケーションをインストールできない場合、ホスティング

プロバイダ（つまり御社）に連絡するように指示するエラーメッセージが顧客に対して表示されます。

このエラーメッセージに簡単なエラーの説明を含めると、プロバイダが問題の原因を特定するために

役に立ちます。 

アプリケーションのインストール中に起こる一般的な問題は、PHP がアプリケーション要件を満たさ

ないことです。 

 PHP バージョンがサポートされていない。 
この問題を解決するためには、 新の PHP バージョンを［ツールと設定］>［アップデートおよび

アップグレード］でインストールしてください。 

 必要な PHP 拡張がオフになっている。 
この問題を解決するには、必要な拡張を有効化してください。これには、特定の PHP ディレクテ

ィブを、サーバ全体に対する php.ini ファイルまたは契約に対するカスタム PHP 構成（特定の

ユーザのみに拡張を提供したい場合）に追加します。この手順は、「PHP 構成をカスタマイズする

（227ページ）」セクションを参照してください。 
ディレクティブを追加してから、ウェブサーバを再起動します。これを Linux と Windows でどの

ように行うかを確認してください。 
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データベースサーバ 

 データベースサーバを管理するには： 

1. ［ツールと設定］>［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ウェブインターフェースが別のブラウザウィンドウで

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： 

1. ［ツールと設定］>［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。 

 Panel からデータベースサーバの登録を解除するには： 

1. ［ツールと設定］>［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の右側のチェックボックスをオンにします。 

3. ［削除］をクリックします。 

4. 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、ホスティング顧客のデータベースのデフォル
トとして割り当てられているデータベースサーバを Panel から登録解
除するには： 

1. データベースサーバからデータベースを削除します。 

a. ［ツールと設定］>［データベースサーバ］に進みます。 

b. Panelから登録解除するデータベースサーバのホスト名をクリックし

ます。 

c. リストの左上隅のチェックボックスをオンにして、すべてのデータ

ベースを選択します。 

d. ［削除］をクリックします。 

e. 削除を確認して［OK］をクリックします。 
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2. 他のデータベースサーバデフォルトを作成します。 

a. 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。 

b. 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。 

c. ［プリファレンス］をクリックし、［このサーバをMySQLのデフォルト

にする］チェックボックスをオンにします。MS SQLデータベースサ

ーバを使用している場合、［このサーバをMS SQLのデフォルトにする］

チェックボックスをオンにします。 

d. ［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（［ツールと設定］>［データベースサ

ーバ］）。 

4. 不要になったデータベースサーバのチェックボックスをオンにします。 

5. ［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： この方法ではウェブアプリケーションのデータベースを削除できません。削除するためには、

まず、このデータベースを使用しているドメインから、各ウェブアプリケーションを削除する必要が

あります。 

データベースの管理について詳しくは、『コントロールパネルユーザガイド』の「データベースをデ

プロイする」セクションを参照してください。 

システム時間とサービス 

（Windows ベースのサーバ上の）Panel から、各種サービスを監視、起動、停止、再起動、無効化す

ることや、スタートアップタイプを変更することができます。 

 システムサービスのステータスを確認するには： 

1. ［ツールと設定］>［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［すべてを表示］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［すべてを非表示］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示します。 

  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示します。 
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  は、グループ内の一部のサービスは稼働しており、一部は停止していることを示します。 

  は、サービスがインストールされていないか、ライセンスキーで管理機能がサポートされ

ていないことを示します。 

 ［スタートアップタイプ］フィールドは、サービスが自動的に起動するのか、手動で起動する

必要があるのかを示します。 

 サービスを起動するには： 

1. ［ツールと設定］>［サービス管理］に進みます。 

2. 起動するサービスに対応する  アイコンをクリックします。 

 サービスを再起動するには： 

1. ［ツールと設定］>［サービス管理］に進みます。 

2. 再起動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： 

1. ［ツールと設定］>［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。 

 サービスのスタートアップタイプを設定するには（Windows ベースの
サーバ上）： 

1. ［ツールと設定］>［サービス管理］に進みます。 

2. リストで、必要なサービスに対応するチェックボックスをオンにします。 

3. 必要なスタートアップタイプを選択します。 

 Panel 起動時に手動でサービスを起動するには、 ［手動］をクリックします。 

 Panel 起動時に自動的にサービスを起動するには、 ［自動］をクリックします。 

 サービスを無効化するには： 

1. ［ツールと設定］>［サービス管理］に進みます。 

2. リストで、必要なサービスに対応するチェックボックスをオンにします。 

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： 

1. ［ツールと設定］>［サービス管理］に進みます。 

2. リストで、必要なサービスに対応するチェックボックスをオンにします。 
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3. 選択したサービスに対して実行するアクションのボタンをクリックします。 

 選択したサービスを起動するには、 ［起動］をクリックします。 

 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。 

 再起動したサービスを再起動するには、 ［再起動］をクリックします。 

 選択したサービスを無効化するには ［無効］をクリックします。 

 Panel 起動時に手動でサービスを起動するには、 ［手動］をクリックします。 

 Panel 起動時に自動的にサービスを起動するには、 ［自動］をクリックします。 
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システム日時を調整する 
インターフェースでサーバの日時を手動で設定し、サーバの時間を NTP（ネットワークタイムプロト

コル）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： 

1. ［ツールと設定］>［システム時間］に進みます。 

2. 必要に応じて、日付と時間の設定を変更し、タイムゾーンを選択します。 

タイムゾーンの変更を有効にするためには、Parallels Plesk Panel で管理しているサーバを再起動

する必要があります。 

Parallels Panel for Windows ユーザに対する注記： Parallels Plesk Panel に夏時間調整を自動的

に行わせないためには、［夏時間の切り替えを自動調整する］チェックボックスをオフにしてくだ

さい。 

3. 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

ェックボックスをオンにして、有効なIPアドレスまたはドメイン名を指定し

ます。利用可能なNTPサーバの一覧は、

http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebSearchを参照してください。 

4. ［OK］をクリックします。 

注記：［システム時間を同期する］機能を有効にすると、［システム日時］フィールドに手入力した

日時がすべて上書きされます。また、同期用のドメイン名や IP アドレスとして、有効な NTP サーバ

を入力していることを確認してください。NTP サーバが正しくないと、この機能は無効になり、サー

バは現在の時間設定のまま機能し続けます。 
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セッション設定 

Parallels Plesk Panel では、すべてのセッションに対して許可されるアイドル時間を変更できます。 

 セッションのセキュリティパラメータを変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［セッションアイドル時間］（［セキュリティ］グループ内）

に進みます 

2. 該当するフィールドに、セッションアイドル時間を分単位で入力します。ユ

ーザのセッションがアイドル状態になってから、セッションアイドル時間の

指定時間を過ぎると、コントロールパネルによってセッションが終了されま

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での IP の変更を許可するには
（Windows ホスティングのみ）： 

1. ［ツールと設定］>［セッションアイドル時間］（［セキュリティ］グループ内）

に進みます 

2. ［セッション中のIPアドレス変更を許可する］チェックボックスをオンにします。

動的IPアドレスを使用しており、インターネット接続が不安定な顧客は、こ

のオプションを使用してParallels Plesk Panelで作業することができます。

ただし、セキュリティ上のリスクは増大します。 

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： 

1. ［ツールと設定］>［セッションアイドル時間］（［セキュリティ］グループ内）

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。 
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バックアップと復元 

Parallels Plesk Panel のデータベースバックアップ機能と復元機能を使用して、次の操作を実行できま

す。 

 サーバ全体のバックアップ。バックアップアーカイブには、Panel ライセンスキー、システムサー

ビスの設定と構成、アカウント、サイト、メールボックスが含まれます。 

 個別ユーザアカウントのバックアップ（ウェブサイトを含む）。バックアップアーカイブには、ユ

ーザアカウントとユーザのサイトに関連するすべての設定とデータが含まれます。 

 個別ウェブサイトのバックアップ。バックアップアーカイブには、ウェブサイトに関連するすべて

のデータと設定が含まれます。 

 バックアップをスケジュールする。 

 バックアップアーカイブからデータを復元する。 

  

バックアップを保存する 

バックアップは、以下のいずれかに保存できます。 

 内部 Panel リポジトリ - Panel サーバ上にあるバックアップストレージ。 

 外部 FTP リポジトリ - ウェブ上またはプロバイダのローカルネットワーク内にある外部サーバ上

のバックアップストレージ。この場合、該当するサーバのホスト名と FTP ユーザのクレデンシャ

ルを Panel に指定する必要があります。 

      

顧客が作成するバックアップ 

バックアップおよび復元機能を使用する権限がある顧客は、コントロールパネルから独自のアカウン

ト設定およびウェブサイトをバックアップし、復元することができます。顧客、リセラー、リセラー

の顧客のコントロールパネルに、バックアップリポジトリへのショートカットが追加されます（［ウ

ェブサイトとドメイン］タブの［バックアップマネージャ］）。 

バックアップおよび復元機能は、オプションの Panel コンポーネントに搭載されており、標準インス

トールには含まれません。これらのコンポーネントをインストールするには、ウェブベースのインス

トールおよびアップデートウィザードを使用します。サーバ管理パネルで、［ツールと設定］>［アッ

プデート］>［コンポーネントの追加］に進み、［サーババックアップソリューション］グループで［Plesk
バックアップマネージャ］を選択します。 

Panel ユーザは、バックアップタスクのリストで、バックアップを作成したユーザの役割（管理者、顧

客、またはリセラー）を確認できます（［ツールと設定］>［バックアップマネージャ］）。これによ

り、顧客は自分自身で作成したバックアップと契約のテクニカルバックアップを見分けることができ

ます。テクニカルバックアップとは、管理者またはリセラーが大規模なバックアップの一環として顧

客の契約をバックアップすると作成されます。例えば、Panel 管理者がサーバレベルのバックアップを

作成すると、顧客の契約もすべてバックアップされ、管理者が作成した契約バックアップとして顧客

に表示されます。 

特定のバックアップが失敗すると、バックアップタスクの専用フィールドにエラーの詳細が表示され

ます。 
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パスワード保護されたバックアップを作成する 

Panel 11.0 から、パスワード保護によって、バックアップ内の機密データを保護できるようになりま

した。これによって、たとえ外部バックアップストレージにセキュリティ侵害が発生しても、攻撃者

はバックアップデータを搾取できなくなります。 

 
 

バックアップのパスワードは、以下の方法で指定できます。 

 FTP リポジトリ設定（［ウェブサイトとドメイン］>［バックアップマネージャ］>［個人用 FTP
リポジトリの設定］）。 
 

 Panel 内部リポジトリから任意の外部ロケーションへのバックアップファイルのダウンロード時。 
 

これらのバックアップを Panel に再びアップロードし、復元を試みると、保護に使用したパスワード

の入力を求めるプロンプトが表示されます。  

 

このセクションの内容: 

グローバルバックアップ設定を構成する .............................................................................. 303 
FTP リポジトリを使用するように Panel を構成する.............................................................. 303 
サーバ全体をバックアップする ............................................................................................ 304 
個別アカウントとサイトをバックアップする ............................................................................ 304 
バックアップをスケジューリングする .................................................................................... 305 
バックアップアーカイブからデータを復元する ...................................................................... 307 
サーバからバックアップファイルをダウンロードする ............................................................. 308 
バックアップファイルをサーバにアップロードする ................................................................. 308 
サーバからバックアップファイルを削除する ......................................................................... 308 
バックアップログ ................................................................................................................. 309 
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グローバルバックアップ設定を構成する 
多数のウェブサイトにサービスを提供している場合、バックアッププロセス設定を構成することによ

って、サーバリソースの消費を抑えることができます。 

 サーバ負荷を軽減し、ディスク領域使用量ポリシーを設定するには： 

1. ［ツールと設定］>［バックアップ設定］に進みます。 

2. ［同時に実行するバックアッププロセスの 大値］に、同時に実行するバックア

ッププロセスの 大値を指定します。デフォルト値である10より小さい値を

入力してください。 

3. ［低い優先度で、スケジュールバックアッププロセスを実行する］チェックボッ

クスをオンにします。 

4. ［バックアップファイルを圧縮しない］チェックボックスをオフにします。 

5. ［OK］をクリックします。 

6. バックアップ処理に、サーバ上の使用可能なディスク容量がすべて消費され

ないようにするには、以下のいずれかを選択します。 

 バックアップファイルを保存するのに十分なディスク領域がサーバにある場合に限り、バック

アップを開始するように Panel を設定する。このオプションを選択すると、Panel が将来的な

バックアップのサイズも計算する必要があり、バックアップ時間が大幅に増加するので、注意

が必要です。 

注記： Panel for Windowsは、オブジェクトサイズを直接計算するのではなく、データベー

スから情報を取得します。Panelデータベースではオブジェクトサイズが1日一度だけ更

新されるため、算出されるバックアップサイズの合計が実際の値と異なる場合がありま

す。 

 指定した空きディスク領域がサーバにある場合に限ってバックアップを開始するように Panel
を設定する。このオプションは、将来的なバックアップのサイズが大体わかっており、サイズ

の計算に Panel の処理時間とリソースをとられたくない場合に便利です。 
 

FTPリポジトリを使用するように Panelを構成する 
バックアップファイルの保存に FTP サーバを使用する場合、［ツールと設定］>［バックアップマネ

ージャ］>［個人用 FTP リポジトリの設定に設定を指定する必要があります。 

 FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名。 

 バックアップファイルの保存先サーバのディレクトリ。 

 FTP アカウントにアクセスするユーザ名とパスワード。 

 バックアップ保護のために Panel が使用するパスワード。 
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サーバ全体をバックアップする 

 サーバ構成設定およびホスティングマシン上の全ユーザデータをバッ
クアップするには： 

1. ［ツールと設定］>［バックアップマネージャ］に進みます。 

2. ［バックアップ］をクリックします。 

3. 以下を指定します。 

 バックアップファイル名のプレフィックスおよび説明。ファイル名を任意指定することはでき

ませんが、バックアップファイル名に接頭語を追加するようにコントロールパネルを設定する

ことはできます。コントロールパネルは、バックアップファイル作成日時を（グリニッジ標準

時間で）バックアップファイル名に自動追加します。 

 バックアップファイルの分割。マルチボリュームバックアップを作成するには、対応するチェ

ックボックスをオンにしてボリュームサイズをメガバイト単位で指定します。 

 バックアップファイルの保存場所。バックアップファイルを保存するリポジトリを選択します。 

 バックアップ完了時のメール通知。バックアップ完了時に通知を受け取りたい場合は、メール

アドレスを入力します。 

 バックアップするデータの種類。サーバ設定だけ、またはサーバ設定と全ユーザデータをバッ

クアップできます。 

4. ［バックアップ］をクリックします。バックアップ処理が開始され、進捗状況

が［現在のバックアップタスク］タブに表示されます。［更新］ボタンを使用

して、画面上の情報を更新できます。 

5. バックアップが終了すると、選択したリポジトリにバックアップファイルが

保存されます。 

注：（シンプルプランとして保存される）カスタムビューの設定は、サーバレベルのバックアップに

含まれます。ただし、これらの設定を復元できるのは、Panel の初期構成（init_conf ユーティリテ

ィまたは GUI を使用）が行われていない場合のみです。カスタムビュー（35ページ）の詳細を確認し

てください。 

個別アカウントとサイトをバックアップする 

 サイトあり（またはなし）でユーザアカウントをバックアップするに
は： 

1. ［顧客］をクリックします。 

2. アカウントをバックアップする顧客を探し、対応する［コントロールパネル］

リンクをクリックします。 
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3. ［アカウント］タブをクリックします。 

4. 以下のいずれかを実行します。 

 サイトありでユーザアカウントをバックアップするには、［マイアカウントとウェブサイトの

バックアップ］をクリックします。 

 コンテンツのあるウェブサイトのみをバックアップするには、［ウェブサイトのバックアップ］

をクリックします。 

5. ［バックアップ］をクリックします。 

6. 以下を指定します。 

 バックアップファイル名の接頭語および説明。任意のファイル名は指定できませんが、バック

アップファイル名に接頭語を追加するようにコントロールパネルを設定できます。コントロー

ルパネルが、バックアップファイル作成の日時を（グリニッジ標準時間で）自動的にバックア

ップファイル名に追加することにご注意ください。 

 バックアップファイルの分割。マルチボリュームバックアップを作成するには、対応するチェ

ックボックスをオンにしてボリュームサイズをメガバイト単位で指定します。 

 バックアップファイルを保存する場所。バックアップファイルを保存するリポジトリを選択し

ます。 

 バックアップ完了時のメール通知。バックアップ完了時にメール通知を送信したい場合は、メ

ールアドレスを入力します。 

 バックアップするデータ。設定のみをバックアップすることも、設定と全データをバックアッ

プすることもできます。 

7. ［バックアップ］をクリックします。バックアップ処理が開始され、進捗状況

が［現在のバックアップタスク］タブに表示されます。［更新］ボタンを使用

して、画面上の情報を更新できます。 

バックアップが終了すると、選択したリポジトリにバックアップファイルが保存されます。 

バックアップをスケジューリングする 

 データのバックアップをスケジューリングするには： 

1. ［ツールと設定］>［バックアップマネージャ］に進みます。 

2. ［スケジュールバックアップ設定］をクリックします。 

3. ［このバックアップタスクを有効化する］チェックボックスをオンにして、以

下を指定します。 

 バックアップを実行する時間と頻度。 

 バックアップファイル名。 

 バックアップファイルの分割。マルチボリュームバックアップを作成するには、対応するチェ

ックボックスをオンにしてボリュームサイズをメガバイト単位で指定します。ボリュームサイ

ズを 4095 メガバイト以上にすることはできません。 

 バックアップファイルの保存場所。バックアップファイルを保存するリポジトリを選択します。 
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 リポジトリに保存されるバックアップファイルの 大数。バックアップファイルをリサイクル

する場合は、数字を入力します。この上限に達すると、 も古いバックアップファイルが削除

されます。 

 バックアップでエラーが発生したときのメール通知。バックアップでエラーが発生した場合に

メール通知を送信するには、メールアドレスを入力します。 

 バックアップするデータの種類。設定だけ、あるいは設定とユーザデータをバックアップでき

ます。 

4. ［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データを復元する 
次の場所に保存されたバックアップファイルからデータを復元できます。 

 Panel の内部リポジトリ。 
Panel リポジトリからバックアップファイルを復元するには、［ツールと設定］>［バックアップ

マネージャ］>［サーバリポジトリ］タブで、復元したいバックアップファイル名を選択します。 

 外部 FTP リポジトリ（303ページ）。 
外部 FTP リポジトリからバックアップファイルを復元するには、［ツールと設定］>［バックアッ

プマネージャ］>［個人用 FTP リポジトリ］タブで、復元したいバックアップファイル名を選択し

ます。 

バックアップファイルを選択すると、復元ウィザードが起動します。以下の復元パラメータを指定す

ることが求められます。 

 復元するデータのタイプ。 

 復元タスクが完了するまでウェブサイトを一時停止する： これを選択することにより、サイトの

コンテンツや設定の復元中にユーザがコンテンツや設定を変更すると発生する可能性がある競合

を回避することができます。 

 復元タスクが完了したときにメール通知を送信する： 復元タスクが完了したときにコントロール

パネルから通知が欲しい場合は、メールアドレスを入力します。 

 競合解決ポリシー： 復元中に競合が発生した場合に実行する処理を指定します。 

 バックアップのセキュリティ設定： バックアップがパスワード保護されている場合、［パスワー

ド］フィールドにパスワードを入力してください。 
パスワードを忘れた場合、［パスワードを入力してください］オプションをオフにしてください。

オフにすると、一部の機密データが正しく復元されない可能性があります。例えば、ユーザパスワ

ードはランダムなパスワードに変更され、インストール済み APS アプリケーションに関する情報

は削除されます。 

      

復元時のエラーのトラブルシューティング 

データの復元中にエラーまたは競合が発生した場合、ウィザードが起動し、適切な解決策を選択する

ことができます。画面の指示に従ってウィザードを完了してください。 

注記： データの復元時に上書きモードを選択すると、システム内に存在するか否かを問わずすべての

オブジェクトがバックアップファイルから復元されます。上書きモードは以下のように動作します。 

 バックアップファイル内のオブジェクトや設定が Parallels Plesk Panel に存在しない場合、これら

は Parallels Plesk Panel に作成または設定されます。 

 バックアップファイル内のオブジェクトや設定が Parallels Plesk Panel に存在する場合、Parallels 
Plesk Panel 内のオブジェクトや設定がバックアップファイル内のオブジェクトや設定に置き換え

られます。 

 オブジェクトや設定が Parallels Plesk Panel に存在し、バックアップファイルには存在しない場合、

現在 Parallels Plesk Panel にあるオブジェクトや設定は変更されません。 
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サーバからバックアップファイルをダウンロード

する 
Panel リポジトリからバックアップファイルをダウンロードするには、［ツールと設定］>［バックア

ップマネージャ］でバックアップファイル名を選択して、ファイルの保存場所を指定します。 

バックアップのセキュリティを向上するためには、バックアップをパスワード保護することをお勧め

します。これにより、バックアップストレージでセキュリティ侵害が発生しても、攻撃者は機密デー

タを搾取できなくなります。 

注記：パスワードを忘れた場合、確認はできません。そのため、バックアップファイル名とパスワー

ドのリストを安全な場所に保管しておくことをお勧めします。 

バックアップファイルをサーバにアップロードす

る 
バックアップファイルを Panel リポジトリにアップロードするには、［ツールと設定］>［バックアッ

プマネージャ］>［サーバリポジトリにファイルをアップロードする］ウィザードを実行します。アッ

プロード開始前に、以下のバックアップパラメータを入力するよう指示されます。 

 バックアップファイルの保存場所。 

 保護に使用したパスワード。  
これはバックアップデータの保護に使用したパスワードです。 

注記：パスワードの入力が正しくないと、警告が表示されますが、サーバへのバックアップのアッ

プロードは実行されます。バックアップの復元時に、このパスワードを入力することが再び要求さ

れます。 

サーバからバックアップファイルを削除する 

 Panel のバックアップリポジトリからバックアップファイルを削除す
るには： 

1. ［ツールと設定］>［バックアップマネージャ］に進みます。 

2. 削除するバックアップファイルに対応するチェックボックスをオンにしま

す。 

3. ［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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バックアップログ 
Panel がバックアップの実行を開始すると、進捗状況がログに記録されます。バックアップログには、

構文エラー（コマンドが指定されていない、正しくないコマンドが指定されている、無効な入力パラ

メータ）、ランタイムエラー、未処理の例外、バックアップ用ディスク容量不足などが記録されます。 

バックアップログの保管場所は、Unix/Linux システムの場合は 
/usr/local/psa/admin/PMM/sessions、Windows システムの場合

は%plesk_dir%\admin\PMM\sessions です（%plesk_dir% は、Windows システムでの Panel
インストールディレクトリを示す環境変数です）。各バックアップログは個別のフォルダに格納され、

フォルダ名にはバックアップ日時が含まれています。 

ログに記録する情報をどれくらい詳細にするかは、変更することができます。この機能を使用できる

のは、スケジュールされた定期バックアップとコマンドラインによるバックアップのみです。詳細度

の変更方法について詳しくは、『Advanced Administration Guide』の Linux 版と Windows 版を参照して

ください。 
 

他のサーバからデータを移管する 

Panel を他のサーバに移す一番簡単な方法は、そのサーバに Panel を移管することです。Panel の用語

で、「移管」とは、ある Panel サーバ（ソースサーバ）から同じバージョンの Panel をインストール

した別のサーバ（宛先サーバ）へ、ホスティングデータを移すプロセスです。Panel のデータを他のサ

ーバに移管するには、次の 2 つの方法があります。 

 移行・移管マネージャユーティリティで移管する（推奨） 

Parallels では、ホスティングデータの移管を、移行・移管マネージャユーティリティを使用して実

行することをお勧めします。このユーティリティは宛先サーバ上で機能して、ソース Panel からホ

スティングデータを自動的にコピーします。 

 バックアップファイルを使用して移管する 

また、ソースサーバから宛先サーバへ、バックアップファイルを使用してデータを移管することも

できます。データの移管を実行するには、ソースサーバでデータをバックアップし、作成されたア

ーカイブファイルを宛先サーバに手動で移管し、宛先サーバ上でデータを復元する必要があります。 

2 つの Panel 間でデータを移管する詳細な手順は、『インストール、アップグレード、移行、移管ガイ

ド』の「Panel データを移管する」の章を参照してください。 
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他のホスティングプラットフォームか

らデータを移行する 

別のホスティングプラットフォーム（cPanel、Confixx、またはその他のサポートされるソリューショ

ン）がインストールされたサーバがあり、このプラットフォームを Panel に切り替えたい場合は、こ

のサーバ（ソース）のすべてのホスティングデータを Panel サーバ（宛先サーバ）に移行する必要が

あります。 

Panel 11.0 では、以下のプラットフォームからの移行をサポートしています。 

 cPanel for Unix バージョン 9、10、11 

 Confixx 3.3.7 for Linux 

 Parallels Pro Control Panel for Linux バージョン 10.3.4（旧名 Ensim Pro） 

 Parallels Helm 3.2 

 Parallels Small Business Panel 10.x 

他のホスティングデータのデータを移行するためには、移行・移管マネージャユーティリティを使用

することをお勧めします。このユーティリティを実行する前に、いくつかの準備を実行する必要があ

りますが、その内容はソースサーバのプラットフォームによって大きく異なります。移行の詳細な手

順は、『インストール、アップグレード、移行、移管ガイド』の「Panel に移行する」の章を参照して

ください。 

モバイルデバイスから Panel を管理する 

モバイルアプリケーションを使用して Panel <PP_short_v> サーバの状態を確認する必要がある場合

は、Parallels Plesk Mobile Server Monitor を使用します。また、モバイルデバイスから Panel サーバ

に対して緊急処置を講じる必要がある場合は、Parallels Plesk Mobile Server Manager という別のアプ

リケーションを使用します。このセクションでは、これらのアプリケーションの機能と、インストー

ル方法および使用方法について説明します。 

アプリケーションの機能 

Mobile Server Monitor によって、管理者は以下の作業を実行できます。 

 特定のサーバ上のサービスをリスト表示する。 

 サーバに関する情報（OS、CPU、Panel バージョンなど）を確認する。 

 サーバヘルスに関するインジケータ（CPU 平均負荷、メモリ使用量、スワップ使用量など）を確

認する。 

 特定の Panel イベントについての情報を取得する。 

 

Mobile Server Manager には、Mobile Server Monitor の機能に加え、Panel 管理者機能が搭載されてい

ます。 
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Mobile Server Manager によって、管理者は以下の作業を実行できます。 

 特定のサーバ上のサービスをリスト表示する。 

 サーバに関する情報（OS、CPU、Panel バージョンなど）を確認する。 

 サーバヘルスに関するインジケータ（CPU 平均負荷、メモリ使用量、スワップ使用量など）を確

認する。 

 特定の Panel イベントについての情報を取得する。 

 秘密キーによって認証する。 

 ヘルスモニタイベントを表示する 

 Panel ライセンスキーをロールバック/取得する。 

 サーバを再起動する。 

 特定のサーバ上のサービスを開始/停止する。 

注：Mobile Server Manager は、ライセンスに Parallels Plesk Panel Power Pack が含まれるサーバの

みで使用できます。これはライセンスのアドオンであり、Panel ライセンスの購入時に取得することも、

後でライセンスに追加することもできます。Power Pack は、モバイルサーバ管理機能に加え、有償の

アンチウイルスや Tomcat アプリケーションのウェブホスティングなど、多数の機能を提供します。

Power Pack について詳しくは、http://www.parallels.com/jp/products/plesk/power-pack/ を参照してく

ださい。Mobile Server Monitor は無償で使用できますが、サーバをさらに高度に制御したい場合には、

Power Pack を Panel サーバに追加して、Mobile Server Manager を使用してください。 

 

サポート対象の OS およびデバイス 

現在、Monitor および Manager アプリケーションは、Android、Blackberry、iPhone でサポートされて

います。以下のリンクを使用して、該当するアプリケーションストアからアプリケーションをダウン

ロードしてください。 

OS およびデバイス Server Monitor Server Manager 

Android 2.2 以降に対応するデバ

イス 
https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.parallels.p
anel.monitor 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.para
llels.panel.manager 
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BlackBerry OS 5.0 以降に対応す

るデバイス： 

 

     Bold 9000, 9650, 
9700, 9780, 9788, 9790, 
990, 9930 

     Curve 9330, 8350i, 
8520, 8530, 8900, 8910, 
8980 

     Curve 3G 9300, 9330, 
9350, 9360, 9370, 9380 

     Pearl 3G 9100, 9105 

     Storm 9500, 9530 

     Torch 9800, 9810, 
9850, 9860 

     Tour 9630 

http://appworld.blackberry.com
/webstore/content/62901?lang
=en 

http://appworld.blackberry.c
om/webstore/content/62900
/?lang=en 

iOS 4.0 以降に対応するデバイス http://itunes.apple.com/us/app/
parallels-panel-server-monitor/i
d477441966?mt=8 

http://itunes.apple.com/us/a
pp/plesk-manager/id477441
273?mt=8 
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インストールおよび使用の手順 

Panel がインストール済みの場合、以下の URL で、モバイルアプリケーションのインストールおよび

使用方法のガイドラインを確認してください。 

 Mobile Server Monitor - https://Server_URL:8443/admin/promotion/mobile-monitor/ 

Mobile Server Manager - https://Server_URL:8443/admin/promotion/mobile-manager/  
※ここで「Server_URL」とは、サーバの IP アドレスまたはホスト名です。 

 

モバイルアプリケーションが機能するように Panel を構成する 

Mobile Server Manager または Mobile Server Monitor 1.1（およびそれ以前）との連携に、Panel は内

蔵メカニズムを使用します。追加の構成は必要ありません。 

一方、Mobile Server Manager と Mobile Server Monitor のバージョン 1.2 以降では、Panel はモバイル

アプリケーションとの連携に Mobile Center 拡張を使用します。この拡張は、アプリケーションから

Panel サーバへの接続を試みると自動的にインストールされます。 

Mobile Center 拡張は、モバイルアプリケーションから Panel サーバへの要求を受け付けて処理し、そ

の応答をモバイルアプリケーションに返します。 

この拡張では、アクティビティと問題に関する情報が独自のログファイルに書き込まれます。Panel
サーバ内でのログファイルの保存場所は以下のとおりです。 

 Linux の場合：/usr/local/psa/var/modules/plesk-mobile/MobileConnector.log 

 Windows の場合：%plesk_dir%/var/modules/plesk-mobile/MobileConnector.log（こ

こで %plesk_dir% は、Panel インストールディレクトリのパスです）。 

ログエントリには以下の 3 種類があります。 

 通知 - トラブルシューティング（拡張データベースの更新など）に役に立つ一般情報。 

 警告 - 問題を発生させる可能性があるが、システムが自動的に解決するイベントについての情報。

例えば、拡張の構成ファイルが存在しない場合、システムは新しいファイルを自動的に作成し、対

応する警告メッセージをログに追加します。 

 エラー - 特定のオペレーションの失敗に関する情報。例えば、モバイルデバイスが存在しないた

め、拡張がモバイルアプリケーションからの応答を受信できない場合などです。 

Mobile Center ページ（［拡張］>［Mobile Center］）で、以下の設定を定義することができます。 

 拡張ログの詳細（［Log level］（ログレベル）パラメータ）。特定のログレベルを選択すると、選

択したタイプ以上の重大度のエントリが拡張によってログに書き込まれます。例えば、「警告」を

ログレベルとして選択すると、ログには警告とエラーが書き込まれます。「オフ」にすると、ロギ

ングは無効化されます。 

 iOS プッシュ通知サービス。iOS で Mobile Manager または Mobile Monitor を使用すると、デバイ

スにプッシュ通知を送信するように Panel を構成することができます。このような通知によって、

アプリケーションをフォアグラウンドで実行していないときでも、Panel サーバで発生した重要な

イベントについての通知をアラートメッセージとしてデバイスで受け取ることができます。プッシ

ュ通知を受け取るためには、対応するオプションをモバイルアプリケーションでも有効化する必要

があります。  
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Parallels Virtuozzo Containers 内の Panel 

以下の処理は、Parallels Containers 内で実行している Panel では実行できません。 

 サーバのネットワークカードに IP アドレスを追加する（またはネットワークカードから削除する）。 

 ホスト名を変更する。 

 システム日時を設定する。 

Parallels Virtuozzo Containers ハードウェアノードに IP アドレスを追加した後で、サーバ管理パネル

の IP 再読み込み機能（［ツールと設定］>［IP アドレス］）を使用して Panel の IP プールを更新する

必要があります。 

Parallels Containers 内に Panel をインストールする場合、コンテナに対してオフラインサービスパラ

メータを設定して、コンテナの管理に使用する Parallels Plesk Panel ウェブインターフェースと

Parallels Power Panel の両方をアクセス可能にしておく必要があります。 

デフォルトで、コンテナの構成では、オフライン管理サービスに対して以下のパラメータが有効化さ

れています。VZPP-plesk（ポート 8443 上の通信のリダイレクト）と VZPP（ポート 4643 上の通信のリ

ダイレクト）。VZPP-plesk サービスを無効化する必要があります。この作業は、Parallels Management 
Console ユーティリティを使用して Parallels Virtuozzo Containers for Linux および Windows で行いま

す。 

 Parallels Management Console を使用してコンテナを構成するには： 

1. Parallels Management Consoleを開きます。 

2. Parallels Containersハードウェアノードに接続します。 

3. ［Virtuozzo Containers］をクリックします。 

4. コンテナを選択して右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ］

を選択します。 

5. ［ネットワーク］>［オフライン管理］に移動してVZPP-pleskサービスを無効化

します。 

 Linux ベースのハードウェアノードでコマンドラインツールを使用し
てコンテナを構成するには： 

1. SSH経由でハードウェアノードに接続します。 

2. 以下のコマンドを実行します。 
vzctl set CT_ID --offline_management yes --offline_service vzpp --save 

 Linux ベースのハードウェアノードでコマンドラインツールを使用し
てコンテナを構成するには： 
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1. リモートデスクトップ経由でハードウェアノードに接続します。 

2. 以下のコマンドを実行します。 
vzctl set CT_ID --offline_management yes --save 
vzcfgt set CT_ID offlineservices vzpp 

コンテナを構成すると、Panel からコンテナ管理機能にアクセスできるようになります（［サーバ管理］

グループで［ツール］>［コンテナ管理］を選択します）。 
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リモートアクセス（Windows） 

リモートデスクトップ（RDP）アクセス機能によって Parallels Plesk Panel にリモートログインし、

標準の Microsoft Windows デスクトップインターフェース経由で Panel を操作することができます。 

 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： 

1. ［ツールと設定］>［リモートデスクトップ］に進みます。 

2. ［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。 

注記： 解像度を高く設定すると、インタラクションの速度が低下し、使用する帯域幅が増加しま

す。 

3. ブラウザに応じ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

推奨されます。この方法を 初に使用すると、Internet Explorer のセキュリティ設定で許可さ

れる場合は、必要な ActiveX コンポーネントがブラウザによって自動インストールされます。

ブラウザにセキュリティアラートが表示された場合は、ブラウザのオプションで、セキュリテ

ィレベルを一時的に下げてください。 

 properoJavaRDP - Internet Explorer では動作しないため、Netscape、Mozilla、Firefox ブラウザ

の使用が推奨されます。Opera の 8.0 以上のバージョンのみをサポートします。このコンポー

ネントでは JRE（Java Runtime Environment）がシステムにインストールされている必要があ

ります。JRE がインストールされていない場合は、

http://www.java.com/en/download/manual.jsp（バージョン 1.4 以上）からダウンロードし、リ

モートデスクトップ機能を使用する前にインストールします。 

注記： RDPは、JDK（Java Development Kit）をインストールしなくても機能します。 

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の

構成コンソールを開き（［スタート］>［管理タスク］）、［サーバー設定］画面で［ライセ

ンス］オプションを［ユーザーごと］に設定する必要があります。 

4. ［OK］をクリックします。新規ウィンドウが開きます。 

5. システムにログインします。デフォルトで、Panelは契約のFTP/Microsoft 
FrontPageユーザ名を使用します。任意の有効なユーザ名とパスワードを使

用できます。 

6. システムにログインしたら、通常のWindowsデスクトップと同じように作業

を開始することができます。 

 リモートデスクトップセッションを終了するには： 
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 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終了します。この方法では、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ため、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 

 セッションを完全に終了するには、［スタート］>［ログオフ］を選択します 
 

追加管理者アカウント（Windows） 

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 Parallels Plesk Panel 管理者アカウン

トが実行したすべてのアクションはロギングされます。実際の Parallels Plesk Panel 管理者はこれを

参照して、追加の管理者アカウントによるアクティビティを高いレベルでコントロールすることが可

能です。追加の管理者レベルアカウントには、実際のサーバ管理者の権限のうち、下記を除く大部分

の権限が割り当てられます。 

 他のユーザに属する追加の管理者アカウントを表示および管理する。 

 管理者アカウント設定を表示および管理する。 

 アクションログを消去する。 

 

このセクションの内容: 

追加の管理者アカウントを作成する .................................................................................... 319 
追加の管理者アカウントを変更する .................................................................................... 319 
追加管理者アカウントを一時停止/有効化する .................................................................... 320 
追加管理者アカウントを削除する ........................................................................................ 320 
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追加の管理者アカウントを作成する 

 追加の管理者アカウントを作成するには： 

1. ［ツールと設定］>［追加管理者アカウント］に進みます。 

2. ［アカウントの作成］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。 

 該当するフィールドに、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］フィールドに、追加管理者アカウントユーザの名前を指定します。 

 こ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。これはアカウントの識別に便利です。例えば、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 1 つのアカウントを作成し、もう 1 つのアカウン

トをメール関連全般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が一目で

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とパスワードを所有者に通知できるようになります。 

 
 

追加の管理者アカウントを変更する 

 追加の管理者アカウントを変更するには： 

1. ［ツールと設定］>［追加管理者アカウント］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。 

 該当フィールドに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］フィールドに、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。これはアカウントの識別に便利です。例えば、顧客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 1 つのアカウントを作成し、もう 1 つのアカウントをメー

ル関連全般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が一目で分かり、

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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追加管理者アカウントを一時停止/有効化する 

 追加の管理者アカウントを一時停止するには： 

1. ［ツールと設定］>［追加管理者アカウント］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. ［Panelへのアクセスを許可する］チェックボックスをオフにして、［OK］をク

リックします。 

 追加管理者アカウントを有効化するには： 

1. ［ツールと設定］>［追加管理者アカウント］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. ［Panelへのアクセスを許可する］チェックボックスをオンにして［OK］をクリ

ックします。 

 
 

追加管理者アカウントを削除する 

 追加管理者アカウントを削除するには： 

1. ［ツールと設定］>［追加管理者アカウント］に進みます。 

2. 削除するアカウントのチェックボックスをオンにして、［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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ファイルおよびフォルダを共有する 

ウェブスペース内で Panel を使用して独自のウェブサイトを実行している場合、ファイルおよびフォ

ルダの共有をセットアップできます。共有により、以下のことが可能になります。 

 組織内の複数のユーザが、同じドキュメントやその他のファイルを使用して共同作業する。 

 権限のある顧客やパートナーが、システムでの認証後に、製品ロードマップ、割引込みの価格リス

ト、マーケティングプレゼンテーションなどの文書にアクセスする。 

 

このセクションの内容: 

ファイル共有をセットアップする ........................................................................................... 322 
ファイルの共有およびファイルへのアクセスに、ファイル共有を使用する .............................. 323 
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ファイル共有をセットアップする 
ファイル共有設定へのアクセスは、サービスプロバイダビュー（［サーバ管理］>［ツールと設定］>
［ファイル共有設定］）とパワーユーザビュー（［設定］タブ>［ファイル共有設定］）の両方から可

能です。 

 情報システムでファイル共有をセットアップするには： 

1. ファイル共有設定ページを開きます。 

2. ［ウェブフォルダのルートURL］は、ファイル共有サービスで使用するルート

ウェブのフォルダにアクセスするためのURLを定義します。ファイル共有に

使用するウェブフォルダのルートを変更する場合は、ホスト名、ドメイン名

またはIPアドレスを選択して、フォルダ名を指定します。 

ファイル共有用のその他すべてのウェブフォルダは、上記で指定したフォルダ名の下に作成されま

す。この URL は、ファイル共有で使用するルートのウェブフォルダをマウントするために使用さ

れます。 

3. Panelでセキュアリンクを生成して、SSL暗号化でファイル転送を保護する

には、［ファイルとフォルダへの安全なリンクを生成］チェックボックスをオ

ンにします。 

4. Panelユーザに対し、アップロードしたファイルを公開してすべてのウェブ

サイト訪問者がアクセスできるようにする権限を付与するには、［パブリック

ファイルを有効化］チェックボックスをオンにします。 

 パブリックファイルを保存するフォルダを変更するには、新しいフォルダ名を［パブリックフ

ァイルの保存用フォルダ］フィールドに指定します。 

 読み取り専用の訪問者がアクセスする URL を変更するには、新しいフォルダ名を［訪問者が

パブリックファイルにアクセスするための URL］フィールドに指定します。 

5. パスワード保護されたフォルダにファイルをアップロードして、権限のある

パートナーや顧客のみがアクセスできるようにするには、［パブリックファイ

ルのパスワード保護を有効化］をオンにして、フォルダへのアクセス用のユー

ザ名とパスワードを入力します。 

 パスワード保護されたファイルを保存するフォルダを変更するには、新しいフォルダ名を［パ

スワード保護されたファイルの保存用フォルダ］フィールドに指定します。 

6. ［OK］をクリックします。 
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ファイルの共有およびファイルへのアクセスに、

ファイル共有を使用する 
サーバでファイル共有とフォルダ共有がセットアップされている場合は、以下のタスクを実行できま

す。 

 共同作業のために、組織内の他のユーザとファイルを共有する。 

 権限を持つ顧客やパートナーとファイルを共有する。パスワード保護されたディレクトリにファイ

ルを置き、権限を持つ社外のユーザがアクセスできるように設定する。 

 ファイルをバックアップ目的で（またはインターネット経由でアクセス可能にするために）サーバ

上のセキュアなプライベートディレクトリに配置する。 

 サイズが大きすぎてメール送信できないファイルを転送する。ファイルをサーバにアップロードし

て、シークレットリンクを生成し、リンクをファイル受領者に送信すると、このユーザはファイル

をダウンロードできるようになります。 

 以下から共有ファイルにアクセスし、それらを使用して作業する。 

 ウェブブラウザ。社内の情報システム内に構築されたファイルマネージャ。 

 または、サーバ上のフォルダをコンピュータの OS にウェブフォルダとして接続する（コンピ

ュータ上にファイルがあるかのように作業することが可能）。 

以下で説明するすべての操作は、パワーユーザビューからしかアクセスできません。 

 

このセクションの内容: 

組織内の他のユーザとファイルを共有する.......................................................................... 324 
パートナー用にファイルを公開する ..................................................................................... 325 
顧客にファイルを公開する .................................................................................................. 327 
ファイルをサーバのプライベートディレクトリにアップロードする............................................. 328 
メールで送信するには大き過ぎるファイルを転送する .......................................................... 329 
ファイルにアクセスし、作業を行う ........................................................................................ 330 
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組織内の他のユーザとファイルを共有する 

 ファイルを組織内の他のユーザと共有するには、パワーユーザビュー
で以下を実行します。 

1. ［ファイル共有］タブに移動して、共有するファイルを選択します。 

新しいファイルを Panel にアップロードする場には： 

a. 左ナビゲーションエリアの［共有ファイル］に移動して、［ファイルの

アップロード］をクリックします。 

b. ［ブラウズ］をクリックしてファイルを選択します。 

c. ファイルをアップロードする場所を［共有ファイル］フォルダから選

択します。 

［個人ファイル］フォルダのファイルを共有するには、以下を実行します。 

d. ［ファイル］タブで左ナビゲーションエリアの［個人ファイル］に移動

して、ファイルがあるディレクトリを検索します。 

e. 必要なファイルを選択して［共有］をクリックします。 

f. ファイルをアップロードする場所を［共有ファイル］フォルダから選

択します。 

2. 共有ファイルへのリンクが記載されたメールを送るには、［完了時にアップロ

ードしたファイルへのリンクが記載されたメールを送信します］チェックボック

スを選択して［次へ］をクリックします。そうでない場合は、このチェックボ

ックスを選択せずに［アップロード］をクリックします。 

メールを送信することにした場合は、次の画面で以下を実行します。 

a. ファイルへのアクセスにPanelでの認証が必要か、およびファイルへ

のリンクを知るユーザに変更を許可するかを選択します。 

b. 誰でもリンクしたファイルへアクセスできるようにした場合は、リ

ンクの有効期限を選択します。この期間が過ぎると、リンクは無効

になります。 

c. 通知を受けるPanelユーザアカウントを選択して、他の通知受信者の

メールアドレスを入力します。 

d. メールの件名と本文を入力します。ファイルへのリンクは、自動的

に <- [LINKS WILL BE INSERTED HERE - DO NOT REMOVE] -> 
の部分に挿入されます。 

3. ［OK］をクリックします。 

これで、ファイルは shared というディレクトリにアップロードされ、情報システムに登録されたす

べてのユーザが表示、変更、削除できるようになります。 
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パートナー用にファイルを公開する 

保護された（パスワード保護された）ディレクトリへの公開は、サーバポリシーによって許可されま

す。これにより、情報システムの認証ユーザがこのディレクトリへファイルをアップロードできるよ

うになります。その後、パートナーまたは特権のある顧客は、送信されたパスワードを入力すればこ

のディレクトリからファイルをダウンロードできるようになります。 

 パートナーと権限のある顧客にファイルを公開するには、パワーユー
ザビューで以下を実行してください。 

1. ［ファイル共有］タブに移動して、公開するファイルを選択します。 

新しいファイルを Panel にアップロードする場には： 

a. 左ナビゲーションエリアの［パブリックファイル］で、［パスワード保

護されたファイル］に移動します。 

b. 現在、パスワード保護されたファイルへアクセスする際に使用され

ている証明書を表示するには、画面右下隅の［アクセス情報の表示］

をクリックします。パートナーが保護されたディレクトリ内のファ

イルへアクセスできるようにするには、これらの証明書を送信する

必要があります。 

c. ［ファイルのアップロード］をクリックして、［パスワード保護された

ファイル］フォルダ内でファイルをアップロードする場所を選択しま

す。 

d. ［ブラウズ］をクリックしてファイルを選択します。 

［個人ファイル］または［共有ファイル］フォルダのファイルを公開するには、以下を実行してく

ださい。 

e. 現在、パスワード保護されたファイルへアクセスする際に使用され

ている証明書を表示するには、［パスワード保護されたファイル］に移

動して、画面右下隅の［アクセス情報の表示］をクリックします。パ

ートナーが保護されたディレクトリ内のファイルへアクセスできる

ようにするには、これらの証明書を送信する必要があります。 

f. 必要なファイルがあるディレクトリを検索して、ファイルを選択し、

［公開］をクリックします。 

g. ［ファイルへのアクセスをパスワードで保護します］チェックボックス

を選択します。 

h. ファイルを公開する場所を［パスワード保護されたファイル］フォルダ

から選択します。 

2. 公開したファイルへのリンクが記載されたメールを送るには、［完了時に公開

したファイルへのリンクが記載されたメールを送信します］チェックボックスを

選択して［次へ］をクリックします。そうでない場合は、このチェックボック

スを選択せずに［アップロード］をクリックします。 
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メールを送信することにした場合は、次の画面で以下を実行します。 

a. ファイルへのアクセスにPanelでの認証が必要か、およびファイルへ

のリンクを知るユーザに変更を許可するかを選択します。 

b. 誰でもリンクしたファイルへアクセスできるようにした場合は、リ

ンクの有効期限を選択します。この期間が過ぎると、リンクは無効

になります。 

c. 通知を受けるPanelユーザアカウントを選択して、他の通知受信者の

メールアドレスを入力します。 

d. メールの件名と本文を入力します。ファイルへのリンクは、自動的

に <- [LINKS WILL BE INSERTED HERE - DO NOT REMOVE] -> 
の部分に挿入されます。 

3. ［OK］をクリックします。 

これでファイルは protected ディレクトリに公開され、パスワードを知っている認証ユーザのみが

ファイルをダウンロードして見ることができます。 
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顧客にファイルを公開する 

public ディレクトリへの公開がサーバポリシーで許可されている場合、情報システムの認証ユーザ

はこのディレクトリにファイルをアップロードして、ウェブサイトを訪問した顧客や、これらのファ

イルがどこにあるかを知っているインターネットユーザに対してアクセス可能にできます。 

 ウェブ上で顧客にファイルを公開するには、パワーユーザビューで以
下を実行します。 

1. ［ファイル共有］タブに移動して、公開するファイルを選択します。 

新しいファイルを Panel にアップロードする場には： 

a. 左ナビゲーションエリアの［パブリックファイル］に移動します。 

b. ［ファイルのアップロード］をクリックして、［パブリックファイル］

フォルダ内でファイルをアップロードする場所を選択します。 

c. ［ブラウズ］をクリックしてファイルを選択します。 

［個人ファイル］または［共有ファイル］フォルダのファイルを公開するには、以下を実行してく

ださい。 

d. 必要なファイルがあるディレクトリを検索して、ファイルを選択し、

［公開］をクリックします。 

e. ［ファイルへのアクセスをパスワードで保護します］チェックボックス

は選択しないでください。 

f. ファイルを公開する場所を［パブリックファイル］フォルダから選択

します。 

2. 公開ファイルへのリンクが記載されたメールを送るには、［完了時にアップロ

ードしたファイルへのリンクが記載されたメールを送信します］チェックボック

スを選択して［次へ］をクリックします。そうでない場合は、このチェックボ

ックスを選択せずに［アップロード］をクリックします。 

メールを送信することにした場合は、次の画面で以下を実行します。 

a. ファイルへのアクセスにPanelでの認証が必要か、およびファイルへ

のリンクを知るユーザに変更を許可するかを選択します。 

b. 誰でもリンクしたファイルへアクセスできるようにした場合は、リ

ンクの有効期限を選択します。この期間が過ぎると、リンクは無効

になります。 

c. 通知を受けるPanelユーザアカウントを選択して、他の通知受信者の

メールアドレスを入力します。 

d. メールの件名と本文を入力します。ファイルへのリンクは、自動的

に <- [LINKS WILL BE INSERTED HERE - DO NOT REMOVE] -> 
の部分に挿入されます。 
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3. ［OK］をクリックします。 

これで、ファイルは public というディレクトリにアップロードされ、顧客や、ファイルがどこにあ

るか知っているインターネットユーザは、それらのファイルをダウンロードして表示することができ

ます。 
 

ファイルをサーバのプライベートディレクトリにアップロ

ードする 

情報システムの認証ユーザはすべて、サーバのプライベートフォルダを使用して以下を実行できます。 

 ファイルのバックアップコピーの保管。 

 インターネットを介してプライベートディレクトリ内のファイルにアクセス。 

 ファイルマネージャ経由でプライベートディレクトリからファイルを
アップロードするには、パワーユーザビューで以下を実行してくださ
い。 

1. ［ファイル共有］タブに移動して、左ナビゲーションエリアの［個人ファイル］

をクリックします。 

2. ［ファイルのアップロード］をクリックします。 

3. ［ブラウズ］をクリックしてファイルを選択します。 

4. ファイルをアップロードするフォルダを選択します。 

5. アップロードしたファイルへのリンクが記載されたメールを送るには、［完

了時にアップロードしたファイルへのリンクが記載されたメールを送信します］

チェックボックスを選択して［次へ］をクリックします。送らない場合は、こ

のチェックボックスをオフにして［アップロード］をクリックします。 

メールを送信することにした場合は、次の画面で以下を実行します。 

a. リンクの有効期間を選択します。この期間が過ぎると、リンクは無

効になります。そのリンクを永久に有効にするには、オプションを

選択しないでください。 

b. 通知を受けるPanelユーザアカウントを選択して、他の通知受信者の

メールアドレスを入力します。 

c. メールの件名と本文を入力します。ファイルへのリンクは、自動的

に <- [LINKS WILL BE INSERTED HERE - DO NOT REMOVE] -> 
の部分に挿入されます。 

6. ［OK］をクリックします。 

これでファイルは private/username というディレクトリにアップロードされ、このディレクトリ

の所有者のみが、これらのファイルの表示、ダウンロード、変更、および削除を実行できます。 
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メールで送信するには大き過ぎるファイルを転送する 

 メールで送信するには大き過ぎるファイルを送信するには、パワーユ
ーザビューで以下を実行してください。 

1. ファイルをサーバにアップロードするか、すでにサーバにアップロードされ

ている場合はファイルを選択します。 

新しいファイルを Panel にアップロードする場には： 

a. ［ホーム］タブをクリックして、［ファイルのアップロード］リンク（［フ

ァイル共有］グループ内）をクリックします。 

b. ファイルをアップロードするフォルダを選択します（例：［個人ファ

イル］>admin）。 

c. ［ブラウズ］をクリックしてファイルを選択します。 

d. ［完了時に公開ファイルへのリンクを記載したメールを送信します］チェ

ックボックスを選択して［次へ］をクリックします。 

ファイルが Panel にアップロード済みの場合は、以下を実行してください。 

e. ［ファイル］タブに移動して、必要なファイルがあるディレクトリを

検索します。 

f. 必要なファイルを選択して［メールリンク］をクリックします。 

2. ユーザのプライベートディレクトリ（Personal Folder）以外の場所からファイ

ルを送信する場合は、ファイルにアクセスするためにPanel認証が必要かど

うかと、ファイルへのリンクを持つユーザがファイルを変更可能かどうかも、

選択する必要があります。 

3. リンクの有効期間を選択します。この期間が過ぎると、リンクは無効になり

ます。 

4. 通知を受けるPanelユーザアカウントを選択して、他の通知受信者のメール

アドレスを入力します。 

5. メールの件名と本文を入力します。ファイルへのリンクは、自動的に <- 
[LINKS WILL BE INSERTED HERE - DO NOT REMOVE] -> の部分に挿

入されます。 

6. ［OK］をクリックします。 

ファイルへのリンクが指定した受信者に送信され、これらのユーザがファイルをダウンロードできる

ようになります。 
 



 

330 Panel 管理 
 

ファイルにアクセスし、作業を行う 

共用ファイルを使用して作業するには、2 つの方法があります。 

 ファイルを頻繁に操作する場合は、サーバ上のウェブフォルダをコンピュータに接続します。 

 ファイルに時々アクセスする場合は、Panel インターフェース（［ファイル］タブ）を使用します。 

 情報システム内に構築したファイルマネージャを使用してファイル作
業を行うには、以下を実行します。 

1. Panelで［ファイル］タブをクリックします。ファイルマネージャが開きます。 

2. 以下のアイコンとリンクを使用して、フォルダやディレクトリを操作しま

す。 

左エリア： 

 ファイルのアップロード。ファイルやディレクトリをサーバにアップロードするためのウィザ

ードが起動します。 

 個人ファイル。プライベートディレクトリへ移動します。このディレクトリに保存したファイ

ルには、本人しかアクセスできません。バックアップ目的でサーバ上のストレージスペースを

使用する場合や、インターネット経由でファイルにアクセスする場合は、このディレクトリに

ファイルを置きます。詳細は、「ファイルをサーバのプライベートディレクトリにアップロー

ドする」セクションを参照してください。 

 共有ファイル。社内の他のユーザも使用するファイルを保存するための共有（または共通）デ

ィレクトリが開きます。他の従業員と共同作業する必要がある場合は、このディレクトリにフ

ァイルを保存します。詳細は、「組織内の他のユーザとファイルを共有する」セクションを参

照してください。 

右エリアには、現在選択されているディレクトリ内のファイルおよびディレクトリのリストと、以

下のアイテムが含まれるツールバーが表示されます。 

 共有： 任意のディレクトリからファイルを選択し、ここをクリックすると、ファイルが共有フ

ォルダに移動します。これらのファイルには、情報システムで許可されるすべてのユーザがア

クセスできます。 

 リンクをメール送信： ディレクトリからファイルを選択してここをクリックすると、ユーザに

ファイルの場所が通知され、ユーザがダウンロードできるようになります。 

 削除： ファイルを選択してここをクリックすると、サーバから永久に削除されます。 

 その他： 新しいフォルダの作成、ファイルとフォルダのコピーまたは移動は、このメニューか

ら行います。 

  アイコン（このフォルダへのリンク）。現在のフォルダのインターネットアドレスを表示

するか、クリップボードにコピーします。 
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このセクションの内容: 

Microsoft Windows システム上のウェブフォルダに接続する ............................................... 331 
Linux システム上のウェブフォルダに接続する .................................................................... 340 
Mac OS 上のウェブフォルダに接続する ............................................................................. 341 
 

 
 

Microsoft Windowsシステム上のウェブフォルダに接続する 

 Microsoft Windows XP が稼働しているコンピュータにウェブフォルダを
接続するには： 

1. ［スタート］メニューボタンを右クリックして、［エクスプローラー］を選択

します。 

2. ［ツール］メニューで［ネットワーク ドライブの割り当て］を選択します。 

3. ネットワークドライブに割り当てるドライブ名を選択し、［オンライン記憶域

にサインアップするか、またはネットワーク サーバーに接続します］をクリック

します。 
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4. ［次へ］をクリックします。 

5. ［別のネットワークの場所を選択］オプションが選択されていることを確認し

て、［次へ］をクリックします。 
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6. Panelに移動して、必要なウェブフォルダのアドレスを確認します。Panelに
ログインして、［ファイル共有］に進み、必要なフォルダを入力して、ファイ

ルマネージャ右上隅の  アイコンをクリックします。ウィンドウが開き、

現在のウェブフォルダへのリンクが表示されます。［リンクをクリップボード

にコピーする］ボタンをクリックします。 
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7. ネットワーク プレースの追加ウィザードに戻り、必要なウェブフォルダの

フルURLを入力して、［次へ］をクリックします。 
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8. 表示されるウィンドウに、Panelへのログインに使用するユーザ名とパスワ

ードを入力します。［パスワードを記憶する］チェックボックスをオンにして、

［OK］をクリックします。 
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9. OSでこのウェブフォルダに割り当てたい名前を指定して、［次へ］をクリッ

クします。 
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10. ［終了］をクリックします。 

これで、コンピュータを起動するたびに、このウェブフォルダが Windows エクスプローラーのネット

ワークプレースに表示されます。 

Microsoft Windows OS ユーザへの注記： ウェブフォルダに接続できない場合は、リリースされてい

るすべての OS アップデートおよびサービスパックが適用されていることを確認してください。また、

32 ビット版の Windows XP、Windows Vista、または Windows 2003 Server を使用している場合は、

ホットフィックスもインストールしてください。 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D
64で提供されています。 

 Microsoft Windows Vista または Microsoft Windows 7 が稼働しているコン
ピュータにウェブフォルダを接続するには： 

1. ［スタート］メニューボタンをクリックして、［コンピューター］を選択しま

す。 

2. ［ネットワーク ドライブの割り当て］をクリックします。 

3. ネットワークドライブに割り当てられるドライブ名を選択して、［ドキュメン

トと画像の保存に使用できるWebサイトに接続します］をクリックします。 
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4. Panelに移動して、ウェブフォルダのアドレスを確認します。Panelにログイ

ンして、［ファイル共有］に進み、必要なフォルダを入力して、ファイルマネ

ージャ右上隅の  アイコンをクリックします。ウィンドウが開き、指定し

ているウェブフォルダへのリンクが表示されます。［リンクをクリップボード

にコピーする］ボタンをクリックします。 

 

5. ネットワーク ドライブの割り当てウィザードに戻り、必要なウェブフォル

ダのフルURLを入力して、［終了］をクリックします。 

6. 表示されるウィンドウに、Panelへのログインに使用するユーザ名とパスワ

ードを入力します。［パスワードを記憶する］チェックボックスをオンにして、

［OK］をクリックします。 
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これで、コンピュータを起動するたびに、このウェブフォルダが Windows エクスプローラーのネット

ワークロケーションに表示されます。 
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Linuxシステム上のウェブフォルダに接続する 

 GNOME Nautilus ファイルマネージャを使用して、ウェブフォルダをウ
ェブフォルダとして Linux ベースのコンピュータに接続するには： 

1. ファイルブラウザを開きます。 

2. ［File］メニューで、［Connect to Server］を選択します。 

3. ［Service type］メニューで［WebDAV (HTTP)］または［Secure WebDAV (HTTPS)］を

選択します。 

どのオプションを選択すべきかは、システム管理者に確認してください。 

4. ［Server］フィールドに、サーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。 

5. ［Folder］フィールドに、共有フォルダへのパスを入力します。 

ウェブフォルダの場所を調べるには、Panel にログインして、［ファイル共有］に進み、必要なフ

ォルダを見つけて入力して、ファイルマネージャ右上隅の  アイコンをクリックします。ウィン

ドウが開き、指定しているウェブフォルダへのリンクが表示されます。 

6. ［Connect］をクリックします。 

7. ファイル共有へのショートカットが［Places］ペインに追加されます。このシ

ョートカットをクリックします。 

8. Panelへのログインに使用するユーザ名とパスワードを入力します。 

9. ［Remember password forever］オプションをオンにすると、サーバに接続するた

びにパスワードを入力する必要がなくなります。 

10. ［Connect］をクリックします。 

 KDE Konqueror ファイルマネージャを使用してウェブフォルダに接続
するには： 

1. Konquerorを開いて、アドレスバーに共有フォルダのアドレスを入力します。

プロトコルは、httpやhttpsではなく、webdavまたはwebdavsを使用します。 

ウェブフォルダの場所を調べるには、Panel にログインして、［ファイル共有］に進み、必要なフ

ォルダを見つけて入力して、ファイルマネージャ右上隅の  アイコンをクリックします。ウィン

ドウが開き、指定しているウェブフォルダへのリンクが表示されます。 

2. Panelへのログインに使用するユーザ名とパスワードを入力します。 
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Mac OS上のウェブフォルダに接続する 

 ウェブフォルダをネットワークドライブとしてMac OS Xベースのコン
ピュータに接続するには： 

1. Finderを開きます。 

2. ［Go］をクリックして、［Connect to Server］オプションを選択します。 

3. 共有フォルダの場所を指定します。 

ウェブフォルダの場所を調べるには、Panel にログインして、［ファイル共有］に進み、必要なフ

ォルダを見つけて入力して、ファイルマネージャ右上隅の  アイコンをクリックします。ウィン

ドウが開き、指定しているウェブフォルダへのリンクが表示されます。 

4. ［Connect］をクリックします。 

5. Panelへのログインに使用するユーザ名とパスワードを入力します。 

6. ［Remember this password in my keychain］オプションをオンにすると、サーバに

接続するたびにパスワードを入力する必要がなくなります。 

7. ［OK］をクリックします。 

SSL を使用すると、サーバの SSL 証明書が無効であるという警告が表示されることがあります。

この場合、クリックして SSL の警告を無視してください。 

ネットワークドライブがマウントされると、デスクトップにショートカットが表示されます。 

8. ［システムプリファレンス］を開いて［アカウント］を選択します。 

9. ユーザアカウントを選択して［ログインアイテム］タブをクリックします。 

10. デスクトップでネットワークドライブのショートカットを選択して、［ログ

インアイテム］ウィンドウ（［システムプリファレンス］>［アカウント］）ま

でドラッグします。 

11. マウントしたドライブを、Maｃ を起動するたびにFinderに自動的に表示さ

れないようにするには、［Hide］チェックボックスをオンにします。 

12. ［OK］をクリックします。 
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メール一括通知 

サーバメンテナンスのスケジュールを顧客に通知したり、新規追加されたサービスを顧客に紹介する

には、一括メール機能（［ツールと設定］>［一括メールメッセージ］）を使用して、すべての顧客に

メールを一括送信することができます。 

必要に応じてメッセージテンプレートを作成して使用することも、テンプレートを使用せずにメッセ

ージを送信することもできます。 

このセクションでは、以下を実行する方法を説明します。 

 将来使用する一括テンプレートを作成する 

 複数の顧客にメールを送信する 

 

このセクションの内容: 

メッセージテンプレートを作成、編集、および削除する .......................................................... 343 
メール通知を送信する ........................................................................................................ 345 
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メッセージテンプレートを作成、編集、および削

除する 

 新しいメッセージテンプレートを作成するには： 

1. ［ツールと設定］>［一括メールメッセージ］（［ツール］グループ内）に進み、

［一括メール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ます。 

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、「名前 <your@e-mail.address>」というフォーマットを使用してください。例えば、

「John Doe <admin@server.com>］のように入力します。 

4. メールメッセージの受信者を選択します。 

 リセラーにメッセージを送信する場合、［リセラー］チェックボックスをオンにして、必要な

受信者を選択します。［すべて］の場合はすべてのリセラーに、［選択のみ］の場合は手動で

選択したクライアントのみに、［選択以外すべて］の場合は手動で選択したリセラー以外のす

べてのリセラーに、メッセージが送信されます。 

 複数のリセラーを選択するには［リセラー］チェックボックスの右側の［アドレスを選択する］

をクリックし（このボタンは［すべて］選択時には無効）、［選択可能なリセラー］フィール

ドでリセラーを選択して［追加 >>］をクリックします。選択したリセラーのリストからリセラ

ーを削除するには、対象となるリセラーを［選択されたリセラー］フィールドで選択し［<< 削
除］をクリックします。 

 顧客にメッセージを送信する場合、［顧客］チェックボックスをオンにして、必要な受信者を

選択します。［すべて］の場合はすべての顧客に、［選択のみ］の場合は手動で選択した顧客

のみに、［選択以外すべて］の場合は手動で選択した顧客以外のすべての顧客に、メッセージ

が送信されます。 

 複数の顧客を選択するには［顧客］チェックボックスの右側の［アドレスを選択する］をクリ

ックし（このボタンは［すべて］選択時には無効）、［選択可能な顧客］フィールドでリセラ

ーを選択して［追加 >>］をクリックします選択した顧客のリストから顧客を削除するには、対

象となる顧客を［選択された顧客］フィールドで選択し［<< 削除］をクリックします。 

 受信者の選択状況は、［選択内容を表示/非表示］ボタンをクリックしていつでも確認できます。 

 メッセージのコピーを自分のメールボックスに送信するには、［Parallels Panel 管理者］チェッ

クボックスをオンにします。 

5. ［件名］フィールドにメッセージの件名を指定します。 

6. ［メッセージテキスト］フィールドにメッセージを平文フォーマットで入力し

ます。受信者名をメッセージに自動挿入するには、<name>変数を使用して

ください。［連絡先］フィールドで指定した情報から、名前が取得されます。 

7. ［OK］をクリックしてテンプレートを保存します。 
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 メッセージテンプレートを編集するには： 

1. ［ツールとユーティリティ］>［一括メールメッセージ］（［ツール］グループ

内）に進み、リストで必要なテンプレートをクリックします。 

2. 必要な変更を行い、［OK］をクリックします。 

 メッセージテンプレートを削除するには： 

1. ［ツールと設定］>［一括メールメッセージ］（［ツール］グループ内）に進み

ます。 

2. 削除するメッセージテンプレートに対応するチェックボックスをオンにして、

［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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メール通知を送信する 

 複数の顧客にメールメッセージを一括送信するには： 

1. ［ツールと設定］>［一括メールメッセージ］（［ツール］グループ内）に進み

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を作成、編

集、削除する」（343ページ）を使用するには、［送信］列で対応するアイコ

ンをクリックしてください。カスタムメッセージを送信するには、［一括メー

ルを送信する］をクリックします。 

3. テンプレートからテキストを挿入するには、必要なテンプレートを選択して

［挿入］をクリックします。 

4. ［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ます。 

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、「名前 <your@e-mail.address>」というフォーマットを使用してください。例えば、

「John Doe <admin@server.com>」のように入力します。 

5. メールメッセージの受信者を選択します。 

 リセラーにメッセージを送信する場合、［リセラー］チェックボックスをオンにして、必要な

受信者を選択します。［すべて］の場合はすべてのリセラーに、［選択のみ］の場合は手動で

選択したクライアントのみに、［選択以外すべて］の場合は手動で選択したリセラー以外のす

べてのリセラーに、メッセージが送信されます。 

 複数のリセラーを選択するには［リセラー］チェックボックスの右側の［アドレスを選択する］

をクリックし（このボタンは［すべて］選択時には無効）、［選択可能なリセラー］フィール

ドでリセラーを選択して［追加 >>］をクリックします。選択したリセラーのリストからリセラ

ーを削除するには、対象となるリセラーを［選択されたリセラー］フィールドで選択し［<< 削
除］をクリックします。 

 顧客にメッセージを送信する場合、［顧客］チェックボックスをオンにして、必要な受信者を

選択します。［すべて］の場合はすべての顧客に、［選択のみ］の場合は手動で選択した顧客

のみに、［選択以外すべて］の場合は手動で選択した顧客以外のすべての顧客に、メッセージ

が送信されます。 

 複数の顧客を選択するには［顧客］チェックボックスの右側の［アドレスを選択する］をクリ

ックし（このボタンは［すべて］選択時には無効）、［選択可能な顧客］フィールドでリセラ

ーを選択して［追加 >>］をクリックします選択した顧客のリストから顧客を削除するには、対

象となる顧客を［選択された顧客］フィールドで選択し［<< 削除］をクリックします。 

 受信者の選択状況は、［選択内容を表示/非表示］ボタンをクリックしていつでも確認できます。 

 メッセージのコピーを自分のメールボックスに送信するには、［Parallels Panel 管理者］チェッ

クボックスをオンにします。 

6. ［件名］フィールドにメッセージの件名を指定します。 
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7. ［メッセージテキスト］フィールドにメッセージを平文フォーマットで入力し

ます。Parallels Plesk Panel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。［連絡先］フィールドで指定した

情報から、名前が取得されます。 

8. 今後使用するテンプレートとしてこのメッセージのテキスト本文と受信者情

報の両方を保存するには、［テキストを新しい新しいテンプレート名で保存す

る］フィールドの左側のチェックボックスをオンにして、フィールドにテン

プレート名を指定してください。 

9. ［OK］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、選択

可能なテンプレートのリストに追加されます。 
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メールの輻輳およびメッセージキュー

（Linux） 

メールサーバ経由でメールを送信できないという苦情が顧客からあった場合、メールサーバが過負荷

状態になっており、受信メッセージ数に対応できていない可能性があります。このような状況では、

何者かがメールサーバからスパムを送信している場合や、メール送信用の qmail-send デーモンがダウ

ンしている場合があります。 

メールサーバを正常状態に戻すには、メールサーバのメッセージキューから不要なメッセージを削除

します。 

 メッセージキューのメッセージを表示して、不要なメッセージを削除
するには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）>［メールキ

ュー］タブを選択します。 

次の情報が表示されます。 

 未送信メッセージの総数。メールサーバに受信されたメッセージは、まずメインキューに追加

されます。次に、メールサーバのプリプロセスによって、このメッセージを同じサーバ上のロ

ーカルメールアカウントに送信するか、リモート受信用のメールアドレスに送信するかが判断

されます。プリプロセスの実行後、ローカルメールアカウント宛てのメッセージはローカルキ

ューに入り、リモート受信者宛てのメッセージはリモートキューに入ります。送信されたメッ

セージは、キューから削除されます。 

 メッセージプロパティ：件名、送信元、宛先、キュータイプ（ローカル、リモート、未処理）、

メッセージがユーザのコンピュータから送信された日付、メッセージがキューに入ってからの

経過時間、メッセージサイズ。 

2. 特定の件名のメッセージを探すには、［キュー］ドロップダウンボックスでキ

ューを選択し、検索対象のシンボルの組み合わせを［件名］ボックスに入力し、

［検索］をクリックします。検索条件と一致するメッセージが、画面下部に

リストされます。フィルタをリセットするには［すべて表示］をクリックしま

す。 

3. 特定の送信者からのメッセージを探すには［高度な表示］リンクをクリックし

てメールアドレスを［送信元］ボックスに入力して［検索］をクリックします。

検索条件と一致するメッセージが、画面下部にリストされます。フィルタを

リセットするには［すべてを表示］をクリックします。 

4. 特定の宛先へのメッセージを探すには、［高度な表示］リンクをクリックし、

メールアドレスを［宛先］ボックスに入力して、［検索］をクリックします。

検索条件と一致するメッセージが、画面下部にリストされます。フィルタを

リセットするには［すべてを表示］をクリックします。 
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5. メッセージを日付、経過時間、サイズに基づいて探すには、［高度な表示］リ

ンクをクリックして、［日付］、［経過時間］、または［サイズ］ボックスに

必要な値を入力し、［検索］をクリックします。検索条件と一致するメッセー

ジが、画面下部にリストされます。フィルタをリセットするには［すべてを表

示］をクリックします。 

6. キューからメッセージを削除するには、キューに対応するチェックボックス

をオンにして［削除］をクリックします。すべてのメッセージをキューから削

除するには、メッセージリストの右上隅のチェックボックスをオンにして

［削除］をクリックします。 
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統計とモニタリング 
 

このセクションの内容: 

Panel で顧客が行ったアクションのログをとる ...................................................................... 350 
統計を表示する .................................................................................................................. 353 
ヘルスモニタでサーバヘルスをトラッキングする .................................................................. 360 
Panel および FTP サービスへの接続をモニタリングする ..................................................... 363 
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Panelで顧客が行ったアクションのログをとる 
システム内で様々なユーザが行ったアクションをトラッキングすることが可能です。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できます。以下のシステムイベント（ア

クション）のログを記録できます。 

 管理者情報の変更 

 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でのすべてのユーザセッションに許可される非活動期間）の変

更 

 顧客アカウントの作成/削除、または個人またはシステム情報の変更 

 顧客アカウントのステータス変更（一時停止/有効化） 

 顧客インターフェースプリファレンスの変更 

 顧客 IP プールの変更 

 顧客プールでのウェブアプリケーションの追加/削除 

 顧客アカウントのディスクスペース上限に到達 

 顧客アカウントのトラフィック使用率の上限に到達 

 ウェブサイトのディスクスペース上限に到達 

 ドメインのトラフィック使用率の上限に到達 

 ウェブサイトの作成、削除、設定変更 

 ウェブサイトの所有者の変更 

 ウェブサイトのステータス変更（一時停止/有効化） 

 ウェブサイトの DNS ゾーンの更新 

 サブドメインの作成、削除、設定変更 

 ドメインエイリアスの作成、削除、設定変更 

 ドメインエイリアスの DNS ゾーンの変更 

 顧客アカウントのリソース割り当ての変更 

 操作に対する顧客のパーミッションの変更 

 ウェブサイトのリソース割り当ての変更 

 Panel へのユーザのログイン/ログアウト 

 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 

 ウェブサイトホスティングのセットアップ、削除、変更 

 ウェブ転送ホスティングアカウントの作成、削除、再構成 

 ウェブアプリケーションのインストール、再構成、アンインストール 

 ウェブ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 

 ライセンスキーの期限切れまたは更新 

 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/削除 
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 データベースユーザアカウントの作成、削除、更新 

 顧客の GUID の更新 

 ドメインの GUID の更新 

 Parallels Plesk Panel コンポーネントの更新/追加 

 

このセクションの内容: 

アクションログをセットアップする ......................................................................................... 351 
アクションログをダウンロードする ........................................................................................ 352 
アクションログを消去する ................................................................................................... 352 
 
 
 

アクションログをセットアップする 

 アクションログをセットアップするには： 

1. ［ツールと設定］>［アクションログ］（［ログと通知］グループ内）に進みま

す。 

2. ［記録するアクション］グループで、ログに記録したいアクションを選んでチ

ェックボックスをオンにします。 

3. ［データベースにレコードを保存する範囲］フィールドで、アクションのログ

を消去する間隔を日数、週数、月数単位で指定します。あるいは、データベ

ースに保存するレコード数で指定することもできます。 

4. すべ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

プションをオンにします。 

5. 変更を適用するには、［OK］をクリックします。 
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アクションログをダウンロードする 

 ローカル PC にアクションログをダウンロードするには： 

1. ［ツールと設定］>［アクションログ］（［ログと通知］グループ内）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。 

 
 

アクションログを消去する 

 アクションログを消去するには： 

1. ［ツールと設定］>［アクションログ］（［ログと通知］グループ内）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。 
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統計を表示する 

 サーバリソースの使用量に関する情報を表示する： 

1. ［ツールと設定］>［サーバ情報］に進みます。 

次の情報が表示されます。 

 プロセッサ情報 

 Parallels Plesk Panel のバージョンとビルド番号 

 OS とそのカーネルバージョン 

 Parallels Plesk Panel 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 分間のプロセッサの平均負荷 

 インストールされた RAM の容量および使用量 

 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 

 ホスディングしているドメインの数：［アクティブ］は、オンライン状態のドメインの数です。

［問題］は、ディスク容量と帯域幅の割当て上限を超えているがまだオンライン状態であるド

メインの数です。［パッシブ］は、貴社またはリセラーが一時停止にしたことによりオフライ

ン状態になっているドメインの数です。 

2. サーバ統計のデータを 新状態に更新するには、［更新］をクリックします。 

 リセラー、顧客、ウェブサイトごとのリソース使用量に関するレポー
トを表示するには： 

1. ［ツールと設定］>［概要レポート］に進みます。 

2. 月別の帯域幅使用量のサマリーを表示するには、［トラフィック履歴の表示］

をクリックします。 

レポートで実行できる操作： 

 詳細を表示するには、ドロップダウンメニューから［詳細レポート］オプションを選択します。 

 レポートに表示する情報量を調整するには、既存のレポートテンプレートを編集するか、新し

いレポートテンプレートを作成します。テンプレートを編集するには、［プロパティ］をクリ

ックし、レポートテンプレートに変更を加えます。 

新しいテンプレートを作成するには、［レポートレイアウト］>［レポートレイアウトの作成］

に進み、レポートの各セクションにどの程度の情報を表示するかを指定します。情報が不要な

場合は［なし］を、概要が必要な場合は［概要］を、詳細なレポートが必要な場合は［詳細］

を選択してください。［デフォルトレポートとして使用する］チェックボックスをオンにして、

［OK］をクリックします。 
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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に対応するチェックボッ

クスをオンにし、［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て、［メールで送信］をクリックします。自分宛てに送信する場合、

メールアドレスを指定する必要はありません。システムは、デフォルトで、使用中のユーザを

レポート受信者と推定し、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ている

メールアドレスを送信先として指定します。 

 レポートを毎日、毎週、または毎月、自動生成し、メールで配信するには、［配信スケジュー

ル］をクリックし、「レポート生成およびメール配信を自動化する」（355ページ）のセクシ

ョンの指示に従ってください。 

 ユーザおよびサイトごとにトラフィック使用量のレポートを表示する
には： 

1. ［ツールと設定］をクリックします。 

2. 以下のいずれかを実行します。 

 リセラーのトラフィック使用量に関するレポートを表示するには、［リセラーごとのトラフィ

ック使用量］（［リソース］グループ内）をクリックします。 

 すべてのリセラーと顧客のトラフィック使用量に関するレポートを表示するには、［顧客ごと

のトラフィック使用量］（［リソース］グループ内）をクリックします。 

 ドメイン（ウェブサイト）のトラフィック使用量に関するレポートを表示するには、［ドメイ

ンごとのトラフィック使用量］（［リソース］グループ内）をクリックします。 

 

このセクションの内容: 

レポート生成とメール配信を自動化する .............................................................................. 355 
ウイルスおよびスパム防御の統計を表示する（Windows） ................................................... 355 
ディスク領域使用量の計算について ................................................................................... 356 
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レポート生成とメール配信を自動化する 

 定期的なレポート配信をスケジュールするには： 

1. ［ツールと設定］>［概要レポート］>［配信スケジュール］に進みます。 

2. ［レポート配信スケジュールの追加］をクリックします。 

3. システムに登録した自分のメールアドレスにレポートを送信するには、［送

信先］メニューで［サーバ管理者］を選択します。別のメールアドレスへレポ

ートを送信するには、［送信先の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。 

4. ［配信頻度］メニューで、レポートを送信する頻度を選択します。日次、週次、

月次から選択できます。 

5. ［OK］をクリックします。 
 

ウイルスおよびスパム防御の統計を表示する（Windows） 

 Kaspersky アンチウイルスで検出され、削除されたウイルスの情報を
表示するには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）>［統計］タ

ブに進み、［ウイルス統計］をクリックします。 

2. ウイルス統計を表示する対象期間を選択します。 

ウイルスの詳細やメール送信者/受信者を参照するには、該当するタブをクリックします。 

 Spamassassin で検出され、フィルタリングされたウイルスの情報を表
示するには： 

1. ［ツールと設定］>［メールサーバ設定］（［メール］グループ内）>［統計］タ

ブに進み、［スパム統計］をクリックします。 

2. スパム統計を表示する対象期間を選択します。 

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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ディスク領域使用量の計算について 

Panel ユーザが契約またはウェブスペースを作成すると、Panel はこのエンティティを対象に、ディス

ク領域使用量の計算を開始します。消費される可能性があるディスク領域は、以下のタイプに分類さ

れます。 

 （常に含まれる）ウェブサイト、FTP、ウェブユーザのコンテンツ 

 ログファイルおよび統計レポート 

 データベース 

 メールボックス 

 Java アプリケーション 

 メーリングリスト 

 契約のバックアップファイル 

 サーバレベルバックアップの一部である契約バックアップ 

このセクションでは、Panel が Linux および Windows でこれらの各カテゴリのディスク領域使用量を

どのように計算するのかを説明します。ディスク領域計算にオプションを含めたり、除外したりした

い場合は、［ツールと設定］>［サーバ設定］ページで設定することができます。 

ディスク領域使用量の合計は、［ツールと設定］>［概要レポート］で確認できます。概要レポートに

は、すべての契約およびウェブスペースによるディスク領域使用量の合計が表示されます。契約ごと

のディスク領域使用量を参照したい場合には、［契約］に進み、契約名をクリックします。 

変数 

以下では、説明をわかりやすくするために、次の変数を使用します。 

 HTTPD_VHOSTS_D - 仮想ホストのディレクトリへの絶対パスです。 

 CATALINA_HOME - Tomcat インストールディレクトリへの絶対パスです。 

 PRODUCT_ROOT_D - Panel インストールディレクトリへの絶対パスです。 

 PLESK_MAILNAMES_D - メールボックスのディレクトリへの絶対パスです。 

 PGSQL_DATA_D、MYSQL_VAR_D - それぞれ、MySQL および PostgreSQL データベースのディ

レクトリへの絶対パスです。 

変数の値は OS に応じて異なります。Linux では、/etc/psa/psa.conf で値を参照できます。 

 

ウェブサイト、コンテンツ、匿名 FTP コンテンツ、ウェブユーザのコンテンツ 

コンテンツのこのカテゴリは、ディスク領域使用量の計算に必ず使用されます。 

Windows では、ウェブサイトコンテンツのサイズは "%plesk_vhosts%¥<domain_name>" ディレ

クトリの合計サイズから以下のディレクトリを除いて計算します。 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\anon_ftp" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\anon_ftp" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\bin" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\bin" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\conf" 
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"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\conf" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\pd" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\pd" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\statistics" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\statistics" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\web_users" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\web_users" 

Linux では、ウェブサイトコンテンツのサイズは以下のディレクトリの合計サイズとなります。 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/cgi-bin 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/error_docs 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/httpdocs 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/httpsdocs 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/pd 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/private 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/subdomains 

 

Windows では、匿名 FTP コンテンツのサイズは以下のディレクトリの合計サイズとなります。 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\anon_ftp" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\anon_ftp" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\bin" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\bin" 

 

Linux では、匿名 FTP コンテンツのサイズは以下のディレクトリの合計サイズとなります。 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/anon_ftp 

Windows では、ウェブユーザのコンテンツのサイズは以下のディレクトリの合計サイズとなります。 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\web_users" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\web_users" 

Linux では、ウェブユーザのコンテンツのサイズは以下のディレクトリの合計サイズとなります。 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/web_users 

ディスク領域使用量の合計の計算式では、ウェブサイト、FTP、ウェブユーザのコンテンツを

WEB_CONTENT と表記します。 

ログファイルおよび統計レポート 

Windows では、ログとレポートのサイズは以下のディレクトリの合計サイズとなります。 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\conf" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\conf" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\pd" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\pd" 

"%plesk_vhosts%\<domain_name>\statistics" 
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"%plesk_vhosts%\<domain_name>\subdomains\*\statistics" 

Linux では、ログとレポートのサイズは以下のディレクトリの合計サイズとなります。 

HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/statistics 

ディスク領域使用量の合計の計算式では、ログとレポートの合計サイズを LOG_AND_STAT と表記し

ます。 

データベース 

データベースのサイズは、ウェブサイトごとに計算した後で、合計サイズに集計されます。 

Windowsでは、MySQLデータベースのサイズは、クエリSHOW TABLE STATUS FROM <db_name> 
のデータ長とインデックス長の合計です。  

MS SQL データベースのサイズを取得するために、システムは特定のウェブサイト下の各データベー

スに対して、クエリ exec sp_databases を実行します。結果を合計して 1024 を掛けます。 

Linux では、PostgreSQL データベースのサイズは PGSQL_DATA_D/base/db_oid ディレクトリの合計

サイズとなります。ここで db_oid は、特定のウェブサイト下のデータベースの OID を示します。 

Linux では、MySQL データベースのサイズは MYSQL_VAR_D/db_name ディレクトリのサイズとなり

ます。ここで db_name は、特定のウェブサイト下のデータベースの名前を示します。 

ディスク領域使用量の合計の計算式では、データベースの合計サイズを DATABASES と表記します。 

メールボックス 

ウェブサイトごとのメールボックスのサイズは、メールボックスに対応するディレクトリの合計サイ

ズです。メールボックスへのパスは、メッセージ転送エージェント（MailEnable など）に応じて異な

ります。 

 （Windows、MailEnable）mailbox_dir\<domain_name>\MAILROOT\mailbox_name。mailbox_dir
は、Windows レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mail 
Enable\Mail Enable\Connectors\SF に保存されます。 

 （Windows、SmarterMail）mailbox_dir\Users\mailbox_name。mailbox_dir は、
svcDomainAdmin ウェブサービスの GetDomainSettings メソッドを呼び出して取得します。 

 （Linux）PLESK_MAILNAMES_D/<domain_name> 

ディスク領域使用量の合計の計算式では、メールボックスの合計サイズを MAILBOXES と表記します。 

Java アプリケーション 

Windows では、Java アプリケーションの合計サイズは CATALINA_HOME\psa-wars\domain_name デ

ィレクトリのサイズとなります。ここで CATALINA_HOME は、Windows レジストリの

HKLM\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Tomcat\<Tomcat_version> の InstallPathパラメータ

の値です。 

Linux では、Java コンテンツのディレクトリは CATALINA_HOME/psa-wars/<domain_name> です。 

ディスク領域使用量の合計の計算式では、この合計サイズを JAVA_APPS と表記します。 

バックアップファイル 
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Linux では、バックアップのサイズは以下のユーティリティ呼び出しによって取得されます。 

PRODUCT_ROOT_D/admin/bin/pmm-ras --get-domain-dumps-disc-usage 
--domain-guid <domain_guid> --session-path PRODUCT_ROOT_D/PMM/logs 

管理者が、サーバレベルのバックアップでネストされたウェブサイトバックアップをユーザクォータ

から除外するように指定すると、ユーティリティは追加オプション --skip-server-dumps 付きで実行さ

れます。 

Windows では、バックアップのサイズはキャッシュされ、ファイル名「size_xxxxxx」の「size_」部

分に続く数字の合計となります。これらの「size_」ファイルは 
"%plesk_dir%¥Backup¥backups_dir¥<domain_name>¥.discovered¥*¥" に保存されます。 

backups_dir は、以下のディレクトリです。 

/domains - バックアップが管理者に所有されている場合。 

/resellers/<reseller_username>/domains - ウェブサイトがリセラーに所有されている場合。 

/resellers/<reseller_username>/clients/<customer_username>/domains - ウェブサイトが、

いずれかのリセラーの顧客に所有されている場合。 

/clients/<customer_username>/domains - ウェブサイトが、管理者の直下の顧客に所有されて

いる場合。 

"%plesk_dir%\Backup\dumps_dir\<domain_name>\.discovered\*\ownertype_server" 
ファイルが存在する場合、サーバレベルのバックアップでネストされるウェブサイトバックアップの

サイズは、ディスク領域使用量に追加されません。 

ディスク領域使用量の合計の計算式では、バックアップサイズを BACKUPS と表記します。 

ディスク領域使用量の合計を計算する 

ディスク領域使用量の合計の計算式は、次のようになります。 

TOTAL  = WEB_CONTENT   

+ LOG_AND_STAT（［ツールと設定］>［サービス設定］で［ログファイルおよび統計レポート］

オプションが選択されている場合） 

+ DATABASES（［データベース］オプション（Linux）、［MySQL データベース］、［Microsoft SQL
データベース］に応じる） 

+ MAILBOXES（［メールボックス］オプションが選択されている場合） 

+ JAVA_APPS（［Java アプリケーション］オプションが選択されている場合） 

+ BACKUPS（［ドメインバックアップファイル］オプションが選択されている場合。値は［管理

者が作成したバックアップファイル］に応じる。） 

 

ここでの各プレースホルダは（例「WEB_CONTENT」）は、それぞれのカテゴリの合計です。 
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ヘルスモニタでサーバヘルスをトラッキングする 
一般に、時間の経過とともに Panel サーバのリソース使用量は増加します。さらに、Panel のユーザ数

は増え、顧客はさまざまなシステムサービスを利用して新しいサイトを次々に作成します。つまり、

ある時点で、RAM、CPU パフォーマンス、ディスク領域などのシステムリソースが足りなくなります。

サーバリソースの使用量についてユーザに注意を喚起するために、「ヘルスモニタ」というコンポー

ネントが用意されています。ヘルスモニタの統計情報に基づいて、システムリソースの使用量を低減

するためにどのサービスを調整すればよいか、あるいはどのハードウェアコンポーネントをアップグ

レードする必要があるのかなどを速やかに判断できます。 

Panel の追加コンポーネントであるヘルスモニタを使用すると、各サービスでのメモリや CPU の使用

量、ハードディスク使用量、実行中のプロセス数といった主要なサーバヘルスパラメータをすべてト

ラッキングすることができます。さらに、特定のヘルスパラメータがしきい値を超えたときに視覚的

に（またはメールで）通知するように構成することもできます。 

ここでは、ヘルスモニタをインストールおよび構成する方法と、リソースの使用量に関する統計情報

を取得する方法を説明します。 

 

このセクションの内容: 

ヘルスモニタをインストールする .......................................................................................... 360 
サーバヘルスをトラッキングする ......................................................................................... 360 
ヘルスモニタの値の精度 .................................................................................................... 362 
アラーム、傾向、メール通知を構成する ............................................................................... 362 
ハードウェアの交換後にヘルスパラメータを更新する .......................................................... 362 
 

 
 

ヘルスモニタをインストールする 

ヘルスモニタは、Panel にデフォルトで搭載されている追加コンポーネントです。Panel のカスタムイ

ンストール中にインストールしたり、［サーバ管理］>［ツールと設定］>［アップデート］で後日追

加することができます。 

サーバヘルスをトラッキングする 

ヘルスモニタでは、サーバのリソース使用状況に関する情報が 2 つの方法で表示されます。 

 主要ヘルスパラメータすべてに関する概要レポート 

 各ヘルスパラメータの変化を示すグラフ付きの詳細レポート 
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概要レポート 

概要レポートには、すべての主要サーバヘルスパラメータがわかりやすくグループ分けされて含まれ

ています。このレポートは、各グループのステータス、瞬間的なパラメータ値、およびその傾向を示

します。ヘルスモニタの概要レポートを参照するには、サーバ管理パネルで［ホーム］ > ［サーバヘ

ルス］の順に選択します。 

概要レポートには、瞬間的な（つまり、［ホーム］ページが更新された瞬間の）パラメータ値が示さ

れます。 

以下に、概要レポートの例を示します（値はサンプル）。 

 

黄色と赤のアラーム 

パラメータの 1 つがしきい値を超えており、ヘルスモニタが黄色のハイライトによってアラームを発

しています。それぞれのパラメータには 2 種類のアラームがあります。 

 黄色のアラーム - パラメータがしきい値に近づいています。 

 赤のアラーム - パラメータがしきい値を超えました。 

これらのアラームのしきい値は、構成ファイルを使用して設定できます。 

傾向 

ヘルスモニタは、いずれかのパラメータの値が急上昇した場合にも警告が可能です。これは、傾向と

いう手法で行います。傾向は、パラメータ値が時間の経過とともにどのように変化したのかを示しま

す。この例では、アラームの発生しているパラメータは、この 1 時間で 1.87 倍に上昇（ ）していま

す（デフォルトの傾向測定間隔は 1 時間です）。パラメータ値が統計的に有意ではない場合、傾向は

表示されません。 
 

詳細レポート 

詳細レポートにより、リソースの使用量が 大（ 小）になる時間帯を特定することができます。レ

ポートを表示するには、［サーバ管理］ > ［ヘルスモニタリング］の順に選択します。時間の経過と

ともにサーバヘルスパラメータがどのように変化したのかを確認するには、該当するチェックボック

スをオンにします。グラフを生成する期間を、過去 3 時間 ～ 1 週間から選択できます。 

グラフに利用されるパラメータ値も瞬間的な値であり、ページが更新された瞬間の値です。 
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ヘルスモニタの値の精度 

ヘルスモニタが示すのは、瞬間的なパラメータ値です。これらの値は、ウェブページが更新された瞬

間の値に過ぎません。つまり、サーバが 大負荷に達している場合は、ヘルスモニタの値とシステム

リソース使用量モニタ（Linux の top、Windows のタスク マネージャなど）の値に不一致が生じます。 

アラーム、傾向、メール通知を構成する 

ヘルスモニタをインストールすると、デフォルトですべてのパラメータが表示されます。アラームの

しきい値やメール通知などのオプションを調整したい場合は、コンポーネントの構成で行います。こ

のような構成は、XML ファイルを使用して設定します。 

 ヘルスモニタを構成するには： 

1. 現在の構成ファイルをダウンロードするには、［サーバ管理］ > ［ヘルスモニ

タリング］で［構成ファイルをダウンロードする］ボタンをクリックします。 

2. 構成ファイルを任意のテキストエディタで変更します。このファイルを使用

して、以下を定義することができます。 

 各パラメータのアラームしきい値。 

 各パラメータのアラームの種類：絶対値、相対値、傾向値の超過。 

 傾向計算用パラメータ 

 メール通知用パラメータ 
 
各ファイルパラメータの詳細なファイル構造と説明は、構成ファイルの上部に記述されています。 
 

3. Panelへの変更をファイルでアップロードするには、［サーバ管理］ > ［ヘル

スモニタリング］で［構成ファイルをアップロードする］ボタンをクリックしま

す。 

 
 

ハードウェアの交換後にヘルスパラメータを更新する 

Panel サーバのハードウェア構成がヘルスモニタに指定されるのは、コンポーネントインストール時の

一度だけです。その後、ハードウェアパラメータに変更があっても、ヘルスモニタにこの情報は伝わ

りません。たとえば、RAM を 1 GB から 2 GB に増量しても、ヘルスモニタに表示される RAM の合計

量は 1 GB のままです。サーバ構成でヘルスモニタのデータを更新するには、［サーバ管理］>［ヘル

スモニタリング］>［ハードウェアの変更を検出］を選択します。  
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Panelおよび FTPサービスへの接続をモニタリング

する 

 

このセクションの内容: 

Panel への接続をモニタリングする ..................................................................................... 363 
FTP サービスへの接続をモニタリングする .......................................................................... 364 
サーバへのターミナルセッション接続をモニタリングする（Windows） .................................... 365 
 

 

Panel への接続をモニタリングする 

 現在 Panel にログインしている顧客の名前を確認するには： 

1. ［ツールと設定］>［アクティブセッション］に進みます。自分のセッションを

含むすべてのセッションが表示され、以下の詳細が表示されます。 

 タイプ： セッションを開始した Panel ユーザのタイプ。 

： サーバ管理者 

：リセラーまたは顧客 

：メールボックス所有者 

 ログイン： ユーザのログイン名。 

 IP アドレス： Panel へのアクセス元である IP アドレス。 

 ログオン時間： ユーザが Panel にログインした日時。 

 アイドル時間： Panel にログインしているユーザが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、対応するチェックボックスをオンにして、

［削除］をクリックし、削除を確認して［OK］をクリックします。 
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FTP サービスへの接続をモニタリングする 

Parallels Plesk Panel では、次のいずれかの FTP サーバプログラムがホスティングサーバにインスト

ールされている場合に限り、アクティブな FTP セッションを表示できます。 

 Microsoft FTP 7.0（Windows ホスティング） 

 Gene6 FTP サーバ（Windows ホスティング） 

 Serv-U FTP サーバ（Windows ホスティング） 

 ProFTPd（Linux/UNIX ホスティング） 

 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： 

1. ［ツールと設定］>［アクティブセッション］に進みます。 

2. ［FTPセッション］タブをクリックします。自分自身を含め、すべてのセッシ

ョンが表示され、以下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 

：Panel に未登録のユーザ 

：匿名 FTP ユーザ 

：ウェブサイト管理者 

：ウェブユーザ（個別のドメイン名を持たない個人ウェブページの所有者） 

 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 ユーザの現在のディレクトリ 

 ファイル名：操作中のファイルの名前 

 速度：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転送の進捗 

 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 

 ログオン時間：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い

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. セッションを終了するには、セッションのチェックボックスをオンにして

［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をモニタリングする

（Windows） 

 現在ターミナルサーバセッション経由でサーバにログインしている顧
客を確認するには： 

1. ［ツールと設定］>［アクティブセッション］に進みます。 

2. ［TSセッション］タブをクリックします。自分自身を含め、すべてのセッショ

ンが表示され、以下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 

：クライアントが有効なログイン名とパスワードで接続およびログイン中 

：クライアントが接続中、ただしログインはしていない 

：クライアントは未接続 

 名前：ターミナルセッションの名前 

 ユーザ：ターミナルセッションユーザの名前 

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。 

3. 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。 

4. ターミナルセッションの接続を解除するには、該当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。 

5. ターミナルセッションを終了するには、各チェックボックスをオンにし、

［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。 
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イベントのトラッキング 

イベントマネージャによって、Parallels Plesk Panel と外部システムの間のデータ送受信を管理するこ

とができます。イベントマネージャは、次のように機能します。 

1. 特定のコントロールパネルイベントが発生したときに実行されるスクリプトを作成します。Linux
の場合は Shell スクリプト、Windows の場合はバッチファイルです。 

2. イベント処理をトリガするイベントハンドラを作成します。複数のハンドラによって単一のイベン

トを処理することができます。 

3. スクリプトをイベントハンドラに割り当てます。 

イベントハンドラによって渡されるイベントパラメータの完全なリストは、「付録 C： イベントハン

ドラに指定するイベントパラメータ（750ページ）」を参照してください。 

Linux ユーザに対する注記： サーバ管理者は、root ユーザに代わって、サーバ上で実行されるイベン

トハンドラを作成できます。root アカウントの使用を制限するには、root.event_handler.lock
という空ファイルを /parallels_panel_installation_directory/var/ に作成します。 

 

このセクションの内容: 

イベントハンドラを追加する（Linux） .................................................................................... 367 
イベントハンドラを追加する（Windows） .............................................................................. 368 
イベントハンドラを削除する ................................................................................................. 369 
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イベントハンドラを追加する（Linux） 
例えば、「顧客アカウントの作成」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、環

境変数から Panel 内の顧客名とユーザ名を取得します。説明を簡単にするために、以下のような

test-handler.sh と呼ばれるシェルスクリプトを使用します。 

#!/bin/bash 

echo "--------------" >> /tmp/event_handler.log 

/bin/date             >> /tmp/event_handler.log # information on the event date 
and time 

/usr/bin/id           >> /tmp/event_handler.log # 実行されたスクリプトに関するユ

ーザ情報（制御のため） 

echo "customer created" >> /tmp/event_handler.log # 作成された顧客アカウントに関

する情報 

echo "name:${NEW_CONTACT_NAME}"   >> /tmp/event_handler.log # 顧客の名前 

echo "login:${NEW_LOGIN_NAME}"    >> /tmp/event_handler.log # Panel における顧

客のユーザ名 

echo "--------------" >> /tmp/event_handler.log 

このスクリプトは情報をファイルにプリントし、その実行を制御します（スクリプトはバックグラウ

ンドモードで実行されるため、stdout/stderr には情報を出力できません）。 

注記： shell スクリプトファイルを使用してイベントを処理することを推奨します。直接システムコマ

ンドを割り当てることもできますが、このようなコマンドは機能しません。つまり、出力リダイレク

ト演算子 < または > のあるコマンドは機能しません。 

例えば、使用するスクリプトがディレクトリ 
/parallels_panel_installation_directory/bin にあると仮定します。コントロールパネル

経由でイベントハンドラを作成し、このスクリプトを登録します。 

1. ［ツールと設定］>［イベントマネージャ］に進みます。 

2. ［新しいイベントハンドラの追加］をクリックします。 

3. ［イベント］メニューで、ハンドラを割り当てるイベントを選択します。 

4. ハンドラの実行の優先順位を選択するか、カスタム値を指定します。これを

行うには、［優先度］メニューで［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、優先度を変更して（値を高くすると優先度も

高くなる）ハンドラの実行シーケンスを指定できます。 

5. ハンドラを実行するシステムユーザを選択します（例えば、「root」ユーザ）。 
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6. ［コマンド］入力フィールドに、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。この例では /usr/local/psa/bin/test-handler.shで
す。 

7. ［OK］をクリックします。 

注記： スクリプトでは、変数 $NEW_CONTACT_NAME および $NEW_LOGIN_NAME を指定しまし

た。ハンドラの実行中、これらの変数はそれぞれ、作成されたユーザアカウントの名前とユーザ名に

置き換えられます。利用可能なすべての変数のリストは、「付録 C： イベントハンドラに指定するイ

ベントパラメータ（750ページ）」を参照してください。 

Parallels Plesk Panel にログインし、新規顧客アカウントを作成するときに、［連絡先］フィールドに

「Some Customer」、［ログイン］フィールドに「some_customer」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 /tmp/event_handler.log に追加されます。 

Fri Mar 16 15:57:25 NOVT 2007 

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) 

customer created 

name:Some Customer 

login:some_customer 

1 つ以上のハンドラを指定する場合は、他のハンドラについても上記のアクションを繰り返してくださ

い。 

イベントハンドラを追加する（Windows） 

 イベントハンドラを追加するには： 
例えば、「顧客アカウントの作成」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、

初のパラメータで顧客名を受け取り、2 番目のパラメータで顧客のユーザ名を受け取ります。説

明を簡単にするために、以下のような test-handler.bat というバッチファイルを使用します。 

echo "--------------" >> c:\windows\temp\event_handler.log 
rem情報（イベント日時） 
date /T   >> c:\windows\temp\event_handler.log 
rem information on the created customer account 
echo "customer created" >> c:\windows\temp\event_handler.log 
rem customer's name 
echo "name:%1"       >> c:\windows\temp\event_handler.log 
rem customer's username in the Panel 
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するために、このスクリプトはファイルに一部の情報をプリントします。 

スクリプトがディレクトリ c:¥program files¥parallels¥plesk¥scripts¥ にあるとしま

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、このスクリプトを登録します。 

1. ［ツールと設定］>［イベントマネージャ］に進みます。 
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2. ［新しいイベントハンドラの追加］をクリックします。 

3. ［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。 

4. ハンドラの実行の優先順位を選択するか、カスタム値を指定します。これを

行うには、［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、優先度を変更して（値を高くすると優先度も

高くなる）ハンドラの実行シーケンスを指定できます。 

5. ハンドラを実行するシステムユーザを選択します。 

6. ［コマンド］入力フィールドに、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。この例ではc:\program files\parallels\parallels 
panel\scripts\test-handler.bat" <new_contact_name> 
<new_login_name> となります。 

ディレクトリ名やファイル名にスペースが含まれている場合は、パスを引用符で囲む必要がありま

す。 

7. ［OK］をクリックします。 

注：コマンドでは、パラメータを角括弧付きの <new_contact_name> と <new_login_name> 
で指定しています。ハンドラを実行する前に、これらの変数は作成された顧客の名前とユーザ名に置

き換えられます。利用可能なすべてのパラメータのリストは、「イベントハンドラに指定するイベン

トパラメータ（750ページ）」のセクションを参照してください。 

Parallels Plesk Panel にログインし、新規顧客アカウントを作成するときに、［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。 

Mon March 15 21:46:34 NOVT 2010 
customer created 
name:Some Customer 
username:some_customer 
 

1 つ以上のハンドラを指定する場合は、他のハンドラについても上記のアクションを繰り返してくださ

い。 

イベントハンドラを削除する 

 イベントハンドラを削除するには： 

1. ［ツールと設定］>［イベントマネージャ］に進みます。 

2. ハンドラのリストでチェックボックスをオンにし、［削除］をクリックしま

す。 
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タスクをスケジューリングする 

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。 

 

このセクションの内容: 

Linux ベースのサーバ上でタスクをスケジューリングする ..................................................... 371 
Windows ベースのサーバでタスクをスケジューリングする .................................................. 373 
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Linuxベースのサーバ上でタスクをスケジューリン

グする 
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 wo 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。 

重要：コントロールパネルユーザが「root」ユーザの代理としてタスクをスケジューリングすることを

禁止するには、サーバのファイルシステムの 
/parallels_plesk_panel_installation_directory/var/ に root.crontab.lock という

名前の空のファイルを作成します。 

Parallels Plesk Panel のインストール時に、次のタスクが自動的に作成されます。 

 autoreport.php - クライアントおよびドメインにレポートを毎日、毎週、毎月送信します（3 つの

個別タスク） 

 backupmng - 30 分ごとにスケジュールされたドメインバックアップを開始します 

 statistics - トラフィックやディスク容量など、ドメインの制限に関する統計を生成します 

 mysqldump.sh -psadump、MySQL、Horde データベースという 3 つの MySQL データベースのバ

ックアップコピーを作成します 

これらすべてのタスクは、ドメイン統計、データベース、レポートに関連しているため、変更や削除

を行わないことをお勧めします。 

 タスクをスケジューリングするには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］に進みます。 

2. ハンドラを実行するシステムユーザアカウントを選択します。 

3. ［新しいタスクをスケジュールする］をクリックします。 

4. コマンドを実行する時間を指定します。 

 分：0～59 の値を指定します。 

 時：0～23 の値を指定します。 

 日 - 1～31 の値を指定 

 月：1 ～ 12 の値を指定するか、ドロップダウンボックスから月を選択します。 

 曜日 - 0～6（日曜日が 0）を指定するか、ドロップダウンボックスから曜日を選択します 

UNIX crontab エントリ形式を使用して、時間をスケジュールできます。この形式では、以下が可

能です。 

 複数の値をコンマ区切りで入力する。2 つの数字をハイフンでつなげると、包含範囲を意味し

ます。例えば、ある月の 4 日、5 日、6 日、20 日にタスクを実行するには、「4-6,20」と入力

します。 

 アスタリスクを挿入すると、そのフィールドで許可されるすべての値を指定できます。例えば、

タスクを毎日実行するには、［日］テキストボックスに「*」と入力します。 
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N ごとに実行するようにタスクをスケジュールするには、「*/N」の組み合わせを入力します。N
はそのフィールドに該当する値です（分、時、日、月）。例えば、［分］フィールドに「*/15」と

入力すると、15 分ごとに起動するタスクがスケジュールされます。 

月と曜日は省略名で入力できます（Aug、Jul、Mon、Sat などの 初の 3 文字）。ただし、省略名

をコンマで区切ったり、数字と一緒に指定することはできません。 

5. 実行するコマンドを指定します。［コマンド］入力ボックスにコマンドを入力

します。 

例えば、バックアップ作成タスクを指定の時間に実行し、バックアップファイルを自分のメールア

ドレスに送信するには、次のコマンドを［コマンド］入力ボックスに指定します。 

/usr/local/psa/admin/sbin/backupmng 

6. ［OK］をクリックします。 

 スケジューリングされたタスクの実行を一時停止するには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］に進みます。 

2. タスクを実行したシステムユーザアカウントを選択します。 

3. 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。 

4. ［スイッチオン］チェックボックスをオンにして、［OK］をクリックします。 

 スケジューリングされたタスクの実行を再開するには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］に進みます。 

2. タスクを実行したシステムユーザアカウントを選択します。 

3. 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。 

4. ［スイッチオン］チェックボックスをオンにして、［OK］をクリックします。 

 タスクをキャンセルするには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］に進みます。 

2. タスクを実行したシステムユーザアカウントを選択します。 

3. キャンセルするタスクの左にあるチェックボックスをオンにします。 

4. ［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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Windowsベースのサーバでタスクをスケジューリン

グする 
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、サーバのタスクスケジューラ機能を有

効化して、システムでスクリプトを自動実行することができます。 

Parallels Plesk Panel のインストール時に、次のタスクが自動的に作成されます。 

 Update Parallels Premium Antivirus database - アンチウイルスデータベースを更新します。 

 Statistics calculation：トラフィックやディスク容量といったリソース使用量の統計を生成します。 

これらのタスクは、システムサービスの操作に関連するため、変更や削除を行わないことをお勧めし

ます。 

 タスクをスケジューリングするには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］に進みます。 

2. ［新しいタスクをスケジュールする］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

ックボックスをオンにしておきます。 

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、スケジューラによるタスク実行時に通知する

かどうかを指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

 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：該当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。［実行可能ファイルのパス］入力ボックスに

入力します。オプションを指定してコマンドを実行する必要がある場合は、

オプションを［引数］フィールドに入力します。 

 例えば、ディスク容量を計算する統計計算タスクを実行し、example.com および example.net
ドメインの詳細を表示するには、［実行可能ファイルのパス］入力ボックスに次のパスを指定

します。 

C:\Program Files\Parallels\Parallels Panel\admin\bin\statistics.exe 

次に、以下のオプションを［引数］フィールドに入力します。 

--disk-usage --process-domains=example.com, example.net -verbose 

 独自の php スクリプトをタスクスケジューラを使用して実行するには、次のパスを［実行可能

ファイルのパス］入力ボックスに指定します。 
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C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels 
Panel\Additional\PleskPHP5\php.exe 

次に、以下のスクリプトの場所を［引数］フィールドに入力します。 

C:\Inetpub\vhosts\mydomain.tld\httpdocs\myscript.php 

7. ［タスクの優先度］フィールドで、適切な優先度を選択します。タスクの優先

度は［低］、［中］、［高］から選択できます。 

8. ［時］、［日］、［月］、［曜日］フィールドで適切なチェックボックスをオ

ンにして、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］

をクリックしてスケジュールしたタスクを今すぐ実行します。 

 スケジューリングされたタスクの実行を一時停止するには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］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オフにします。 

 スケジューリングされたタスクを再開するには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］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オンにします。 

 タスクをキャンセルするには： 

1. ［ツールと設定］>［スケジューリング済みタスク］に進みます。 

2. キャンセルするタスクの左にあるチェックボックスをオンにします。 

3. ［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。 



 

  
 

Panel 拡張を使用する（Linux） 

Panel for Linux の機能を拡張する方法には、この他に、追加の拡張を使用することができます。

拡張とは、Parallels またはサードパーティが開発する機能コンポーネント（ファイルサーバ、

ファイアウォール、システムモニタなど）です。 

Parallels が開発したアドオンは、オンラインストア

（http://www.parallels.com/jp/store/plesk/partners/）で提供されています。 

拡張のインストール、削除、構成は、Panel から直接実行できます（［拡張］>［拡張を管理］）。

Panel 拡張のインストールについて詳しくは、『インストール、アップグレード、移行、移管ガ

イド』の「Panel 拡張をインストールする」の章を参照してください。 

このセクションでは、Parallels が開発した拡張の構成方法について説明します。 

 Counter-Strike ゲームサーバ拡張： Counter Strike ゲームサーバの展開に使用します。 

 ファイルサーバ拡張： ネットワーク上のディレクトリを Panel から直接共有するために使

用します。 

 ファイアウォール拡張： 許可されないアクセスから Panel サーバと専用ネットワークを保

護するために使用します。 

 Panel over Twitter拡張： Panelの通知をTwitterアカウントに送信するために使用します。 

 Watchdog 拡張： システムのモニタリングに使用します。 

 VPN 拡張： 地理的に分散した LAN セグメント間の通信をパブリックネットワーク経由で確

立するために使用します。 

サードパーティが開発した拡張の構成方法については、該当するドキュメントを参照してくださ

い。 

 

このセクションの内容: 

Google AdWords Promotion 拡張 .................................................................................... 376 
Counter-Strike ゲームサーバ拡張 ..................................................................................... 378 
ファイルサーバ拡張 ........................................................................................................... 390 
ファイアウォール拡張 ......................................................................................................... 399 
Watchdog（システム監視）拡張 .......................................................................................... 407 
VPN 拡張 ......................................................................................................................... 422 
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Google AdWords Promotion拡張 
免責事項： このセクションの説明は、ロシアの Panel ユーザのみが対象となります。Google 
AdWords Promotion 拡張はその他の国では配布されていません。 

Данное расширение (доступно в Расширения > Google AdWords Promotion Extension) позволяет 
вам бесплатно предоставлять сертификаты Google AdWords своим клиентам.Ваши 
клиенты, в свою очередь, могут использовать эти сертификаты для оплаты услуг по 
размещению рекламы в Google AdWords.Для того, чтобы использовать данное 
расширение, вы должны являться участником программы продвижения сертификатов 
Google AdWords.Подробнее о программе на 
http://www.parallels.com/ru/partners/plesk11specialoffer. 

Данная глава поможет вам установить и настроить Google AdWords Promotion Extension. 

Установка Расширения 

Расширение распространяется в виде ZIP архивов (отдельно для Linux и Windows версий 
Panel) предоставляемых каждому участнику программы.Как и любое Panel расширение, 
вы можете установить Google AdWords Promotion Extension через панель управления 
сервером:Расширения > Добавить Расширение. 

Если вы обслуживаете большой парк серверов с Panel, предпочтительнее установить 
расширение через вызовы API RPC.API RPC вызовы позволяют выполнять команды 
Panel удаленно с любого сервера в сети.Для установки расширения, скопируйте ZIP файл 
на один из веб-серверов и выполните API RPC запрос следующего типа (показан пример 
для Linux) для каждого из серверов, на который вы хотите установить расширение: 

<packet version="1.6.3.5"> 
  <server> 
    <install-module> 
      
<url>http://example.com/plesk-adwords-1.0-1-release-unix.zip</url> 
    </install-module> 
  </server> 
</packet> 

Подробности работы с API RPC описаны в API RPC Manual. 

Базовая Настройка Расширения 

Всем участникам программы продвижения сертификатов Google AdWords присваивается 
уникальный идентификатор, который необходимо ввести в поле Идентификатор партнера 
после установки расширения. 

Примечание: Для того, чтобы проверить действует ли программа в данный момент для 
вашего идентификатора, используйте кнопку Проверить на закладке Общие.  

Настройка Предоставления Сертификатов 

Вы можете предоставлять промо-сертификаты Google AdWords своим клиентам одним из 
двух способов:либо через Дополнительные услуги сервис-планов, либо сопоставив каждому 
сервис-плану соответствующий сертификат непосредственно в настройках 
расширения.Более подробно: 
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 Назначение сертификатов через дополнительные услуги сервис-планов. 
Для назначения сертификатов через дополнительные услуги сервис-планов: 

1. На закладке Общие, выберите режим назначения сертификатов через 
Дополнительные услуги сервис-планов.Panel сгенерирует набор из трех 
дополнительных услуг, по одной на каждый из трех типов промо-сертификатов 
(1000, 1500 и 2000 рублей). 

2. В настройках дополнительных услуг сервис-плана (Сервис-планы > выберите 
сервис-план > Дополнительные услуги), укажите какая из услуг будет предоставляться 
с этим планом. 

Все подписчики соответствующих планов, увидят на своей Домашней Странце 
приглашение воспользоваться сертификатом соответствующего номинала для 
оплаты услуг Google AdWords. 

 Назначение сертификатов сервис-планам в настройках расширения. 
Данный способ настройки предоставления сертификатов быстрее, так как позволяет 
сопоставить каждому из существующих сервис-планов свой номинал сертификата 
непосредственно на странице расширения.Тем не менее, обратите внимание, что 
данный способ предоставления сертификатов не позволяет увидеть в настройках 
конкретного сервис-плана (Сервис-планы > выберите сервис-план > Дополнительные услуги) 
какой из сертификатов ему назначен.Данная информация будет доступна только на 
странице расширения. 
Для назначения сертификатов сервис-планам на странице расширения: 

1. На закладке Общие, выберите режим назначения сертификатов через Настройки 
расширения. 

2. На закладке Сервис-Планы и Сертификаты, сопоставьте один из трех типов 
сертификатов доступных в рамках программы (1000, 1500 или 2000 рублей) с 
предоставляемыми сервис-планами.Для планов с которыми вы не хотите 
предоставлять сертификаты, выберите значение Нет. 

Все подписчики выбранных планов, увидят на своей Домашней Странце приглашение 
воспользоваться сертификатом соответствующего номинала для оплаты услуг Google 
AdWords. 

Для того чтобы приостановить распространение сертификатов среди своих клиентов, 
отключите опцию Предоставлять клиентам промо-сертификаты на закладке Общие.После этого, 
приглашение перестанет отображаться на Домашней Странице клиентов. 
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Counter-Strikeゲームサーバ拡張 
この拡張によって、以下が可能になります。 

 Counter-Strike ゲームサーバの展開、構成、アンインストール 

 各ゲームサーバで使用するマップを指定します。 

 ゲームサーバの起動、停止、再起動 

 Valve の提供する Steam ユーティリティでゲーム MOD を追加および更新します。 

 ゲームサーバの管理パーミッションを他のユーザに委任します。 

 

このセクションの内容: 

ゲームサーバを展開する ................................................................................................... 379 
ゲームサーバを起動、停止、再起動する ............................................................................ 388 
ゲームサーバを更新する ................................................................................................... 389 
ゲームサーバを削除する ................................................................................................... 390 
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ゲームサーバを展開する 

Counter-Strike ゲームサーバ拡張を Parallels Plesk Panel にインストールした後で、いくつかの作業を

行って、ゲームサーバのプログラムファイルおよびその他の必要なコンポーネントをインストールす

る必要があります。これらのファイルは、セットアップするすべてのゲームサーバによって共有され

ます。 

 ゲームサーバのコアコンポーネントを取得し、インストールするに
は： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. インストールプログラムは、インストールされたゲームサーバエンジンの検

索を開始します。ゲームサーバエンジンを検出できなかった場合、インスト

ーラが次の2つのオプションを提案します。 

 Install the game server automatically（ゲームサーバを自動的にインストール） - インターネット

上のオフィシャルディレクトリサーバからゲームサーバのファイルをダウンロードし、自動的

にインストールします。インストールしたいコンポーネントの数によっては、この手順は非常

に時間がかかり、数百 MB のデータ転送が必要になる可能性があります。自動インストール中

に、ゲームバージョン（Counter-Strike、Counter-Strike Source、Counter-Strike Condition Zero）
を選択するよう指示されます。 

 Use an existing installation（既存のインストールを使用） - 既にゲームサーバエンジンをインス

トール済みの場合、このオプションを使用して、エンジンがインストールされたディレクトリ

へのパスを指定します。 

3. ［OK］をクリックします。 

4. Steamソフトウェアをインストールします。Steamとは、Valve Corporation
が設計したオンラインコンテンツ配信システムです。Valveのウェブサイト

からインターネット経由でゲームをダウンロード、インストール、および更

新するためには、Steamクライアントをインストールする必要があります。 

重要： Steam クライアントをダウンロードし、インストールすることによって、このソフトウェ

アの使用に起因する結果に責任を負うことになります。各自の責任において行ってください。 

 Steam クライアントプログラムまたは Counter-Strike ゲームサーバがインストールされていな

い場合、［Download from the official Valve site and install（Valve のオフィシャルサイトからダウン

ロードしてインストールする）］オプションを選択して［OK］をクリックしてください。Steam
ソフトウェアは、オフィシャルダウンロードサイト

（http://www.steampowered.com/download/hldsupdatetool.bin）からダウンロードされます。

次に、Valve Corporation のライセンス契約が表示されます。［Accept（同意する）］をクリッ

クしてライセンス契約に同意してから、Steam クライアントをダウンロードしてインストール

します。 
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 このファイル（hldsupdatetool.bin）を既にダウンロードし、ローカルマシンに保存している場

合、［Install from the local machine（ローカルマシンからインストール）］オプションを選択し

てこのファイルをアップロードします。［OK］をクリックします。次に、hldsupdatetool.bin
ファイルへのパスを指定して、［OK］をクリックします。［Accept（同意する）］をクリック

して、ライセンス契約に同意します。 

 既存の Steam インストールのパスを指定するには、［Use an existing Steam client installation on 
your Plesk server（Plesk サーバで既存の Steam クライアントインストールを使用）］オプション

を選択して［OK］をクリックします。Steam 配信パッケージを探し、［OK］をクリックしま

す。 

5. ダウンロード可能なすべてのゲームMODがリストに表示されます。それぞれ

のMODタイトルには、インストール状況を示す以下のアイコンが表示されま

す。（  - ゲームMODはインストール済み。  - ゲームMODは未インスト

ール。） 

Valve からインストールファイルまたはアップデートを取得するために使用できる Steam アカウ

ントがあれば、［Switch Steam Account（Steam アカウントの切り替え）］アイコンをクリックして

ユーザ名とパスワードを指定し、［OK］をクリックします。 

インストールしたいゲーム MOD に対応するチェックボックスをオンにして、［OK］をクリックし

ます。 

6. 選択したゲームコンポーネントがインストールされたら、［OK］をクリック

してウィザードを終了します。 

選択したゲームサーバのコアコンポーネントがインストールされ、ゲームサーバのセットアップに進

むことができます。 

 

このセクションの内容: 

ゲームサーバをセットアップする ......................................................................................... 381 
ゲーム用のマップを選択する .............................................................................................. 385 
ゲームサーバの管理パーミッションを他の Panel ユーザに委任する .................................. 387 
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ゲームサーバをセットアップする 

 新しいゲームサーバをセットアップするには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. ［ツール］グループの［Add CS Game Server（CSゲームサーバを追加）］アイコ

ンをクリックします。 

3. サーバ上で実行したいゲームMODを選択します。［次へ >>］をクリックしま

す。 

4. オペレーションモードを選択します。サーバをLANクライアントのみに制限

したい場合は、［Server is running in LAN-Only mod（サーバをLAN-Onlyモードで実

行）］オプションを選択します。LANおよびインターネットクライアントの両

方にサービスを提供する場合、［Server is running in LAN & Internet mode（サーバ

をLANおよびインターネットモードで実行）］オプションを選択します。 

5. インターネット経由で不正にサーバに接続するプレーヤーを禁止するには、

［Use Valve anti-cheat extension（Valveアンチチート拡張を使用）］オプションを選

択します。 

6. ［次へ >>］をクリックします。 

7. サーバに同時に接続できるプレーヤーの 大人数を指定します。［次へ >>］
をクリックします。 

8. このゲームサーバの名前を入力します。［次へ >>］をクリックします。 

9. ゲームサーバをどのように構成したいかを選択します。 

 ゲームサーバを実行する前にデフォルト構成をカスタマイズしたい場合は、［Customize the 
default configuration prior to running the game server（ゲームサーバの実行前にデフォルト構成をカ

スタマイズ）］オプションを選択します。 

 ゲームサーバをデフォルト構成のまま構築し、完了後にこのまま実行したい場合は、［Run the 
game server with the default configuration（デフォルト構成でゲームサーバを実行）］オプション

を選択します。 

10. ［終了］をクリックします。 

適な構成でゲームサーバがセットアップされます。 

［Run the game server with the default configuration（デフォルト構成でゲームサーバを実行）］オプション

を選択した場合、ゲームサーバが実行されます。 

［Customize the default configuration prior to running the game server（ゲームサーバの実行前にデフォルト

構成をカスタマイズ）］を選択した場合、ゲームサーバの構成画面が表示され、ここでゲームサーバ

の以下の設定を調整することができます。 
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設定 説明 

ゲームサーバ名 サーバに付ける名前。 

構成ファイル このゲームサーバに対して使用される構成ファイルを選

択します。このドロップダウンリストには、このゲーム

MOD に対して使用できるすべての構成ファイルが含ま

れています。選択した構成ファイルを編集するには、右

にある［Edit］ボタンをクリックします。 

オペレーションモード サーバを LAN クライアントのみに制限したい場合は、

［Server is running in LAN-Only mod（サーバを LAN-Only モ
ードで実行）］オプションを選択します。LAN およびイ

ンターネットクライアントの両方にサービスを提供する

場合、［Server is running in LAN & Internet mode（サーバを

LAN およびインターネットモードで実行）］オプション

を選択します。 

IP アドレス ゲームサーバへのアクセスに使用できる IP アドレスを

指定します。 

ゲームサーバのポート ゲームサーバが使用するポート番号。 
デフォルトは 27015。 

大プレーヤー数 ゲームサーバに同時に接続できるプレーヤーの 大人

数。 

ゲームサーバの自動更新 ゲームサーバの起動時に、インターネット経由でゲーム

サーバを自動更新する場合に使用します。 

WON 認証サーバを使用 インターネットアクセスなしで LAN でゲームサーバを

セットアップし、ゲームサーバを WON 認証サーバに接

続したくない場合、このチェックボックスはオフにして

ください。 

Valve アンチチートモジュールを

使用 
Valve アンチチートとは、違反者によるゲームの使用を

拒否するためのプログラムです。違反者に対して施され

る拒否は、違反の重大度と件数に応じて異なります。 

RCON パスワード Remote Console パスワードは、ゲームサーバをリモー

ト管理したい場合に必要です。RCON パスワードは、

Parallels Plesk Panel でも、ゲームサーバを再起動する

ために使用されます。 

ゲームサーバのエントリパスワー

ド 
ゲームサーバへのアクセスを制限したい場合、認証ユー

ザがこのゲームサーバに対して使用するパスワードを指

定してください。 
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これによって、これらの設定を変更する必要がある場合、［拡張］>［Counter-Strike］>ゲームサーバ

名を選択>［Configuration（構成）］タブをクリックしてこの画面にアクセスします。 

 構成ファイルを変更してゲームサーバを微調整するには： 

1. ［拡張］>［Counter-Strike］>ゲームサーバ名を選択>［Configuration（構成）］タ

ブに進みます。 

2. ［Configuration file（構成ファイル）］グループで、必要な構成ファイルを選択

し、［Edit（編集）］ボタンをクリックします。 

3. ［Commands（コマンド）］テキスト入力エリアで、コマンドのリストを入力し

ます。コマンドのリストを生成するには、Configuration Editorツール

（http://server.counter-strike.net）を使用することをお勧めします。

Configuration Editorを使用するには、

http://server.counter-strike.net/server.php?cmd=tools# を新しいブラウザウ

ィンドウで開き、左ナビゲーションペインにある［config editor（構成エディタ）］

リンクをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。必要な

設定を指定して、ページ下部に表示される［Configure!（構成）］をクリックし

ます。コマンドのリストが生成され、ページの［Generated Server.cfg（生成され

たServer.cfg）］セクションに表示されます。生成されたコマンドをクリップボ

ードにコピーして、Parallels Plesk Panelに戻り、［Commands（コマンド）］

テキスト入力エリアに貼り付けます。 

注記： 構成ファイルの変更は、この構成を使用して実行されるすべてのゲームサーバに影響を与

えます。 

4. ［OK］をクリックして変更を適用します。 

 新しい構成ファイルを作成するには： 

1. ［拡張］>［Counter-Strike］に進みます。 

2. ［Configuration Files（構成ファイル）］アイコンをクリックします。 

3. ［New Configuration（新しい構成）］アイコンをクリックします。 

4. MOD名、構成名（ファイル名ではありません）を［Name（名前）］フィール

ドに入力し、ゲームサーバのリストに表示されるこの構成ファイルの説明を

入力します。 
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5. ［Commands（コマンド）］テキスト入力エリアで、コマンドのリストを入力し

ます。コマンドのリストを生成するには、Configuration Editorツール

（http://server.counter-strike.net）を使用することをお勧めします。

Configuration Editorを使用するには、

http://server.counter-strike.net/server.php?cmd=tools# を新しいブラウザウ

ィンドウで開き、左ナビゲーションペインにある［config editor（構成エディタ）］

リンクをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。必要な

設定を指定して、ページ下部に表示される［Configure!（構成）］をクリック

します。コマンドのリストが生成され、ページの［Generated Server.cfg（生

成されたServer.cfg）］セクションに表示されます。生成されたコマンドをク

リップボードにコピーして、Parallels Plesk Panelに戻り、［Commands（コマ

ンド）］テキスト入力エリアに貼り付けます。 

6. ［OK］をクリックして、構成を送信します。 

7. この段階でこの構成をゲームサーバに適用したい場合、［拡張］>
［Counter-Strike］>ゲームサーバ名を選択>［Configuration（構成）］タブに進み、

必要な構成ファイルを［Configuration file（構成ファイル）］グループで選択し、

［OK］をクリックします。 

 作成した構成ファイルを変更するには： 

1. ［拡張］>［Counter-Strike］に進みます。 

2. ［Configuration Files（構成ファイル）］アイコンをクリックします。 

3. 必要な構成ファイル名をクリックします。 

4. 必要に応じて設定を修正し［OK］をクリックします。 

 構成ファイルを削除するには： 

1. ［拡張］>［Counter-Strike］に進みます。 

2. ［Configuration Files（構成ファイル）］アイコンをクリックします。 

3. 該当するチェックボックスを選択して［Remove Selected（選択済みを削除）］

をクリックします。 

4. 次のページで削除を確認し、［OK］をクリックします。 

注記： デフォルト構成ファイルを削除できます。これは編集しかできません。 
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ゲーム用のマップを選択する 

 特定タイプのゲームをプレイするユーザ用のマップを選択するには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. ゲームサーバ名をクリックします。 

3. ［Maps（マップ）］タブをクリックします。このタブには2つのリストがあり、

左側のリストには選択可能なすべてのマップが表示され、右側のリストには

このゲームサーバでプレイするユーザが使用できるすべてのマップが含まれ

ています。 

4. ゲームにマップを追加するには、選択可能なマップのリストから選択済みマ

ップのリストにマップを移動します。これには、［Add >>（追加）］ボタンと

［<< Remove（削除）］ボタンを使用します。 

5. ［OK］をクリックします。 

マップの選択を簡素化するには、ミッションのタイプ（人質救出、VIP 暗殺、爆弾設置、ナイフエリア、

チームデスマッチ、脱出、AWP など）ですべてのマップを並べ替えます。興味のあるカテゴリに関連

するすべてのマップを参照するには、［Map categories（マップカテゴリ）］メニューでカテゴリを選

択します。 

あるゲーム用のマップは、［Default map（デフォルトマップ）］メニューで選択したデフォルトメニュ

ーから始まり、リストに追加された順にプレイされます。リストの中でマップを上または下に移動す

るには、［Move Up（上へ）］または［Move Down（下へ）］ボタンを使用します。 

注記： それぞれのゲーム MOD には標準のマップセットがあります。このような標準マップをマップ

リストから削除しても（※標準マップはデフォルトマップとは違います）、ゲームサーバの更新時に

マップは自動的にインストールされます。 

このセクションの内容: 

マップを追加および削除する .............................................................................................. 386 
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マップを追加および削除する 

 ゲームサーバで使用できるマップを追加または削除するには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. ［Maps Management（マップ管理）］アイコンをクリックします。すべてのゲー

ム用のすべてのマップのリストが表示されます。 

3. 特定のゲームMODのみに関連するマップを表示するには、［Select the game 
modification（ゲームMODを選択）］グループで該当オプションを選択します。 

4. 新しいマップをアップロードするには、［Browse（参照）］ボタンをクリッ

クして、必要なマップを選択し（zipまたはbspファイル形式）、［Upload（ア

ップロード）］をクリックします。 

5. 不要なマップを削除するには、該当するチェックボックスをオンにして、

［Remove Selected（選択済みを削除）］をクリックします。 
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ゲームサーバの管理パーミッションを他の Panel ユーザに委任す

る 

 ゲームサーバの管理パーミッションを、Parallels Plesk Panel に登録し
たいずれかの顧客に委任するには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. ［Game Server Operator（ゲームサーバのオペレータ）］ボタンをクリックします。 

3. 表示されるページの［Login（ログイン）］フィールドにParallels Plesk Panel
ユーザのユーザ名を入力します。 

 ゲームサーバの管理パーミッションをユーザからパーミッションを削
除するには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. ［Game Server Operator（ゲームサーバのオペレータ）］ボタンをクリックします。 

3. 表示されるページの［Login（ログイン）］フィールドからユーザ名を削除し、

このフィールドを空白にします。 
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ゲームサーバを起動、停止、再起動する 

 ゲームサーバを起動、停止、再起動するには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2.  アイコンをクリックするとゲームサーバの実行が停止し、  アイコンを

クリックすると停止中のゲームサーバが起動し、  アイコンをクリックす

るとゲームサーバが再起動します。 

あるいは、ゲームサーバ名をクリックします。次に、  ボタンをクリックするとゲームサーバが実行、

 ボタンをクリックすると起動し、  ボタンをクリックすると再起動します。 
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ゲームサーバを更新する 

 ゲームサーバファイルおよびコンポーネントを更新するには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. ［Update Game Servers（ゲームサーバの更新）］アイコンをクリックします。 

3. 更新できるすべてのゲームMODがページに表示されます。それぞれのMOD
タイトルには、インストール状況を示す以下のアイコンが表示されます。

（  - ゲームMODはインストール済み。  - ゲームMODは未インストー

ル。） 

4. 更新に他のSteamアカウントを使用したい場合は、［Switch Steam Account
（Steamアカウントを切り替える）］をクリックします。 

5. 更新したいゲームMODに対応するチェックボックスをオンにして、［OK］を

クリックします。 

6. 次のステップで、選択したゲームのコンポーネントが更新されます。終了し

たら、［OK］をクリックします。 

更新が失敗した場合は、ログファイルで詳細を確認することができます。これには、オペレーション

結果のアイコンの横にあるリンクをクリックします。 
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ゲームサーバを削除する 

 ゲームサーバを削除するには： 

1. ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［拡張］グル

ープで［Counter-Strike game server］アイコンをクリックします。 

2. 削除するゲームサーバのチェックボックスをオンにして、［削除］をクリック

します。次のページで削除を確認し、［OK］をクリックします。 

 
 

ファイルサーバ拡張 
ファイルサーバ拡張によって、Parallels Plesk Panel 管理者は、ネットワーク上のディレクトリを

Parallels Plesk Panel から直接共有することができます。Parallels Plesk Panel ファイルサーバアドオ

ンを使用することによって、サーバ上のディレクトリへのアクセスを共有し、このディレクトリへの

アクセス権を特定のユーザまたはホストに付与し、このディレクトリへの読み取り専用パーミッショ

ンまたは書き込みパーミッションを割り当てることができます。ファイルサーバは、Samba サーバ上

のリソースをネットワークユーザに共有させるために Microsoft SMB（Server Message Block）プロト

コルを使用します。 

Parallels Plesk Panel ファイルサーバのために、Samba サーバ（バージョン 2.2.x または 3.x）をイン

ストールして正しく構成する必要があります。 

 

このセクションの内容: 

ファイルサーバにアクセスするには ..................................................................................... 391 
ファイルサーバを構成する .................................................................................................. 392 
共有を管理する .................................................................................................................. 395 
ユーザを管理する .............................................................................................................. 396 
ブロードキャストインターフェースを管理する ........................................................................ 397 
ファイルサーバへのアクセスを制限する .............................................................................. 398 
 

 

 



 

 Panel 管理 391 
 

ファイルサーバにアクセスするには 

 ファイルサーバにアクセスするには： 

ナビゲーションペインの［拡張］ショートカットをクリックし、［Samba File Server Configuration（Samba
ファイルサーバ構成）］をクリックします。 

ファイルサーバの管理ページが開き、ファイルサーバのすべての操作を実行できます。このページに

は、［Status（ステータス）］、［Shares（共有）］、［Users（ユーザ）］、［Interfaces（インターフ

ェース）］、［Access（アクセス）］という 5 つのタブがあります。これらの各タブには、共有リソ

ース、ファイルサーバのプロパティ、ネットワークインターフェース、共有ディレクトリにアクセス

できるユーザとコンピュータを管理するツールが用意されています。 
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ファイルサーバを構成する 

このセクションでは、以下のオペレーションを実行する方法を説明します。 

 ファイルサーバを構成する 

 共有リソースの現在の使用状況を表示する 

 サーバ統計を更新する 

 ファイルサーバを無効化する 

 ファイルサーバの現在のステータスを表示するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Status（ステータス）］に進みます。 

2. ［Current statistics（現在の統計）］セクションに、ファイルサーバが起動また

は停止しているかどうかが表示されます。共有ディレクトリに対する現在の

接続状況に関する統計が、表の以下の列に表示されます。 

 Share（共有）： 共有リソースの名前。 

 Host（ホスト）： 共有ディレクトリに現在接続しているリモートホストの名前。 

 User（ユーザ）： 現在共有ディレクトリに接続しているユーザの名前。 

 ファイルサーバを構成するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Status（ステータス）］>［Preferences（設定）］

に進みます。 

2. Microsoftネットワーク上のサーバのワークグループを変更するには、

［Workgroup（ワークグループ）］フィールドをクリックしてワークグループ名

を入力します。必要に応じて、ファイルサーバの説明（任意）を示す

［Description（説明）］フィールドを編集します。 

3. また、Sambaサーバの以下のセキュリティパラメータを構成することもでき

ます。 

 Authentication mode（認証モード）： セキュリティモードを以下から 1 つ選択します。 

 Share（共有） - このセキュリティモードでは、ユーザが各共有に対して自身を認証します。

ユーザは、各ツリー接続（シェアマウント）とともにパスワードを送信します。パスワー

ドは、ユーザとは無関係に各シェアに関連付けられています。 

 User（ユーザ） - このセキュリティモードは、ユーザ名とパスワードによる認証を行いま

す。サーバは、ユーザ名とパスワードの組み合わせを承認または拒否することができます。

この段階で、サーバはクライアントがどのシェアへの接続を試みるのかを認識できません。

そのため、承認/拒否の決定は、ユーザ名とパスワード、およびクライアントマシンの名前

のみに基づいて行われます。 
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 Server（サーバ） - サーバセキュリティモードでは、Samba サーバはクライアントからユ

ーザ名とパスワードを受信して、パスワードサーバとして指定されたマシンに向けてセッ

ションのセットアップ要求を送信します。パスワードサーバがユーザレベルのセキュリテ

ィに設定されており、パスワードを承認すると、Samba はクライアントの接続を承認しま

す。クライアントはすべてのパスワードを暗号化して送信します。このセキュリティモー

ドでは、パスワードサーバを使用する必要があります（下記の「認証サーバ」を参照して

ください）。 

 Domain（ドメイン） - ドメインセキュリティモードでは、Samba サーバはドメインセキュ

リティトラストアカウント（マシンアカウント）を持つので、すべての認証要求がドメイ

ンコントローラを通過するようになっています。言い換えれば、ドメインセキュリティは

基本的にサーバセキュリティモードと同じ概念であり、異なるのは、Samba サーバが

Windows NT ドメインのメンバーになるという点です。つまり、Samba サーバがトラスト

関係などに関与することができます。 

 ADS - このモードでは、認証手順は Active Directory ドメイン経由で実行されます。Samba
をこのセキュリティモードにすると、Kerberos チケットを承認できます。 

 Authentication server（認証サーバ）： セキュリティモードをサーバ、ドメイン、ADS のいずれ

かに設定する場合、パスワードサーバ（または認証サーバ）を指定する必要があります。ユー

ザモードと共有モードでは、パスワードサーバは必要ありません。 

このフィールドに、パスワードサーバとして使用する SMB サーバの NetBIOS 名を入力します。

Sambaサーバは入力されたパスワードをこの名前に対して照合します。複数のNetBIOS名を、

スペースで区切って入力することができます。Samba はこれにより、サーバが 終的に接続さ

れるまで、リスト内の各サーバに対してセッションのセットアップを順に要求します。つまり、

下にリストされているマシンは、上のマシンが使用不可の場合に限って接続されます。 

パスワードサーバの IP アドレスではなく NetBIOS 名を指定する必要があります。また、Samba
に、名前を IP アドレスに変換する方法を用意しなければなりません。 

Samba サーバにアクセスする全ユーザに対してローカルアカウントを 1 つ作成し、パスワード

フィールドを無効化するためには、このフィールドにアスタリスク（*）を入力します。 

 Encrypt password（暗号パスワード）： ユーザの認証に使用するパスワードを暗号化して保存

する場合は［Yes（はい）］を、パスワードの暗号化が不要な場合は［いいえ（No）］を選択

します。 

 Guest account（ゲストアカウント）： このメニューでシステムユーザを選択すると、ゲストア

カウントでログオンするユーザに対してこのユーザの権限が付与されます。サーバにゲストア

カウントがない場合は、［no guest account（ゲストアカウントなし）］オプションを選択しま

す。匿名ユーザにゲストアカウントが必要な場合は、［nobody（なし）］オプションの選択を

お勧めします。 

Samba セキュリティ設定オプションの詳細については、Samba マニュアルを参照してくださ

い。 

 ファイルサーバへの現在の接続に関するデータを更新するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Status（ステータス）］に進みます。 

2. ［Refresh（更新）］ボタンをクリックします。現在の接続のリストとファイル

サーバのステータスが更新されます。 

 ファイルサーバを無効化するには： 



 

394 Panel 管理 
 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Status（ステータス）］に進みます。 

2. ［Disable（無効化）］ボタンをクリックします。 
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共有を管理する 

 既存の共有リソースのリストを表示するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Shares（共有）］に進みます。 

2. 各共有について、以下の情報を確認します。 

 Name（名前）： 共有リソースの名前が表示されます。 

 Real path（実パス）： 共有リソースへのパスが表示されます。 

 Description（説明）： 共有ディレクトリの作成時に入力した説明が表示されます。 

 W： 書き込みパーミッション。ユーザがこのディレクトリに新しいファイルを追加できるかど

うかを示します。  アイコンは、このディレクトリに書き込みパーミッションが設定されて

いることを示します。  アイコンは、このディレクトリが読み取り専用であることを示しま

す。 

 新しい共有リソースを追加するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Shares（共有）］>［Add New Share（新しい共有

を追加）］に進みます。 

2. ［Preferences（プリファレンス）］グループに、共有ディレクトリの名前、共

有するディレクトリへのフルパス、およびその説明を入力します。このディ

レクトリへの書き込みパーミッションをネットワークユーザに付与するには、

［Writable（書き込み可能）］チェックボックスをオンにします。 

3. 共有ディレクトリへのアクセス権を付与するユーザを選択するには： 

 すべてのネットワークユーザに対して共有ディレクトリへのアクセス権を与えるには、［Any 
user（すべてのユーザ）］オプションを選択します。 

 特定ユーザのみに共有ディレクトリへのアクセス権を付与するには、［Selected only（選択済み

のみ）］オプションをオンにします。このディレクトリへのアクセス権を付与するユーザを、

［Add（追加）］ボタンと［Remove（削除）］ボタンを使用して［Available users（使用可能ユ

ーザ）］リストに設定します。アクセスが一部のユーザのみに許可される場合は、このフォル

ダにアクセスするためのログイン名とパスワードを指定する必要があります。 

注記： ［Available users（使用可能ユーザ）］のリストに他のユーザを追加するには、まず［Users
（ユーザ）］タブの［Add New User（新しいユーザの追加）］ボタンを使用します。新しいユーザ

を追加する方法については、「ユーザを管理する（396ページ）」を参照してください。 

4. ［OK］をクリックします。 

 共有のプロパティを編集するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Shares（共有）］に進みます。 

2. 編集する共有ディレクトリの名前をクリックします。 
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3. 必要なパラメータを変更します。 

4. ［OK］をクリックします。 

 
 

ユーザを管理する 

 共有へのアクセス権があるユーザを表示するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Users（ユーザ）］に進みます。 

2. 表にリストされたユーザで、以下の列を確認します。 

 Name（名前）： ユーザ名が表示されます。 

 System user（システムユーザ）： このファイルサーバユーザが属するシステムユーザのアカウ

ントが表示されます。 

 利用可能なユーザのリストに新規ユーザを追加するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Users（ユーザ）］>［Add New User（新しいユー

ザを追加）］に進みます。 

2. 以下のパラメータを指定します。 

 System user（システムユーザ） - メニューから該当するシステムユーザを選択します。 

 Name（名前） - 共有アクセスに使用するユーザ名。 

 Password（パスワード） - 共有アクセスに使用するパスワード。 

 Password confirmation（パスワードの確認） - パスワードを確認します。 これらのフィールド

はすべて必須です。 

注記： 各 Unix システムユーザに対して、ファイルサーバは 1 つしか追加できません。 

 ユーザデータを編集するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Users（ユーザ）］に進みます。 

2. 変更するユーザ名をクリックします。 

3. 必要に応じてパラメータを変更し、［OK］をクリックします。 
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ブロードキャストインターフェースを管理する 

主にセキュリティ上の理由により、デフォルトで、ブロードキャストモードはすべてのネットワーク

インターフェースに対して無効化されています。ブロードキャストモードによって、ブロードキャス

トアドレスへのデータパケット送信が可能になります。ただし、ファイルサーバがブロードキャスト

パケットを特定のネットワークインターフェースに送信することを手動で禁止することができます。 

 ネットワークインターフェースのリストを表示するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Interfaces（インターフェース）］に進みます。 

2. リストは、以下の列が含まれる表に表示されます。 

 S - ネットワークインターフェースのステータスを示すアイコン。  アイコンは、インターフ

ェースに対してブロードキャストモードが有効になっていることを示します。  アイコンは、

このインターフェースに対してブロードキャストモードが無効になっていることを示します。

 アイコンは、このインターフェースに対してブロードキャストモードが有効になっている

が物理的に使用不可である（削除されているか壊れている）ことを示します。 

 Interface name（インターフェース名） - インターフェースの名前（例: eth0、eth1 など）。 

 IP Addresses（IP アドレス） - このインターフェース上で動作するすべての IP アドレスおよび

サブネットアドレス。 

 インターフェースに対してブロードキャストモードを有効化するに
は： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Interfaces（インターフェース）］に進みます。 

2. インターフェースをリストする表の［Status（ステータス）］列で  アイコン

をクリックします。選択したインターフェースがブロードキャストモードに

設定されます。 

 インターフェースに対してブロードキャストモードを無効化するに
は： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Interfaces（インターフェース）］に進みます。 

2. 表の［Status（ステータス）］カラムで  または  アイコンをクリックしま

す。選択したインターフェースに対してブロードキャストモードが無効にな

ります。 
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ファイルサーバへのアクセスを制限する 

ファイルサーバのセキュリティを強化するために、共有リソースへアクセス権があるホストまたはネ

ットワークを制限することができます。他のホストから接続しようとすると、ファイルサーバによっ

て却下されます。 

 ファイルサーバにアクセス権があるホストとネットワークをすべて表
示するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Access（アクセス）］に進みます。 

2. 表を参照します。リストが空の場合、すべてのホストがファイルサーバにア

クセスできます。これがデフォルトオプションです。 

 特定の範囲のホストのみがサーバにアクセスできるようにするには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Access（アクセス）］>［Add New Host/Network（新

しいホスト/ネットワークを追加）］に進みます。 

2. アクセスを許可するホストのIPアドレス（例： 123.123.123.1）またはホス

ト範囲（例： 123.123.123.0/255.255.255.0のように記述したネットワークア

ドレス/サブネットマスク）を入力します。 

3. ［OK］をクリックします。 

これによって、特定のホストのみがファイルサーバ上の共有リソースに接続可能になります。他のホ

ストから接続しようとすると、ファイルサーバによって却下されます。 

 サーバにアクセス可能なホストのリストを編集するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Access（アクセス）］に進みます。 

2. 許可されるホストのリストから、ホストのアドレスをクリックします。 

3. ［Network/Host address（ネットワーク/ホストアドレス）］フィールドで、ホスト

のIPアドレスまたはサブネットマスク（ホストが複数の場合）を変更します。 

4. ［OK］をクリックします。 

 リストからアドレスを削除するには： 

1. ［Extensions］>［File Server］>［Access（アクセス）］に進みます。 

2. 削除するホストアドレスのチェックボックスをオンにして、［Remove（削除）］

をクリックします。 

3. ［Confirm removal（削除を確認）］チェックボックスをオンにして、［OK］をク

リックします。 
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ファイアウォール拡張 
Parallels Plesk Panel ファイアウォールは、許可されないアクセスから Parallels Plesk Panel を実行す

るサーバとプライベートネットワークを保護する拡張です。この拡張によって、ファイアウォールル

ールを簡単に設定し、使いやすいインターフェースで微調整することができます。 

 

このセクションの内容: 

ファイアウォールをセットアップする ..................................................................................... 400 
事前定義されたファイアウォールルールの仕様 ................................................................... 406 
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ファイアウォールをセットアップする 

拡張をインストールすると、以下が可能になります。 

 次のシステムサービス（管理コントロールパネル、ウェブサーバ、FTP サーバ、SSH サーバ、SMTP
サーバ、POP3 サーバ、IMAP サーバ、メールパスワード変更サービス、MySQL サーバ、PostgreSQL
サーバ、Windows クライアント向け Samba ファイル共有サーバ、VPN、ドメインネームサーバ、

ICMP エコー要求）への接続を制御する事前定義ルールの表示および変更。デフォルトで、これら

のルールでは、これらのサービスへの受信接続がすべて許可されます。 

 明示的に定義されたルールと一致しない受信接続、送信接続、通過通信をどのように処理するのか

を定義する事前定義済みシステムポリシーの表示および変更。 

 カスタムルールの追加、変更、削除。例えば、サーバ上の FTP アカウントに対するパッシブモー

ドでのアクセスを許可するルールを追加することができます。 

 

このセクションの内容: 

システムサービスへのアクセスを管理する .......................................................................... 401 
システムポリシーを管理する ............................................................................................... 402 
カスタムルールを管理する .................................................................................................. 403 
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システムサービスへのアクセスを管理する 

各システムサービスに対して、すべての受信接続を許可または禁止するか、あるいは特定の IP/ネット

ワークアドレスからの接続のみを許可するかを選択できます。 

 Parallels Plesk Panel サーバ上のサービスに対するアクセスを許可また
は制限するには： 

1. ［拡張］タブ>［Firewall］>［Edit Firewall Configuration（ファイアウォール設定を

編集）］に進みます。 

2. サービス名をクリックします。 

3. 以下のいずれかを実行します。 

 すべての受信接続を許可するには、［Allow（許可）］オプションを選択して［OK］をクリック

します。 

 すべての受信接続を禁止するには、［Deny（禁止）］オプションを選択して［OK］をクリック

します。 

 特定の IP/ネットワークアドレスからサービスへのアクセスを禁止するには、［Allow from 
selected sources, deny from other（選択したソースからのみ許可し、それ以外を禁止する）］ オ
プションをオンにし、選択したサービスへのアクセスを禁止する IP アドレスまたはネットワー

クアドレスを入力して、［Add（追加）］をクリックします。アドレスを入力したら［OK］を

クリックします。 

4. ファイアウォール構成の変更をすべて適用するには、［Activate（アクティブ

化）］をクリックしてからもう一度［Activate（アクティブ化）］をクリックし

ます。 
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システムポリシーを管理する 

システムポリシーは、明示的に定義したルールと一致しない受信接続、送信接続、通過通信をどのよ

うに処理するのかを定義します。システムポリシーは通常、ルールのリストの一番下に表示されます。 

 特定のタイプの通信を許可または禁止するには： 

1. ［拡張］タブ>［Firewall］>［Edit Firewall Configuration（ファイアウォール設定を

編集）］に進みます。 

2. 変更するポリシー名の左側のアイコンをクリックします。現在のポリシーで、

すべての接続が許可（禁止）されている場合は、このアイコンをクリックす

るとすべての接続が禁止（許可）されます。 

3. 変更内容を適用するには、［Activate（アクティブ化）］をクリックしてからも

う一度［Activate（アクティブ化）］をクリックします。 
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カスタムルールを管理する 

このセクションでは、カスタムルールの追加/変更/削除の方法と、ルールの適用順を変更する方法を説

明します。また、FTP 接続に対してパッシブモードを有効化するための手順についても説明します。 

 カスタムルールを追加するには： 

1. ［拡張］タブ>［Firewall］>［Edit Firewall Configuration（ファイアウォール設定を

編集）］に進みます。 

2. ［Add Custom Rule（カスタムルールの追加）］をクリックします。 

3. ［Name of the rule（ルールの名前）］フィールドに新しいルール名を入力します。 

4. 以下のいずれかの通信方向を選択します。［Incoming（受信）］はサーバに到

着する通信、［Outgoing（送信）］はサーバから出ていく通信、［Forwarding（転

送）］はサーバを通過する通信（すべての方向）です。 

受信接続については、サーバの宛先ポート、通信に使用するプロトコル、および通信元の IP アド

レスを指定できます。 

送信接続については、宛先ポート、宛先 IP ポート、および通信に使用するプロトコルを指定でき

ます。 

サーバを通過する通過通信については、宛先ポートおよびソース/宛先 IPアドレスを指定できます。 

5. ポート番号を指定するには、［Add port（ポート追加）］入力ボックスにポート

番号を入力して、［Add（追加）］をクリックします。既存のルールからポー

ト番号を削除するには、リストからポート番号を選択して［Remove（削除）］

をクリックします。ポートのリストが空になっている場合は、すべてのTCP
およびUDPポートにこのルールが適用されます。 

6. IPアドレスまたはネットワークアドレスを指定するには、［Add IP address or 
network（IPアドレスまたはネットワークアドレスを追加）］入力ボックスに入力

して、［Add（追加）］をクリックします。IPアドレスまたはネットワークア

ドレスをリストから削除するには、リストで選択して［Remove（削除）］をク

リックします。IPアドレスのリストが空になっている場合は、すべてのIPア

ドレスに対してこのルールが有効になります。 

7. 定義した基準と一致する通信に適用されるアクションを、［allow（許可）］ま

たは［deny（禁止）］から指定します。 

8. ［OK］をクリックしてルールを適用します。 

9. ルールを定義したら、［Activate（アクティブ化）］をクリックしてシステムに

適用します。確認画面が開き、ルール適用のために生成されたシェルスクリ

プトをプレビューすることができます（上級ユーザにとって有益な機能です）。

［Activate（アクティブ化）］をクリックして、新しい構成を適用します。 
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新しい構成の適用時に、拡張は Parallels Plesk Panel との接続状態を確認します。接続に問題がある

場合、ファイアウォール拡張は 60 秒で自動的に以前の有効な設定に戻ります。従って、Parallels Plesk 
Panel へのアクセスを管理者に対しても禁止するようにファイアウォールを誤って構成してしまった

場合、この不適切な構成は自動削除されます。そのため、管理者はいかなる場合でもサーバにアクセ

スすることができます。 

注記：構成がアクティブでない限り、構成したすべてのルールを削除することができます。これを行

うには、［Revert to Active Configuration（有効な構成に戻す）］ボタンをクリックします。 

FreeBSD では、新しい構成をアクティブ化すると、現在確立されているすべての TCP 接続がドロップ

されます。 

 カスタムルールを編集するには： 

1. ［拡張］タブ>［Firewall］>［Edit Firewall Configuration（ファイアウォール設定を

編集）］に進みます。 

2. 既存のルールのリストからルール名をクリックします。必要な変更を行いま

す（オプションは、新しいルールを作成する場合と同じです）。 

 カスタムルールを削除するには： 

1. ［拡張］タブ>［Firewall］>［Edit Firewall Configuration（ファイアウォール設定を

編集）］に進みます。 

2. 削除するルールのチェックボックスをオンにして、［Remove Selected（選択済

みを削除）］をクリックします。 

 カスタムルールの適用順を変更するには： 

1. ［拡張］タブ>［Firewall］>［Edit Firewall Configuration（ファイアウォール設定を

編集）］に進みます。 

2. ［Order（順番）］列で［Up（上へ）］または［Down（下へ）］アイコンをクリ

ックします。これにより、同じ方向（受信接続、送信接続、またはデータ転

送）のルール内での相対的な位置が変わります。 

 サーバ上の FTP 接続に対してパッシブモードを有効化するには： 

1. SSH経由でサーバシェルに「root」でログインします。 

2. ProFTPD構成ファイルを編集します。 

a. コマンドvi /etc/proftpd.confを実行します。 

b. <Global> セクション内に以下の行を追加します。 
PassivePorts 49152 65534 

c. ファイルを保存します。 
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3. Parallels Plesk Panelに「admin」でログインし、［拡張］>［Firewall］に移動

し、［Edit Firewall Configuration（ファイアウォール構成を編集）］をクリックし

ます。 

4. ［Add Custom Rule（カスタムルールの追加）］をクリックします。 

5. 以下を指定します。 

a. Rule name（ルール名） 

b. Direction（方向）： ［Incoming（受信）］を選択します。 

c. Action（アクション）： ［Allow（許可）］を選択します。 

d. Ports（ポート）：［Add port（ポート追加）］入力ボックスに、

49152-65534と入力します。［TCP］オプションを選択したまま、

［Add（追加）］をクリックします。 

6. ［OK］をクリックします。 

7. ［Activate（アクティブ化）］をクリックして、もう一度［Activate（アクティブ

化）］をクリックします。 
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事前定義されたファイアウォールルールの仕様 

以下の表にリストされたシステムサービスは、ファイアウォールの事前定義済みルールを使用してア

クセスを制限することができます。 

サービス名 サービスに使用されるポート 

Parallels Plesk Panel 管理インターフェース TCP 8443 

Samba（Windows ネットワーク上でのファイ

ル共有） 
UDP 137、UDP 138、TCP 139、
TCP 445 

Parallels Plesk Panel VPN サービス UDP 1194 

WWW サーバ TCP 80、TCP 443 

FTP サーバ TCP 21 

SSH（セキュアシェル）サーバ TCP 22 

SMTP（メール送信）サーバ  TCP 25、TCP 465 

POP3（メール取得）サーバ TCP 110、TCP 995 

IMAP（メール取得）サーバ  TCP 143、TCP 993 

メールパスワード変更サービス TCP 106 

MySQL サーバ  TCP 3306 

PostgreSQL サーバ TCP 5432 

Tomcat 管理インターフェース  TCP 9008、TCP 9080 

ドメインネームサーバ UDP 53、TCP 53 

ICMP 要求 <ICMP エコー要求> 
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Watchdog（システム監視）拡張 
Watchdog 拡張は、サーバをマルウェアから解放し、すべてのサービスを問題なく稼働させ、サーバに

十分な空き領域を確保するためのソリューションです。 

Watchdog で監視できるのは、以下のようなサービスです。 

 コントロールパネルインターフェースを提供するウェブサーバ 

 WWW サービスをユーザのサイトに提供するウェブサーバ 

 SMTP サーバ（Qmail） 

 IMAP/POP3 サーバ（Courier-IMAP） 

 DNS サーバ（BIND） 

 Tomcat 

 ColdFusion 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 SpamAssassin 

 Parallels Premium antivirus 

監視対象のサービスを起動、停止、再起動したり、一定期間内のサービスの安定性に応じて異なる措

置をとるように構成することができます。 

他のユーティリティを実行すれば、指定した上限にディスク領域使用量が達したときに通知すること

が可能です。 

サービスおよびディスク領域使用量を監視するために、Watchdog は monit ユーティリティを使用しま

す。monit ユーティリティについて詳しくは、monit デベロッパーのウェブサイト

（http://www.tildeslash.com/monit/）を参照してください。 

Watchdog は、ルートキット、バックドア、脆弱性の悪用、トロイの木馬などの不正ソフトウェアを検

出するために、オンデマンドで（またはスケジュールに従って）サーバのファイルシステムをスキャ

ンします。スキャン結果をメールで通知することや、コントロールパネルでレポートを表示すること

ができます。スキャンの前に、インターネットでセキュリティナレッジベースを更新してください。 

マルウェア検出のためにサーバをスキャンするには、Rootkit Hunter ユーティリティを使用します。

Rootkit Hunter について詳しくは、Rootkit Hunter デベロッパーのウェブサイト（http://www.rootkit.nl）
を参照してください。 

 

このセクションの内容: 

Watchdog サービスをセットアップおよび開始する ............................................................... 408 
システムサービスのステータスを表示する .......................................................................... 416 
ハードディスクドライブおよび接続されているストレージデバイスのステータスを表示する ...... 417 
CPU および RAM 使用量統計を表示する ........................................................................ 419 
サーバのスキャンレポートを表示する ................................................................................. 420 
トラブルシューティング ........................................................................................................ 421 
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Watchdog サービスをセットアップおよび開始する 

Watchdog 拡張をインストールした後で、すべての Watchdog サービスで共通の設定を構成してから、

必要なタイプのサービスをオンにしてください。 

 すべてのサービスで共通の Watchdog 設定を構成するには： 

1. ナビゲーションペインの［拡張］ショートカットで［Watchdog］をクリックし

ます。Parallels Plesk Panelサービスのリストが表示されます。 

2. ［Tools（ツール）］グループの［Preferences（設定）］アイコンをクリックしま

す。 

3. 以下の設定を指定します。 

 Interface language（インターフェース言語）： Watchdog が通知やアラートを表示/送信する言

語を選択します。デフォルトでは、Parallels Plesk Panel 管理者のアカウント用に設定した言

語が選択されています。 

 Automatically refresh pages（ページを自動更新）： このオプションをオンにすると、画面に表示

された情報がポーリング時に自動更新されます。 

 Monitor all services started by administrator（管理者が開始した全サービスの監視）： このオプシ

ョンをオンにすると、管理者が開始した Parallels Plesk Panel サービスをすべて監視すること

ができます。後で新しいシステムサービスをインストールすると、拡張がこのサービスの監視

を自動的に開始します。一部の Parallels Plesk Panel サービスをシャットダウンする予定があ

り、拡張にこれらのサービスを自動的にオンにしたりアラートメッセージを送信させたくない

場合は、このチェックボックスをオフにしてください。 

 Polling interval（ポーリング間隔）： サービスのステータスを問い合わせる間隔を秒単位で指定

します。 

 Store resource usage statistics（リソース使用量統計を保存）： このオプションをオンにすると、

指定期間の間、CPU および RAM の使用量レポートが保管されます。 

 Repeat security scanning（セキュリティスキャンの間隔）： Watchdog が不正コードを検出する

ためにサーバをスキャンする間隔を指定します。 

 Send reports（レポート送信）： CPU および RAM の負荷、監視対象サービス、ディスク領域

パーティション、セキュリティスキャンの結果についての総合レポートを Watchdog が送信す

る間隔を指定します。 

 Send e-mail to（メールの送信先）： Watchdog からのアラートとレポートを受信するメールア

ドレスを指定します。デフォルトで、Parallels Plesk Panel 管理者のメールアドレスが使用さ

れます。 

 Send e-mail from（メールの送信元）： レポートおよびアラートの送信元となるメールアドレス

です。デフォルトで、このメールアドレスは「watchdog@your-host-name」です。 

 SMTP server for sending alerts（アラートを送信する SMTP サーバ）： アラートメッセージの送信

に使用するローカルまたはリモート SMTP サーバを指定します。複数のホスト名または IP ア

ドレスを指定するには、コンマで区切ります。サーバの SMTP サービスを使用する場合、

localhost エントリを残します。Parallels Plesk Panel サーバで SMTP サービスが実行されてい

ないと、Watchdog がアラームを送信できないため、他のリモートメールサーバを必ず指定し

てください。 
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4. ［Apply（適用）］をクリックして設定を送信します。 

これで一般設定の指定が完了しました。これで、必要に応じて Watchdog サービスをさらにカスタマ

イズし、実行することができます。システムサービスやディスク領域使用量を監視するには、あらか

じめ調整が必要です。ただし、定期的なセキュリティスキャンは追加設定なしでも実行できるため、

一般設定が完了するとすぐに起動します。デフォルトで、セキュリティスキャンは指定期間の開始日

の午前 2 時（ローカル時間）に開始されます。 
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システムサービスの監視をセットアップおよび開始する 

 監視するサービスを指定して、監視を開始するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］に進みます。 

Parallels Plesk Panel で制御するすべてのサービスが、［Services（サービス）］タブにリストされ

ます。 

［S］（ステータス）列は、サービスが現在 Watchdog に監視されているかどうかを示し、 後の

ポーリングで返されたサービスのステータスが表示されます。 

 - サービスは現在監視されていません。 

 - サービスを開始しましたが、サービスのステータスはポーリングされていません。 

 - サービスは現在監視されています。Watchdog はサービスが実行中であるとレポートしてい

ます。 

 - サービスは現在監視されています。Watchdog はサービスが停止しているとレポートしてい

ます。 

 - サービスは不安定であったため、Watchdog に監視されていません。 

［M］（監視）列は、サービスを監視するように Watchdog が設定されているかどうかを示します。

また、サービスがサーバにインストールされ、正しく構成されているかどうかも示します。 

 - サービスは現在、インストールも構成もされていません。 

 - サービスを監視するように Watchdog を設定していません。 

 - サービスを監視するように Watchdog を設定しています。 

2. 監視するサービスを指定して、監視設定を指定します。 

a. サービス名をクリックします。 

b. サービスの監視をオンにするには、［Monitor the service（サービスの監

視）］チェックボックスをオンにします。 

c. サービスが使用するCPUおよびRAMリソースの情報をWatchdogに保

存させて、グラフィカルレポートで表示させるには、［Save service 
statistics（サービス統計を保存）］チェックボックスをオンにします（［拡

張］>［Watchdog］>［Statistics（統計）］）。 

d. サービス監視の失敗回数が指定回数に達した場合に監視を停止させ

るには、［Stop monitoring the service if it frequently restarts（何度も再起動す

るサービスの監視を停止する）］オプションをオンにします。このオプ

ションをオフにすると、応答のないサービスを再開しようとするた

びにWatchdogがアラートメッセージを発行します。失敗回数はデフ

ォルトで5回であり、一般にはこれで十分です。 
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e. ポーリング対象のサービスからの応答をWatchdogが待機する時間を

［Connection timeout（接続タイムアウト）］ボックスに指定します。

Watchdogは、サービスに対するポーリング後、指定時間だけ応答を

待ちます。応答がなければ、Watchdogはサービスを再起動します。

マシンでサイトとメールアカウントを大量にホスティングしている

場合は、Qmailメールサーバの［Connection timeout（接続タイムアウト）］

を120秒に、Apacheウェブサーバを15秒に設定することを推奨しま

す。さもなければ、Watchdogはビジー状態のサービスに障害が発生

していると見なし、サービスを再起動します。 

f. Watchdogがサービスの起動および停止に使用するコマンドを確認し

ます。あらかじめ入力されている値は、変更しないことを推奨しま

す。サービスを実際に起動する前に、ログファイルのクリーンアッ

プや携帯電話へのSMS送信のためのカスタムスクリプトを作成し、

これらのスクリプトを実行するコマンドを［To start the service, run the 
command（サービスを起動するために実行するコマンド）］入力ボック

スに入力しておくことができます。 

g. デフォルトコマンドを使用してサービスを起動する場合は、［Service 
startup time（サービス起動時間）］ボックスの値を、あらかじめ設定さ

れた60秒のままにします。カスタムスクリプトを実行しており、実

行に60秒以上かかる場合は、必要な時間を［Service startup time（サービ

ス起動時間）］ボックスに入力します。実行しているスクリプトが指

定時間内に完了しない場合は、Watchdogがそのスクリプトの実行を

終了します。 

h. ［OK］をクリックして設定を送信します。 

i. この手順を繰り返し、必要なすべてのサービスに対してモニタリン

グを設定します。各サービスにあらかじめ定義されているデフォル

トモニタリング設定で問題なければ、サービスのリストで  アイ

コンをクリックするだけで、必要なサービスがモニタリングされる

ようにWatchdogを設定できます。 

3. Watchdogでモニタリングしたいサービスをすべて指定したら、［Tools（ツー

ル）］グループの［Enable（有効化）］アイコンをクリックします。 

これで、指定した設定に従ってサービスがモニタリングされます。デフォルト設定を使用する場合

は、以下を実行してください。 

 すべてのサービスは、失敗すると自動的に再起動されます。 

 Watchdog は、5 回のポーリングで 5 回失敗したサービスのモニタリングを停止します。 

 アラートメッセージは、すべての状況で、Parallels Plesk Panel 管理者のアカウントに指定さ

れたメールアドレスに送信されます。 

 特定のサービスのモニタリングを停止するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］に進みます。 
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2. Watchdogによるモニタリングを停止したいサービスの  アイコンをクリ

ックします。 

 すべてのサービスのモニタリングを停止するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］に進みます。 

2. ［Tools（ツール）］グループの［Disable（無効化）］アイコンをクリックしま

す。 

重要： このアクションを実行すると、モニタリングサービス全体に影響があります。つまり、すべて

のシステムサービスに加え、すべてのディスクパーティション（413ページ）のモニタリングも停止し

ます。  
 



 

 Panel 管理 413 
 

ディスク領域の使用量のモニタリングをセットアップおよび開始す

る 

 ディスク使用量のモニタリングを構成し、開始するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Disks（ディスク）］タブに進みます。 

接続（マウント）されたすべてのデバイスがリストされます。 

［S］（ステータス）列のアイコンは、現在 Watchdog によってハードディスクパーティションま

たはストレージデバイスがモニタリングされているかどうかを表し、現在のディスク領域使用率が

示されます。 

  - ディスクドライブまたはパーティションは現在モニタリングされていません。 

  - モニタリングが開始されていますが、ディスクまたはパーティションが未チェックです。 

  - ディスクドライブまたはパーティションはモニタリングされています。Watchdog は、デ

ィスク使用量がしきい値に達していないことを報告しています。 

  - ディスクドライブまたはパーティションはモニタリングされています。Watchdog は、デ

ィスク使用量がしきい値に達しており、間もなくディスクまたはパーティションの空き領域が

なくなることを報告しています。 

［M］（モニタリング）列のアイコンは、ストレージデバイスまたはディスクパーティション上の

ディスク領域使用量をモニタリングするように Watchdog が設定されているかどうかを示します。 

  - ディスク領域またはパーティションをモニタリングするように Watchdog を設定してい

ません。 

  - ディスク領域またはパーティションをモニタリングするように Watchdog を設定してい

ます。 

［Device（デバイス）］および［Mount point（マウントポイント）］列は、ストレージデバイスお

よびパーティションマウントポイントの情報を示します。パーティションがファイルシステムに接

続されていない場合、［Mount point（マウントポイント）］列にはハイフン（-）が表示されます。

パーティションがシステムに再接続されると、Watchdog はモニタリングを再開します。 

［Disk space usage rate（ディスク領域使用量レート）］列は、注意を必要とせずに使用できるディ

スク容量を示します。ディスク領域の使用量は、合計量に占める割合（%）または測定単位（GB、
MB、または KB）のいずれかで指定できます。指定量に達すると、Watchdog から通知が送信され、

定義されたコマンドが実行されます。この列にハイフン（-）が表示されている場合は、パーティ

ションまたはデバイスがモニタリングされていません。 

［Files number rate（ファイル数レート）］列は、ファイルシステムに保存でき、注意を必要としな

いファイルまたはディレクトリの数を示します。ファイルまたはディレクトリの数は、ディスクの

容量だけではなく、ファイルシステムの容量によっても制限されます。ファイルまたはディレクト

リの正確な数（もし分かれば）を指定することも、総量に対する割合（%）で指定することもでき

ます。指定した量に達すると、Watchdog システムから通知が送信されます。この列にハイフン（-）
が表示されている場合は、パーティションまたはデバイスがモニタリングされていません。 

［Command（コマンド）］列は、ディスク容量のしきい値に達したときに実行されるコマンドを示

します。 

2. モニタリングするハードディスクパーティションを指定して、モニタリング

のプリファレンスを指定します。 



 

414 Panel 管理 
 

a. パーティションまたはデバイス名をクリックします。 

b. 注意を必要とせずに使用できるディスク容量を指定します。このし

きい値に達すると、Watchdogはアラートを送信し、指定されたコマ

ンドを実行します。「80%」に設定することを推奨します。 

c. 注意を必要とせずにサーバ上に作成できるファイルおよびディレク

トリの数を指定します。このしきい値に達すると、Watchdogはアラ

ートを送信します。「80%」に設定することを推奨します。ファイル

システムの総容量が分かっている場合は、具体的なファイル数を指

定することができます。確認するには、サーバにrootとしてログイン

し、シェルからコマンドdumpe2fs <デバイス名> を実行します。 

d. 指定したディスク容量しきい値に達するとWatchdogが実行するコマ

ンドを指定します。例えば、ディスク領域クリーニングユーティリ

ティを実行するコマンドなどです（RedHat Linuxシステムの

tmpwatchなど）。 

e. ［OK］をクリックします。 

f. この手順を繰り返し、必要なすべてのパーティションに対してモニ

タリングを構成します。 

3. Watchdogでモニタリングしたいパーティションをすべて指定したら、［Tools
（ツール）］グループの［Enable（有効化）］アイコンをクリックします。 

 特定のパーティションのモニタリングを停止するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Disks（ディスク）］タブに進みます。 

2. Watchdogによるモニタリングを停止したいパーティションの  アイコン

をクリックします。 

 すべてのパーティションのモニタリングを停止するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Disks（ディスク）］タブに進みます。 

2. ［Tools（ツール）］グループの［Disable（無効化）］アイコンをクリックしま

す。 

重要： このアクションを実行すると、モニタリングサービス全体に影響があります。つまり、すべて

のディスクパーティションに加え、すべてのシステムサービス（409ページ）のモニタリングも停止し

ます。  
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セキュリティスキャニングをセットアップして開始する 

 定期的なセキュリティスキャンをセットアップして開始するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Preferences（プリファレンス）］タブに進みます。 

2. 不正コードがないかどうかWatchdogがサーバをスキャンする頻度を、

［Repeat security scanning（セキュリティスキャンの頻度）］メニューで指定しま

す。 

3. ［Apply（適用）］をクリックします。 

すぐにセキュリティスキャンが起動し、定義した設定に従って定期的に実行されます。デフォルト

では、セキュリティスキャンは現地時間午前 2 時に開始します。 

 オンデマンドスキャンを実行するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Security（セキュリティ）］タブに進みます。 

2. ［Tools（ツール）］グループの［Start（開始）］アイコンをクリックします。 

Watchdog がナレッジベースを更新して、スキャンを開始します。完了すると、詳細レポートが画

面に表示されます。 

 定期的なセキュリティスキャンをオフにするには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Preferences（プリファレンス）］タブに進みます。 

2. ［Repeat security scanning（セキュリティスキャンの頻度）］メニューから［disabled
（無効）］を選択します。 

3. ［Apply（適用）］をクリックします。 
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システムサービスのステータスを表示する 

 Parallels Plesk Panel で管理するサービスのステータスを表示するに
は： 

 ［ツールとユーティリティ］>［サービス管理］をクリックします。Parallels Plesk Panel サービ

スのリストが表示されます。この画面で、サービスを管理したり、サービスのステータスを表示す

ることができます。 

または 

 ［拡張］>［Watchdog］をクリックします。Parallels Plesk Panel サービスのリストが表示されま

す。この画面から、サービスのステータスを表示したり、モニタリングのプリファレンスを管理す

ることができます。 

以下の情報が表示されます。 

［S］（ステータス）列は、サービスが現在 Watchdog に監視されているかどうかを示し、 後の

ポーリングで返されたサービスのステータスが表示されます。 

 - サービスは現在監視されていません。 

 - サービスを開始しましたが、サービスのステータスはポーリングされていません。 

 - サービスは現在監視されています。Watchdog はサービスが実行中であるとレポートしてい

ます。 

 - サービスは現在監視されています。Watchdog はサービスが停止しているとレポートしてい

ます。 

 - サービスは不安定であったため、Watchdog に監視されていません。 

［M］（監視）列は、サービスを監視するように Watchdog が設定されているかどうかを示します。

また、サービスがサーバにインストールされ、正しく構成されているかどうかも示します。 

 - サービスは現在、インストールも構成もされていません。 

 - サービスを監視するように Watchdog を設定していません。 

 - サービスを監視するように Watchdog を設定しています。 
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ハードディスクドライブおよび接続されているストレージ

デバイスのステータスを表示する 

 ハードディスクドライブおよび接続されているその他のストレージデ
バイスのステータスを表示するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Disks（ディスク）］タブに進みます。 

2. 接続（マウント）されているデバイスがすべて一覧表示されます。 

注記： Watchdog は、マウントされている一部のデバイスを適切に検出できない場合があります。 

［S］（ステータス）列のアイコンは、現在 Watchdog によってハードディスクパーティションま

たはストレージデバイスがモニタリングされているかどうかを表し、現在のディスク領域使用率が

示されます。 

  - ディスクドライブまたはパーティションは現在モニタリングされていません。 

  - モニタリングが開始されていますが、ディスクまたはパーティションが未チェックです。 

  - ディスクドライブまたはパーティションはモニタリングされています。Watchdog は、デ

ィスク使用量がしきい値に達していないことを報告しています。 

  - ディスクドライブまたはパーティションはモニタリングされています。Watchdog は、デ

ィスク使用量がしきい値に達しており、間もなくディスクまたはパーティションの空き領域が

なくなることを報告しています。 

［M］（モニタリング）列のアイコンは、ストレージデバイスまたはディスクパーティション上の

ディスク領域使用量をモニタリングするように Watchdog が設定されているかどうかを示します。 

  - ディスク領域またはパーティションをモニタリングするように Watchdog を設定してい

ません。 

  - ディスク領域またはパーティションをモニタリングするように Watchdog を設定してい

ます。 

［Device（デバイス）］および［Mount point（マウントポイント）］列は、ストレージデバイスお

よびパーティションマウントポイントの情報を示します。パーティションがファイルシステムに接

続されていない場合、［Mount point（マウントポイント）］列にはハイフン（-）が表示されます。

パーティションがシステムに再接続されると、Watchdog はモニタリングを再開します。 

［Disk space usage rate（ディスク領域使用量レート）］列は、注意を必要とせずに使用できるディ

スク容量を示します。ディスク領域の使用量は、合計量に占める割合（%）または測定単位（GB、
MB、または KB）のいずれかで指定できます。指定量に達すると、Watchdog から通知が送信され、

定義されたコマンドが実行されます。この列にハイフン（-）が表示されている場合は、パーティ

ションまたはデバイスがモニタリングされていません。 

［Files number rate（ファイル数レート）］列は、ファイルシステムに保存でき、注意を必要としな

いファイルまたはディレクトリの数を示します。ファイルまたはディレクトリの数は、ディスクの

容量だけではなく、ファイルシステムの容量によっても制限されます。ファイルまたはディレクト

リの正確な数（もし分かれば）を指定することも、総量に対する割合（%）で指定することもでき

ます。指定した量に達すると、Watchdog システムから通知が送信されます。この列にハイフン（-）
が表示されている場合は、パーティションまたはデバイスがモニタリングされていません。 

［Command（コマンド）］列は、ディスク容量のしきい値に達したときに実行されるコマンドを示

します。 
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CPU および RAM 使用量統計を表示する 

 システムサービスによる CPU および RAM 使用量の統計を表示するに
は： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Statistics（統計）］タブに進みます。 

2. ［Statistics presentation preferences（統計表示プリファレンス）］グループで、表

示したい統計の期間およびシステムサービスを選択します。 

3. ［Apply（適用）］をクリックします。 

CPU および RAM 使用量の図が画面に表示されます。CPU 使用量の図に、サーバのすべての CPU
の合計負荷が表示されます。 
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サーバのスキャンレポートを表示する 

 システムスキャンの 新レポートを表示するには： 

1. ［拡張］>［Watchdog］>［Security（セキュリティ）］タブに進みます。 

2. 詳細レポートが画面に表示されます。新しくスキャンを実行するには、

［Tools（ツール）］グループの［Start（開始）］アイコンをクリックします。 
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トラブルシューティング 

問題： Parallels Plesk Panel サービスを停止すると、サービスが自動的に開始されてしまい、拡張が

正しく機能していないようです。 

解決策： 拡張が適切に機能するために必要な Parallels Plesk Panel イベントハンドラを削除していな

いか確認してください。 

Service started lowest (0) psaadm /usr/local/psa/admin/bin/php 
/usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/wd --monit-service=<new_service> 
--plesk-name 
Service stopped lowest (0) psaadm /usr/local/psa/admin/bin/php 
/usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/wd --unmonit-service=<new_service> 
--plesk-name 

注： Debian Linux または Ubuntu Linux を使用する場合、Watchdog のシステムファイルのパスは 
/opt/psa/admin/modules/watchdog/ です。 

問題： アラートが配信されません。 

解決策： 指定した送信 SMTP サーバの設定が正しいかどうかを確認してください。 
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VPN拡張 
VPN テクノロジは、地理的に分散した LAN セグメント間の通信を、パブリックネットワーク経由で確

立するために使用します。VPN メッセージトラフィックは、セキュアトンネルプロトコル経由でイン

ターネットなどのパブリックネットワークインフラを通過します。 

VPN の有益な実装の 1 つは、単一のリモートコンピュータに対してローカルネットワークへのアクセ

スを許可することです。例えば、ユーザが自分のホームコンピュータからリモートネットワークにア

クセスする必要がある場合、VPN 接続を構築する必要があります。 

Parallels Plesk Panel VPN 拡張は、2 つの Parallels Plesk Panel ホスト間または Parallels Plesk Panel
ホストと他のコンピュータ間のピアツーピア通信をサポートする機能を Parallels Plesk Panel に追加

します。現在、Parallels Plesk Panel VPN 拡張は、単一のリモートホストからサーバへの接続のみを

サポートしており、複数のホストからの接続はサポートしていません。この拡張は、暗号化に OpenSSL
を、トンネリングには仮想 TUN/TAP ドライバを使用する OpenVPN ソリューションをベースにしてい

ます。 

 

このセクションの内容: 

ソフトウェア要件 ................................................................................................................. 422 
VPN 拡張にアクセスする ................................................................................................... 422 
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キーを管理する .................................................................................................................. 424 
クライアントパッケージを使用する ....................................................................................... 425 
VPN 接続を開始および停止する ....................................................................................... 426 
 

 
 

ソフトウェア要件 

OpenVPN ソリューションを使用するためには、OS に Linux、Windows 2000/XP 以降、OpenBSD、

FreeBSD、NetBSD、Mac OS X、または Solaris を使用する必要があります。 

VPN 拡張にアクセスする 

 Parallels Plesk Panel VPN 拡張にアクセスするには： 

ナビゲーションペインで［拡張］ショートカットをクリックし、［Virtual Private Networking（仮想プラ

イベートネットワーク）］をクリックします。 
初めてこの拡張にアクセスすると、 初に［VPN Preferences（VPN プリファレンス）］ページ（423
ページ）が開きます。VPN 接続のプリファレンスを指定していない限り、他の VPN 拡張オプションに

アクセスすることはできません。 
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VPN プリファレンスをセットアップする 

 VPN 接続をセットアップするには： 

1. ［拡張］>［Virtual Private Networking（仮想プライベートネットワーク）］に進み

ます。 

2. 表示された［Preferences（プリファレンス）］ページで以下のパラメータを入

力します。 

 ［Remote Address（リモートアドレス）］には、通信先ホストのホスト名または IP アドレスを

入力します。他のユーザが別のアドレスからサーバに接続できるようにしたい場合や、リモー

ト IP アドレスが事前に分からない場合は、このフィールドを空白のままにします。ただし、1
台のサーバが複数のリモートホストと同時に通信することはできない点に注意してください。 

 ［Remote UDP port（リモート UDP ポート）］には、このサーバからの UDP パケットの送信先

となるリモートホストのポートを入力します。デフォルトポートは 1194 です。VPN は、暗号

化されたトラフィックフローに UDP のみを使用しますが、仮想プライベートネットワーク上

では TCP を含むすべての IP プロトコルがサポートされます。上記でリモートアドレスを指定

していない場合は、このフィールドを空白に残すことができます。 

 ［Local UDP port（ローカル UDP ポート）］には、サーバが受信 VPN トラフィックを listen する

ローカル UDP ポートを指定します。デフォルトポートは 1194 です。特定のポートを割り当て

ない場合はこのフィールドを空白のままにできますが、その場合は、上記のリモートアドレス

とポートを入力してローカルホストから開始できるようにしないといけません。 

 ［Local peer address（ローカルピアアドレス）］および［Remote peer address（リモートピアア

ドレス）］は、VPN チャネルによって接続される 2 つのホストであり、トラフィックをルーテ

ィングするために対の仮想ネットワークインターフェースが必要です。これらに、VPN サーキ

ットの両端となる 2 つの IP アドレスを割り当てる必要があります。これらの IP アドレスはプ

ライベートアドレススペースから選択する必要があり、トンネルのいずれ側であっても、ロー

カルネットワーク内のどの IP アドレスとも重複していないことが重要です。これらの 2 つのア

ドレスは、下 2 桁だけを変えます。例えば、 後の 8 ビットを「.1」と「.2」にします。これ

らのデフォルト値は、説明のみを目的としています。IP 競合の問題が発生しないように、必ず

ネットワークの実際の構成を確認してください。 

3. ［OK］をクリックします。 

注記： Parallels Plesk Panel VPN 拡張は、初期状態では無効です。VPN 機能を使用するには、［Enable
（有効化）］ボタンをクリックして拡張を有効化します。 
 



 

424 Panel 管理 
 

キーを管理する 

Parallels Plesk Panel サーバとリモートホスト間の VPN 接続を構築するには、接続の両端で同じ暗号

化キーを持つ必要があります。このキーは、トラフィックの認証および暗号化のために必要となり、

第三者によって通信が盗聴または妨害されないことが保証されます。新しいキーを生成またはアップ

ロードするたびに、必ず通信の両端に同じキーを共有させてください。 

暗号化キーは、拡張のインストール中に自動的に生成され、特別なディレクトリに保存されます。た

だし、初期キーを新しいキーに置き換えることもできます。 

 新しい VPN キーを生成するには： 

1. ［拡張］>［Virtual Private Networking（仮想プライベートネットワーク）］に進み

ます。 

2. ［Generate Key（キーを生成）］をクリックします。既存のキーが、新しいキー

に自動的に置換されます。 

注記： 新しいキーが生成されると、古いキーは無効になります。通信を続行するには、新しいキーを

通信相手と共有する必要があります。 

 生成したキーをローカルマシンに保存するには： 

1. ［拡張］>［Virtual Private Networking（仮想プライベートネットワーク）］>［Download 
Key（キーをダウンロード）］に進みます。 

2. ディスク上の指定した場所にキーを保存します。 

これで、このキーファイルを、リムーバブルメディア上の別ホストに送信したり、他の安全な方法で

送信できるようになります。 

 別のマシンから受け取った暗号化キーをアップロードするには： 

1. ［拡張］>［Virtual Private Networking（仮想プライベートネットワーク）］>［Upload 
Key（キーをアップロード）］に進みます。 

2. キーファイルの場所を指定して［OK］をクリックします。 

このキー管理方法は、Parallels Plesk Panel を実行する 2 つのサーバ間に VPN 接続を構築する場合に

非常に便利です。リモートホストに Parallels Plesk Panel がインストールされていない場合は、クラ

イアントパッケージ（425ページ）を使用すると便利です。 
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クライアントパッケージを使用する 

Parallels Plesk Panel サーバに非 Plesk ホストを接続する作業を簡素化するために、Parallels Plesk 
Panel には、非 Plesk ホスト用の構成ファイルと暗号化キーを含む、あらかじめ構成されたクライアン

トパッケージが用意されています。このアーカイブの内容は、事前に指定したプリファレンスに合わ

せて調整されています。 

 ユーザが Windows を実行している場合は、［For a Windows Client（Windows クライアント向け）］

をクリックし、クライアントパッケージをローカルマシンにダウンロードして保存します。 

クライアントパッケージとは、以下のファイルとフォルダが含まれる ZIP アーカイブです。 

 Install TAP device.bat： コンピュータに TAP ドライバをインストールします。 

 Uninstall TAP device.bat： コンピュータから TAP ドライバをアンインストールし

ます。 

 Connect to VPN.bat： VPN 接続を構築します。 

 System フォルダ： 暗号化キーおよび VPN プリファレンスが含まれます。 

TAP ドライバをインストールまたはアンインストールするには、コンピュータで Windows 管理者

権限が必要です。 

TAP ドライバをインストールするには、install TAP device.bat ファイルを実行します。ド

ライバがインストールされたら、connect to VPN.bat ファイルを実行して、Parallels Plesk 
Panel 対応サーバへの VPN 接続を構築できます。OpenVPN ソフトウェア自体はクライアントパッ

ケージに含まれており、インストールや削除は一切必要ありません。 

 ユーザが Unix を実行している場合は、［For a Unix client（Unix クライアント向け）］をクリックし、

クライアントパッケージをローカルマシンにダウンロードして保存します。 

パッケージには、現在の VPN プリファレンスが定義された openvpn.conf ファイルと、VPN 接

続の暗号化キーである vpn-key ファイルが含まれています。このパッケージを使用する場合は、

OpenVPN（バージョン 2.0）がクライアントマシンにインストールされている必要があります。

作業を円滑に進めるために、拡張のテストに使用された OpenVPN 2.0 beta 11 を使用することを

お勧めします。 

Parallels Plesk Panel サーバのプリファレンスが変更された場合や、新しいキーが生成され Parallels 
Plesk Panel サーバにアップロードされた場合は、現在のキーと既存の VPN プリファレンスが含まれ

ているクライアントパッケージをもう一度ダウンロードする必要があります。 
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VPN 接続を開始および停止する 

 Parallels Plesk Panel からの VPN 接続を有効化するには： 

1. ［拡張］>［Virtual Private Networking（仮想プライベートネットワーク）］に進み

ます。 

2. ［Enable（有効化）］をクリックします。 

 Parallels Plesk Panel からの VPN 接続を無効化するには： 

1. ［拡張］>［Virtual Private Networking（仮想プライベートネットワーク）］に進み

ます。 

2. ［Disable（無効化）］をクリックします。 

Windows クライアント上で VPN 接続を無効化するには、接続を構築すると表示される［Connect to VPN
（VPN に接続）］ダイアログボックスを閉じてください。Windows ユーザがログアウトすると、VPN
接続もシャットダウンされます。 
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Business Manager ライセンシング 

Business Manager は Panel のコンポーネントであり、Business Manager のすべての機能を使用する

ためには Panel ライセンスを変更する必要があります。ライセンス管理機能は、Panel の［サーバ管理］

>［ツールとユーティリティ］>［ライセンス管理］にあります。 

Business Manager のライセンスに関連する情報を参照するには、［ビジネスセットアップ］>［すべ

ての設定］>［ライセンス管理］をクリックします。ここで、以下の情報を確認できます。 

 Business Manager： 実行中のバージョン番号を確認できます。ビルド番号はここには表示されませ

ん。 

 ライセンス： 所有しているライセンスを確認できます。 

 顧客数の上限： 各ライセンスには、顧客数に上限が設定されています。システムで管理できる非

アーカイブ顧客数の上限を確認できます。これに達すると、上限がより多いライセンスへのアップ

グレードが必要になります。 

 更新日： ライセンスがまだ有効であることを確認するために、システムは毎月ライセンスサーバ

に問い合わせを行います。ここに表示される日付は、次回の問い合わせ日を確認できます。 

ライセンスに関するお問い合わせは、Parallels 営業担当までご確認ください。 

システム情報をダッシュボードで表示

する 

システムで発生する重要なイベントについて管理者に通知するために、Business Manager は管理者の

注意が必要な情報を［ホーム］ページに表示します。具体的には、次のような情報が表示されます。 

 新規契約者（保留中の顧客）。 

新規顧客が注文を完了すると、［保留中の顧客］リストに表示され、管理者による承認待ちとなり

ます。アカウントを確認してから、各アカウントをアクティブ化、キャンセル、または不正として

マークを付けることができます。アカウントがアクティブ化された顧客のみ、システムにログイン

することができます。あるアカウントが不正である疑いがある場合や、別の理由でアカウントをア

クティブ化したくない場合は、契約をキャンセル処理するか、将来的に参考にするために不正とし

てマークを付けることができます。どちらのオプションを選択する場合も、顧客アカウントは

Business Manager に保持されます。 

新規注文の処理を完全自動化したい場合は、FraudGuardian を有効化してください。 

 システム統計（システム概要）。 

このウィジェットは、顧客数、契約数、請求書数などの統計情報を表示します。 

 接続された Panel とのオブジェクトの同期についての情報（統計を同期）。 
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Business Manager は、新しいプラン、顧客、または契約が登場すると、接続された Panel にこれ

らを追加します。関連オブジェクトを実際の状態に保つために、Business Manager は 5 分ごとに

同期を行います。つまり、Business Manager オブジェクトの 新状態と一致するように、Panel
オブジェクトを更新します。同期中にエラーが発生した場合、［ビジネスモニタリング］>［タス

ク］ページから同期を手動で実行するか、「トラブルシューティング」セクションでその他の指示

を確認してください。 

 管理者の注意や対応が必要なアイテム（To-do アイテム）。 

例えば、ホスティング契約が正しくプロビジョニングできていない場合や、顧客のドメイン登録で

何らかの問題が発生している場合があります。このような場合、Business Manager は管理者に通

知するために To-do アイテムを作成し、［ホーム］ページに表示します。 
 

顧客を管理する 

ここから、顧客管理のすべての業務を実行できます。新規顧客を承認したり、アーカイブまたは非ア

ーカイブ顧客を表示したり、新規顧客を追加することができます。また、顧客に関する統計情報や顧

客の詳細情報を確認することもできます。 
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新規顧客を追加する 
新規顧客のレコードを Business Manager システムに追加する方法には、管理インターフェース

（Business Manager 管理者が利用可能）経由と注文プロセス経由の 2 種類があります。 

管理インターフェースで顧客を追加する場合、顧客の詳細、連絡先の詳細、課金アカウントの追加を

一度に行います。それぞれの顧客アカウントには、複数の連絡先が関連付けられます。このステップ

では、 初の連絡先を指定します。 

 顧客アカウントを追加するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で［新しい顧客を追加］をクリックしま

す。 

2. ［一般設定］および［メイン連絡先情報］を入力します。 

3. 顧客の課金アカウントをセットアップします。 

4. ［顧客を追加］をクリックします。 

顧客アカウントの追加プロセスが完了しました。これで、このアカウントの詳細を表示したり、［顧

客 ID］をクリックすることによって契約の追加や請求書の生成を開始することができます。 

既存の顧客を管理する 
Business Manager では、［顧客の概要］ページ経由で顧客を管理することができます（［顧客］をク

リックし、顧客を選択します）。［顧客の概要］ページには、連絡先の詳細、様々な課金情報、契約

の詳細、および顧客に送信される通知がリストされます。 

顧客アカウントの詳細を管理するには、［ビジネスオペレーション］>［顧客］に進み、表示したい顧

客を探して、アカウントの「フルネーム」をクリックします。 
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このセクションの内容: 

課金アカウントおよび詳細を管理する ................................................................................. 431 
顧客請求書を管理する ....................................................................................................... 434 
顧客の詳細を管理する ....................................................................................................... 436 
管理アクションを実行する ................................................................................................... 438 
顧客アカウントに貸方を記入する ........................................................................................ 439 
FraudGuardian チェック結果を表示する ............................................................................ 439 
請求書を管理する .............................................................................................................. 439 
ノートを追加する ................................................................................................................ 440 
統計情報を表示する .......................................................................................................... 441 
顧客アカウントを表示する .................................................................................................. 441 
新規顧客アカウントを確認する ........................................................................................... 441 
契約の詳細を表示する ....................................................................................................... 442 
メールを一括送信する ........................................................................................................ 442 
カスタムメールを送信する ................................................................................................... 444 
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課金アカウントおよび詳細を管理する 

このセクションの内容: 

課金アカウントを追加する .................................................................................................. 432 
課金アカウントを編集する .................................................................................................. 433 
アカウンティングの合計を表示する ..................................................................................... 433 
課金アカウントの概要を表示する ........................................................................................ 434 
 

 

課金アカウントを追加する 

 課金アカウントを顧客アカウントに追加するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で特定のアカウントをクリックします。 

2. ［課金アカウント概要］セクションで［課金アカウントをすべて表示する］をク

リックします。 

3. 新しい顧客アカウントを追加したい連絡先を選び、［課金アカウントをメイン

連絡先に追加する］をクリックします。 

4. この顧客に追加したい課金アカウントのタイプを選択します。 

5. 上のステップ4で選択した課金アカウントのタイプに応じて、詳細を入力し

ます。 

6. ［課金アカウントを保存］をクリックします。 
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課金アカウントを編集する 

顧客のアカウントに関連付けられた課金アカウントを編集することができます。 

 下記にアカウントを編集するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で特定のアカウントをクリックします。 

2. ［課金アカウント概要］セクションで［課金アカウントをすべて表示］をクリッ

クします。 

3. （もしあれば）すべての課金アカウントと、それらに関連する連絡先のリス

トが表示されます。 

4. 変更したい課金アカウントをリストから探し、名前をクリックします。 

5. アカウントの詳細を編集します。 

6. 暗号化がオンになっている場合、暗号パスフレーズを入力してください。 

7. ［課金アカウントを更新］をクリックします。 

注：課金アカウントを削除するには、［実行可能なオペレーション］で［削除］をクリックします。 

アカウンティングの合計を表示する 

このセクションでは、［顧客の概要］ページで確認できるアカウントおよび残高情報について説明し

ます（［ビジネスオペレーション］>［顧客］で顧客名をクリックしてアクセスします）。 

売掛金： 顧客が支払うべき金額。［売掛金］リンクをクリックすると、顧客の支払履歴の詳細も確認

できます。 

クレジット： このオプションによって、顧客にクレジットすることができます。 

買掛金： 顧客に支払うべき金額。 

払い戻し： 合計払戻額を示します。 

経費： 経費を示します。 
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課金アカウントの概要を表示する 

［課金アカウント概要］は、課金アカウントの数をタイプごとにカウントします。このセクションで、

メイン連絡先に課金アカウント追加することもできます。「課金アカウントを追加する（432ページ）」

を参照してください。 

また、この顧客のすべての課金アカウントを参照することもできます。これには、［課金アカウント

をすべて表示］リンクをクリックしてください。この顧客アカウントのすべての課金アカウントのリ

ストが表示されます。 

また、［コールバック履歴を表示］リンクをクリックして、コールバックログを参照することもでき

ます。 

顧客請求書を管理する 

 

このセクションの内容: 

請求履歴を表示する .......................................................................................................... 434 
請求書を生成する .............................................................................................................. 434 
カスタムの 1 回払い請求書を追加する ............................................................................... 435 
顧客の支払を受領する ....................................................................................................... 435 
 

 

請求履歴を表示する 

請求履歴には、満期の請求書と支払済みの請求書が表示されます。また、このページで、この顧客の

すべての請求書の表示、請求書の生成、顧客からの支払の受領、単一の請求書の追加なども実行でき

ます。 

 すべての請求書を表示するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で特定のアカウントをクリックします。 

2. ［課金アカウント概要］セクションで［課金アカウントをすべて表示］をクリッ

クします。 

（既に生成された請求書があれば）請求書のリストが表示されます。 

請求書を生成する 

 請求書を生成するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で特定のアカウントをクリックします。 
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2. ［請求書概要］セクションで［請求書を生成］をクリックします。 

3. 生成設定を指定して、［続行］ボタンをクリックします。 

4. 請求書をプレビューすることを選択した場合、レビューしてから、［請求書生

成に進む］ボタンをクリックしてください。 
 

カスタムの 1回払い請求書を追加する 

Business Manager では、1 回払いの請求書を作成することができます。 

 1 回払い請求書を生成するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で特定のアカウントをクリックします。 

2. ［請求書概要］セクションで［カスタム請求書を追加］をクリックします。 

3. 表示されるフォームに、必要な情報を入力します。 

1. 請求書の簡単な説明を入力します。 

2. また、詳細な説明も入力できます。 

3. 請求日を設定します。 

4. 請求額を入力します。 

5. 顧客に請求書付きのメールを送信したい場合は、チェックボックスをオンにしてください。 

6. 収益を繰り越す期間を設定します。 

4. 提供したサービスに対する手動払いを受け付ける場合、［支払も適用する］の

横のチェックボックスをオンにしてください必要なすべての情報を入力しま

す。 

5. ［請求書の処理］をクリックします。 
 

顧客の支払を受領する 

 顧客の支払を受領するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で特定のアカウントをクリックします。 

2. ［請求書概要］セクションで［顧客の支払を受領］をクリックします。 

3. 請求する請求書を選択します。 

4. 暗号化がオンになっている場合、LEK PIN入力してください。 

5. ［アカウントに請求］をクリックします。 
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顧客の詳細を管理する 

［顧客の概要］ページで、顧客の詳細の編集、顧客アカウントのプロパティの管理、新しいメイン/追
加連絡先の追加、または既存の連絡先の編集を実行できます。 

 

このセクションの内容: 

顧客の詳細、ステータス、課金アカウントを編集する ............................................................ 436 
連絡先を管理する .............................................................................................................. 437 
顧客アカウントプロパティを編集する ................................................................................... 437 
 

 

顧客の詳細、ステータス、課金アカウントを編集する 

 顧客の詳細を編集するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックします。 

2. ［顧客の詳細］セクションで［詳細を編集］をクリックして、詳細情報を更新

します。 

3. ［保存］をクリックします。 
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連絡先を管理する 

Business Manager では、1 つの顧客が複数の連絡先を持つことができます。いずれかの連絡先がメイ

ン連絡先として設定され、他のすべての連絡先は追加連絡先となります。［顧客の概要］ページで、

新規連絡先の追加、既存の連絡先の編集、メイン連絡先としてログイン、パスワードのリセットと再

送信を実行できます。 

 新規連絡先を追加するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックします。 

2. ［メイン連絡先］セクションで［新しい連絡先を追加］をクリックします。 

3. 連絡先情報を指定して、［保存］をクリックします。 

 連絡先を編集するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックします。 

2. ［メイン連絡先を編集］リンクをクリックします。 

3. 必要なすべての情報を編集して、［保存］をクリックします。 
 

顧客アカウントプロパティを編集する 

［顧客の概要］ページには、顧客関連のプロパティのリストが表示されます。システムは、これらを

使用して、当該プロパティを持つ顧客に特定のロジックを適用します。例えば、プロパティを使用し

て割引を適用することができます。また、顧客のプロパティを編集することもできます。 

 プロパティを編集するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックします。 

2. ［プロパティ］セクションまでスクロールします。 

3. ［顧客アカウントのプロパティを編集］リンクをクリックします。 

4. 属性がアクティブか否かを指定します。 

5. 内部値を設定します。 

6. ［すべて保存］をクリックします。 
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管理アクションを実行する 

管理アクションとは、顧客のアカウントを迅速に管理するためのアクションの集合です。現在の管理

アクションには、以下が含まれます。 

 顧客アカウントを一時停止： 顧客のアカウントを一時停止したい場合は、このオプションをオン

にします。このように設定すると、この顧客は顧客エリアにログインできなくなります。 

 顧客アカウントをキャンセル： このオプションは、サービスを終了したいと連絡してきた顧客に

対して使用します。この顧客は顧客エリアにログインできなくなります。 

 顧客アカウントをアーカイブ： 顧客をアーカイブすると、本質的に、この顧客は機能しなくなり

ます。アーカイブされた顧客は、ライセンス数カウントの対象外となります。顧客に関連するレコ

ードは保持されますが、この顧客に対していかなる機能も実行できなくなります（未払残高の支払

の回収など）。 
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顧客アカウントに貸方を記入する 

顧客アカウントに、現金（貸方）をデポジットすることができます。この現金は、契約の支払時に

初に利用されます。貸方残高がなくなると、サービスの支払には、顧客のデフォルトの支払方法が使

用されます。 

 貸方を記入するには： 

1. ［顧客］で、顧客のフルネームをクリックします。 

2. ［会計合計］セクションで［貸方を記入］をクリックします。 

3. フォームに入力し、［貸方を記入］をクリックします。 

顧客の貸方残高を更新してから、顧客の概要ページで［貸方］をクリックして、顧客の貸方残高の変

更履歴を表示することができます。 

FraudGuardian チェック結果を表示する 

Business Manager で、受注に不正がないかどうかを確認することができます。［顧客の概要］ページ

で、各顧客の注文ごとに、このチェックの結果を参照することができます。 

 FraudGuardian の結果を表示するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で特定のアカウントをクリックして、［顧

客の概要］ページに進みます。 

2. ［不正チェックの結果］セクションで、編集したい契約の横の［追加データを

表示/非表示］リンクをクリックします。 

ページのセクションに、各注文の不正スコアの合計や追加情報（IP、顧客の銀行情報、メールアドレ

ス、プロキシなど）が表示されます。  

請求書を管理する 

［顧客の概要］ページで、特定の顧客に対する請求書を参照することができます。 新の請求書のリ

ストが表示され、該当するリンクをクリックすることによってすべての請求書を表示することができ

ます。このセクションから、請求書の基本情報（請求書番号、金額、入力日、期日、およびステータ

ス）を参照できます。［実行可能なオペレーション］列には、請求書を管理および印刷するオプショ

ンがあります。 

 請求書を管理するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックして［顧

客の概要］ページに進みます。 

2. ［ 新の請求書］セクションで、編集したい請求書の横の［詳細］リンクをク

リックします。 
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注記：請求書管理（464ページ）の画面が表示されます。ここには、特定の請求書の［会計］>［請求

書］からもアクセスすることができます。 

ノートを追加する 

［顧客の概要］ページの［ 近のノート］セクションには、この顧客に対して追加した 新数件のノ

ートが表示されます。これらのノードは厳密に内部処理され、管理者に対して追加情報を提供するだ

けです。 

 新規ノートを追加するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックして［顧

客の概要］ページに進みます。 

2. ［ 近のノート］セクションで［ノートを読む/追加］をクリックします。 

3. ［ノートのテキスト］ボックスに情報を追加します。 

4. ノートを追加します。 
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統計情報を表示する 

「クイック統計」は、「ステータス別の顧客」と「トレンドレポート」という 2 つのセクションに分

類されます。上のセクションに顧客が持つことができるステータスがリストされ、各ステータスの下

に、カテゴリごとの顧客数が表示されます。この数字はリンクとなっており、クリックすると、この

タイプのすべての顧客をリストする画面が表示されます。例えば、保留中のすべての顧客のリストを

参照したい場合は、「保留」の下の数字をクリックします。顧客数の下には、顧客数全体に占める各

カテゴリの割合が表示されます。トレンドレポートは、実際には 1 つのレポートだけをリストします。

このレポートは過去 1 年間の新規登録をすべて表示します。 

顧客の統計情報を参照するには、［ビジネスオペレーション］>［顧客］>［クイック統計］に進みま

す。 

このページには円グラフも表示され、それぞれの数字とカテゴリを表すキーが示されます。 

顧客アカウントを表示する 

Business Manager には「非アーカイブ」と「アーカイブ」の 2 種類の顧客アカウントがあります。こ

のステータスに応じて、顧客アカウントをフィルタリングすることができます。 

Business Manager システムに登録された大部分の顧客の情報は、［顧客］で確認することができます。

すべての顧客が、ライセンス数カウントの対象外となります。初期状態では、ステータスが保留、ア

クティブ、キャンセル済み、不正、一時停止済み、非アクティブ、却下済みのすべての顧客が、 新

のものから順にリストされます。列ヘッダをクリックすると、そのヘッダを基準に顧客データが並べ

替えられます。 

 顧客アカウントを表示するには： 

［ビジネスオペレーション］>［顧客］に進みます。これによって、アカウントリストが表示されます。 

［顧客 ID］または［詳細］リンクをクリックすると、リストされている各顧客の［顧客の詳細］画面

が表示されます。 

［顧客］リストでメールアドレスをクリックすると、この顧客にメールを直接送信することができま

す。様々なリッチテキストツールを使用して、これらのメールの書式を設定することができます。 

新規顧客アカウントを確認する 

不正防止ポリシーで［すべての受注を手動で承認］を選択した場合、［ホーム］ページの［新規顧客］

グループに、承認待ちのすべての新規顧客アカウントのリストが表示されます。 

特定の注文についての情報を参照するには、［レビュー］をクリックします。注文の確認後、［アク

ティブ化］または［キャンセル］チェックボックスをオンにして、［送信］をクリックします。 

注：［キャンセル］オプションを選択する場合は、［送信］ボタンをクリックする前に、リストの一

番下の［このリスト内の顧客に契約キャンセルのポリシーを設定する］ドロップダウンメニューで適

切なキャンセル機能を必ず選択してください。 
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新規アカウントを手動で確認しない場合は、［すべての設定］>［不正防止設定］ページで不正防止ポ

リシーを変更してください。 
 

契約の詳細を表示する 

Business Manager の［顧客の概要］ページでは、［契約の詳細］セクションと［ 新の契約］セクシ

ョンから顧客の契約を管理することができます。［契約の詳細］ページには、顧客が所有する契約の

数が表示されます。管理者はここで、顧客に契約を追加することができます。［ 新の契約］セクシ

ョンには、特定の契約の詳細が表示されます。管理者はここで、契約を管理することができます。契

約管理について詳しくは、「契約を管理する（445ページ）」を参照してください。 

メールを一括送信する 

特定のイベントが発生した時に Business Manager から送信される自動メール（177ページ）に加え、

選択した顧客にメールを手動で送信することもできます。これは、すべての顧客または選択した顧客

に向けてアナウンスを送信する必要がある場合に便利です。 

自動メールの場合も、手動で送信したメールの場合も、必要に応じて、すべての受信者にメールを再

送信することができます。 

 

このセクションの内容: 

メールを送信する ............................................................................................................... 443 
以前に送信したメールを再送する ....................................................................................... 443 
最近送受信したメールを表示する ....................................................................................... 444 
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メールを送信する 

 メールを送信するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［メール］>［メール送信］から、メール送信ウィ

ザードに進みます。 

2. メールの宛先を指定します。 

a. 顧客フィルタを使用して、送信先の顧客を定義します。顧客IDは、コ

ンマで区切って入力するか、必要に応じてステータス、顧客グループ、

サーバ、Panelグループ、およびプランでフィルタします。 

b. 顧客のメイン連絡先だけにメールを送信するか、すべての連絡先に

送信するかを選択します。 

3. ［メールテンプレート］の下で、テンプレートを選択します。 

テンプレートリストには、ユーザが定義したメールのグループのテンプレートのみが含まれていま

す。 

4. ［次へ］をクリックします。 

指定したパラメータ（顧客パラメータおよび連絡先）に従ってフィルタされたメールアカウントの

リストが表示されます。 

5. 連絡先のリストが正しいことを確認し、［次へ］をクリックします。 

あるいは、［戻る］をクリックして前のステップに戻り、顧客フィルタまたは連絡先の設定を変更

します。 

6. 後の画面に、送信しようとしているメールについてのすべての情報が表示

されます。メールのプロパティ（受信者、メールプロパティ、メールメッセ

ージの本文）を確認して［送信］をクリックします。 

メールが送信され、［メールを表示］リストに表示されます。 

以前に送信したメールを再送する 

 メールを再送するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［メールアドレス］に進みます。 

2. 再送したいメールを選択して［再送］をクリックします。 
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近送受信したメールを表示する 

［顧客の概要］ページの［ 近のメール］セクションには、クライアントに送信した 新 5 件分のメ

ールのリストが表示されます。それぞれのエントリについて、以下の情報が表示されます。 

件名： 名前と ID をクリックすると、表示、編集、またはメールを再送することができます。 

タイムスタンプ： メールがクライアントに送信された日時が含まれます。 

また、メールの件名をクリックすると表示されるページで、メールを再送したり、メールを編集する

ことができます。 

カスタムメールを送信する 

 カスタムメールを送信するには： 

1. メールを送信したい顧客の詳細ページに進みます。 

2. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で表示される顧客リストで、顧客のメー

ルアドレスをクリックします。 

3. デフォルトで、顧客のメールアドレスは既に［連絡先］リストに登録されてい

ます。このアドレスが正しくない場合は、必要な変更を加えてください。 

4. 次に、このメールにCCを加える必要があれば、［CCアドレス］フィールドに

メールアドレスを入力します。 

5. 次に、このメールにBCCを加える必要があれば、［BCCアドレス］フィールド

にメールアドレスを入力します。 

6. ［メッセージの件名］フィールドに件名を入力します。 

7. ［メッセージ本文］フィールドにメールメッセージを入力します。 

8. ［送信］をクリックします。 
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契約を管理する 

顧客に販売するサービスまたはリソースは、プランをまとめられます。契約とは基本的に、決められ

た期間だけサービスまたはリソースを使用することの許可です。 

契約は、Business Manager において接続ポイントとしても機能します。請求書は契約と関連付けられ

ています。これはアドオンについても同様です。顧客は、ライフサイクル中の各段階で異なる契約を

持つことができ、この場合、アドオンと請求内容も別になります。プランに対する契約は、顧客に課

金するための前提条件となります。1 つ以上の契約がアカウントに関連付けられていない限り、顧客に

対して課金することはできません。 

Business Manager で処理する契約は、ドメイン契約とその他の契約の 2 つに大別されます。ドメイン

契約は、顧客が Business Manager 経由でドメインを購入または移管すると作成されます。 

 

このセクションの内容: 

新しい契約を顧客アカウントに追加する .............................................................................. 446 
契約の詳細を表示する ....................................................................................................... 446 
契約のステータスを変更する .............................................................................................. 446 
契約をアクティブ化または一時停止する .............................................................................. 448 
ホスティング契約をキャンセルする ...................................................................................... 449 
契約タスクを実行する ......................................................................................................... 450 
契約を編集する .................................................................................................................. 451 
契約をアップグレードまたはダウングレードする ................................................................... 451 
アドオンを契約に追加する .................................................................................................. 453 
アドオンをプロパティ付きで表示する ................................................................................... 454 
契約のプロパティを表示する .............................................................................................. 454 
契約を移管する .................................................................................................................. 455 
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新しい契約を顧客アカウントに追加する 
通常、顧客がオンラインストアでプランを契約すると、Business Manager がこれらの契約を自動的に

作成します。ただし、1 つの Business Manager サーバから他のサーバに既存の契約を移動したい場合

には、顧客の契約を管理者が手動で追加する必要があります。 

顧客アカウントに契約を追加するには、［ビジネスオペレーション］>［顧客］><顧客名> に進み、［新

しい契約を追加］をクリックしてください。サービスプランと課金サイクルを選択するよう指示され

るので選択し、続いて、選択したプランに応じて契約の詳細を指定します。  

契約の詳細を表示する 

 契約の詳細を表示するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進みます。 

2. 表示したい契約の名前をクリックします。 

表示されるページには、一般情報、契約のステータス、価格情報、契約のキャンセルポリシー、契約

日、支払情報を含む契約の詳細が表示されます。ここでは、プランに関するコメント、 新の請求書

に関する情報、および契約のアドオンとプロパティを表示することや、契約に関連付けられたサーバ

を変更することもできます。再割当によって、契約は別のパネルに関連付けられます。ただし、実際

のホスティングアカウントは移動されません。 

契約のステータスを変更する 
Business Manager には、様々な契約ステータスがあります。これらのステータスは、挙動に応じてい

くつかのグループに分類できます。 

 アクティブ： も一般的なステータスです。アクティブな契約は、名前が示す通り、顧客によっ

てアクティブに使用されています。現在のホスティング契約、ソフトウェアライセンス、またはサ

ービス契約があります。「アクティブ」とマークされた契約は請求対象となります。 

 保留中： 契約を購入した直後のステータスです。保留中の契約は、一度だけ請求されます。 

 キャンセル済み： キャンセルされた契約は、この契約を保管しているストアから削除または一時

停止されます。これらの契約は請求されません。 

重要： 契約のステータスを手動で「キャンセル済み」に変更しても、キャンセルされません。契

約をキャンセルするためには、ポリシーを使用してください。 

 一時停止済み： 契約を一時停止すると、契約者はサービスプランのリソースにアクセスできなく

なります。これらの契約は、サーバ全体に対する設定（171ページ）で定義されていれば、請求さ

れます。 

 更新保留： ドメイン登録が含まれる契約のみに適用されます。ドメインの更新日が近づくと、顧

客に対して請求書が送信され、契約のステータスがこの値に変わります。顧客が請求書に対して支

払を完了し、レジストラがドメイン登録を更新すると、契約のステータスは再び「アクティブ」に

なります。［更新保留］のマークが付いた契約は請求されません。 
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 完了済み： このステータスは、契約を利用できる課金サイクル数に制限があり、この上限に達し

た後で適用されます。 

 移管済み： 顧客間で契約を移管すると、契約が「移管済み」とマークされます。これらの契約は

請求されません。 

 失敗： 一般に、このステータスは契約のプロビジョニングが失敗すると設定されます。 

 不正： FraudGuardian モジュールが顧客を「不正」と見なすと、契約にこのステータスが割り当

てられます。 

 期限切れ： 「期限切れ」とマークされた契約は請求対象となりません。 

 送信済み： 「送信済み」とマークされた契約は請求対象となりません。 

「アクティブ」または「一時停止済み」以外のステータスの契約に対する請求書は、［顧客の概要］

ページで請求書を手動で生成することによって作成することができます。 

また、自動的に設定されない以下のようなステータスもあります。 

 停止済み： 「停止済み」とマークされた契約は請求対象となりません。 

 開始済み： 「開始済み」とマークされた契約は請求対象となりません。 

 コレクション： このステータスは、長期間にわたって引き落としがなかった一時停止済みの契約

に対して割り当てます。これによって、債権回収部門による問題のある契約者の特定および処理が

簡素化されます。 

 処理中： 「処理中」とマークされた契約は請求対象となりません。 

挙動があまり変わらないのに、なぜこのように様々なステータスがあるのでしょうか。例えば、

Business Manager を使用してホスティングとウェブデザインを販売しており、ウェブデザインの契約

については「アクティブ」や「完了済み」以外のステータスを適用したい場合があります。契約を開

始して処理中にしたい場合や、プロジェクトが完了していなくても何らかの理由でプロジェクトを停

止して非アクティブにしたい場合があります。これらの追加のステータスを指定することによって、

Business Manager の一般情報をトラッキングすることができます。契約のステータスはいつでも変更

できます。 

 契約のステータスを確認するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進みます。ページに、システム内のす

べての契約が表示されます。 

2. 編集したい契約を探し、名前をクリックします。 

3. ［実行可能なオペレーション］列の［編集］をクリックします。 

4. ［契約ステータスのオプション］セクションを探します。該当するフィールド

に新しいステータスを入力し、理由を変更します。 

5. ［保存］をクリックします。 

注：この契約が属する顧客の［顧客の概要］ページから、契約ページにナビゲートします。［契約の

詳細］ボックスで［契約をすべて表示］をクリックし、編集したい契約を探します。 
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契約をアクティブ化または一時停止する 
注： 契約を一時停止/アクティブ化するためには、顧客の契約をコントロールパネルに関連付ける必要

があります。関連付けていない場合、このアクションがインターフェースに表示されません。 

 契約をアクティブ化または一時停止するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進みます。 

2. 一時停止またはアクティブ化したい契約の名前をクリックします。 

3. 契約の現在のステータスに応じて、［一時停止］または［アクティブ化］をク

リックします。 

4. イベントキューを実行すると、契約は「一時停止済み」または「アクティブ化

済み」に設定されます。 
 



 

 Business Manager 管理 449 
 

ホスティング契約をキャンセルする 
契約がパネルグループと関連付けられている場合（つまり、ホスティングアカウントが作成された場

合）、以下の 1 番目の方法に従ってください。契約がパネルグループに関連付けられていない場合、2
番目の方法にスキップしてください。 

 パネルグループに関連付けられている契約をキャンセルするには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進みます。 

2. キャンセルしたい契約の名前をクリックします。 

3. ［実行可能なオペレーション］アイテムが表示されたら、［編集］リンクをク

リックします。 

4. ［サーバ］セクションで、［実行可能なオペレーション］列の鉛筆アイコンを

クリックします。 

5. ウィンドウが表示されたら、ドロップダウンメニューで［キャンセル済み］を

選択し、［編集］ボタンをクリックします。 

システムイベントが作成されます。システムで自動化のセットアップが行われている場合は、イベン

トは自動的に実行されます。行われていない場合は、イベントを実行します。 

 パネルグループに関連付けられていない契約をキャンセルするには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進みます。 

2. キャンセルしたい契約の名前をクリックします。 

3. ［実行可能なオペレーション］アイテムが表示されたら、［編集］リンクをク

リックします。 

4. ［ステータス］ドロップダウンメニューから［キャンセル済み］を選択します。 

5. ［保存］ボタンをクリックします。 
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契約タスクを実行する 
契約タスクを実行するには、次の 2 つの方法があります。 

 一度に実行する 

 1 件ずつ実行する 

契約タスクを一度に実行するには、［ビジネスモニタリング］>［タスク］ページで［すべて実行］リ

ンクをクリックします。 

注： すべてのタスクを一度に実行すると、契約関連のタスク以外にもすべてが処理されます。 

単一の契約タスクを実行するには、［ビジネスモニタリング］>［タスク］の［1 回限りのタスク］タ

ブに表示されるリストからタスクを探し、このタスクの［実行可能なオペレーション］メニューで［今

すぐ実行］リンクをクリックします。 
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契約を編集する 
通常、Business Manager は、プランの設定および契約者から提供された情報に基づいて契約を自動的

に作成しますが、個々の契約の特定の設定を手動で変更することができます。例えば、契約のカスタ

ム名を指定したり、ステータスを変更することができます。 

ビジネスをより柔軟にするために、Business Manager では、個々の契約に対してプランの設定を顧客

特有の値で上書きすることができます。これは、キャンセルポリシーにより厳格なルールをセットア

ップしたり、課金サイクルを変更したい場合に便利です。契約の設定の完全なリストを表示したり、

設定を変更するには、契約ページで［設定を変更］リンクをクリックします。 

契約の価格を編集する 

新しい契約の価格は、プランの価格に割引とクーポンを適用した金額となります。ただし、状況によ

っては、カスタム価格を指定したり、カスタマイズした税、クーポン、割引を契約に適用する必要が

あります。これには、［契約の価格］ページで契約の価格を編集します（契約の概要ページで、［実

行可能なオペレーション］から［価格を編集］をクリックします）。 

また、スケーラブルなウェブホスティング（つまりプラン制限を超過してリソースを利用する）がホ

スティングプランの設定で許可されている場合は、このページでカスタムのリソース使用価格を設定

することもできます。 

プラン設定を変更する際のカスタム契約価格の上書きを禁止するには、［契約の価格］ページで該当

するチェックボックスをオンにして、この契約の価格をロックしてください。 

注： プラン設定を変更する時に適切なオプションを指定すれば、ロック済みの契約と未ロックの契約

の両方を引き続き上書きすることができます。 

契約をアップグレードまたはダウングレードする 
契約をアップグレードまたはダウングレードする前に、アップグレード/ダウングレード用にプランを

構成したことを確認してください。詳しくは、「プランをアップグレードまたはダウングレードする

（250ページ）」セクションを参照してください。 

 契約をアップグレードするには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックします。 

2. アップグレードしたい契約の名前をクリックします。 

3. 表示される［実行可能なオペレーション］フォームで［アップグレード］をクリ

ックします。 

 契約をダウングレードするには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］で、顧客のフルネームをクリックします。 

2. ダウングレードしたい契約の名前をクリックします。 
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3. ［オペレーションメニューを表示/非表示］をクリックし、表示される［実行可

能なオペレーション］フォームで［ダウングレード］をクリックします。 

契約をアップグレードまたはダウングレードする際は、下で説明する 3 つのオプションから選択する

ことができます。 

 今すぐアップグレード/ダウングレードして、日割クレジットを適用する： これをオンにした場合、

システムは以下を実行します。 

 現在の課金サイクルの 終日までの残日数分の料金を、クレジットとして顧客アカウントに追

加します。 

 タイプが「アップグレード料金」または「ダウングレード料金」の契約を作成します。契約の

価格は、顧客がアップグレードまたはダウングレードするプランの価格（課金サイクルの 終
日までの残日数分）です。 

 ［請求書を今すぐ生成］をオンにすると、システムは現在の課金サイクルでこの契約の請求書

を作成します。次回の請求書（新しいプランに対する請求書）は、次の課金サイクル前に通常

通りに生成されます。［請求書を今すぐ生成］をオフにすると、請求書は「ProcessInvoices」
イベントの次回実行時に生成されます。通常、このイベントは毎日実行されます。 

 クレジットを新しい請求書に適用します。 

 アップグレードまたはダウングレードされた契約をプロビジョンするイベントを Panelに作成

します。 

 今すぐアップグレード/ダウングレードして、日割クレジットを適用しない： これをオンにした場

合、システムは以下を実行します。 

 アップグレードまたはダウングレードされた契約をプロビジョンするイベントを Panelに作成

します。次回の請求書（新しいプランに対する請求書）は、次の課金サイクル前に通常通りに

生成されます。このケースでは、［請求書を今すぐ生成］オプションは考慮されません。 

注： 現在の課金サイクルが終了するまでは、この契約をもう一度アップグレード/ダウングレ

ードすることはできません。 

 期間末： これをオンにした場合、システムは以下を実行します。 

 Business Manager の契約をアップグレードまたはダウングレードし、次の課金サイクルから
プロビジョンします。次回の請求書（新しいプランに対する請求書）は、次の課金サイクル前

に通常通りに生成されます。このケースでは、［請求書を今すぐ生成］オプションは考慮され

ません。 
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アドオンを契約に追加する 

 アドオンを契約に追加するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進みます。 

2. アドオンを追加する契約の名前をクリックします。 

3. ［実行可能なオペレーション］列の［アドオン］をクリックします。 

4. ［新しいアドオンを追加する］をクリックします。 

5. プランのリストから、顧客アカウントに追加したいアドオンを選択します。 

6. 必要に応じて価格を更新します。 

7. ［追加］ボタンをクリックします。 
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アドオンをプロパティ付きで表示する 

 契約アドオンを表示するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進み、契約名をクリックします。 

2. 表示される［実行可能なオペレーション］フォームで［アドオン］をクリック

します。 

読み込まれるページに、特定の契約に対するアドオンとその詳細が表示されます。ここで、各アドオ

ンの横のアイコンをクリックして、アドオンを編集したり、アドオンのプロパティを表示することが

できます。 

ここでは、契約アドオン（453ページ）を追加または変更することもできます。 

契約のプロパティを表示する 

 契約のプロパティを表示するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進み、契約名をクリックします。 

2. 表示される［実行可能なオペレーション］フォームで［プロパティ］をクリッ

クします。 

契約プロパティをリストするページが開きます。 

このページで、以下の操作ができます。 

 プロパティの詳細を表示する。 

 プロパティまたはその値を、値の横の［編集］アイコンをクリックして編集します。 
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契約を移管する 
Business Manager では、管理者が顧客から顧客へ契約を移管することができます。 

 契約を移管するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［契約］に進み、移管したい契約名をクリックし

ます。 

2. 表示される［実行可能なオペレーション］フォームで［契約を移管］をクリッ

クします。 

3. 表示されるフォームに、契約の移管先とする顧客のIDを入力します。 

4. この契約に対して支払うための課金アカウントを指定し、移管を確定しま

す。 
 

手動支払を実行する 

 

このセクションの内容: 

クレジットカードを使用して請求書を支払う .......................................................................... 456 
認証のみの支払を回収する................................................................................................ 456 
未回収の現金を回収する ................................................................................................... 456 
払い戻しを指示する ........................................................................................................... 457 
支払キューを生成して実行する .......................................................................................... 458 
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クレジットカードを使用して請求書を支払う 

 クレジットカードを使用して請求書を支払うには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］で表示されるリストで請求書を選択し

ます。 

2. 請求書ページが表示されたら、ページ上部の［クイックリンク］セクションで

［クレジットカード決済を受け取る］リンクをクリックします。 

3. この請求書を支払うためのゲートウェイを選択し、［次へ］をクリックしま

す。 

4. 支払情報を必要に応じて入力します。 

5. ［請求］をクリックします。 

注： このタイプの支払は、仮想端末機能を使用して実行します。詳しくは、「仮想端末を使用してゲ

ートウェイをテストする（156ページ）」セクションを参照してください。 

認証のみの支払を回収する 

 認証のみの支払を回収するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］で表示されるリストで請求書を選択し

ます。 

2. 請求書ページが表示されたら、ページ上部の［ツール］セクションで［クレジ

ットカード決済を受け取る］リンクをクリックします。 

3. 認証のみの請求に使用するゲートウェイを選択し、［次へ］をクリックしま

す。 

4. 支払情報を必要に応じて入力します。 

5. ［請求アクション］ドロップダウンメニューで［認証のみ］を選択します。 

6. ［請求］ボタンをクリックします。 

このトランザクションはカードの検証だけを行い、実際の請求は行いません。 

未回収の現金を回収する 

 未回収の支払を回収するには： 
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1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［未回収の現金］タブに進みます。 

2. 現金を回収したいすべてのレコードの横のチェックボックスをクリックしま

す。チェックを入れたレコードは赤くハイライトされます。 

3. ［現金を回収］をクリックします。 

注： ［現金を回収］ボタンをクリックした後で、確認画面は表示されません。現金が自動的に回収さ

れます。 
 

払い戻しを指示する 

 払い戻しを指示するには： 

1. 払い戻しを指示する請求書（465ページ）に進みます。 

2. ［トランザクション］セクションにある［ステータス］列で［払い戻し］ボタ

ンをクリックします。 

3. 払い戻しの詳細情報が正しいことを確認します。パスフレーズ暗号化を使用

する場合、該当するフィールドにパスフレーズを入力します。 

4. ［はい、払い戻しを処理します］ボタンをクリックします。使用しない場合は、

［キャンセル］をクリックしてください。 
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支払キューを生成して実行する 
クレジットカードおよび銀行口座からのすべての支払を確定したい場合は、支払キューを生成して実

行します。キューの生成を選択すると、システムが既存の請求書のリストを分析し、支払のためのタ

スクを作成します。次に、構成に応じて、システムはタスクを実行するか、実行しません。 

 支払キューを生成して実行するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払］>［支払キュー］タブに進み、［支払キュー

を生成］をクリックします。 

2. 以下を設定します。 

請求書オプション：  

 支払キューに現在含まれているすべてのアイテムをクリアします： ボックスにチェックを

入れると、同じアイテムの重複を防止できます。 

 生成： 「新規」、「却下済み」、または「エラーが発生」のいずれかを選択します。 

 期日にのみ生成： ［はい］を選択すると、請求書の期日のみに基づいて支払キュー生成さ

れます。［いいえ］を選択すると、請求書の期日を問わずに支払キューが生成されます。 

 期日がこれ以前： ドロップダウンメニューから、支払キューの生成を実行する日付（また

はそれ以前の日付）を選択するか、［...］ボタンをクリックし、内蔵のカレンダを使用して

日付を設定します。 

 支払キューを生成するための請求書の数： 支払キューを生成する請求書の数を入力します。

「0」を入力すると、すべての請求書に対して支払キューが生成されます。 

実行オプション：  

失敗したアカウントに、金額を下げて請求を試行： このボックスをオンにすると、初期支払

処理が失敗した場合に、請求書より金額を下げて自動的に請求します。 

支払キューを実行： 「実行しない」または「後で実行（日付/時間）」のいずれかを選択しま

す。 

支払キューの実行日： ドロップダウンメニューから、支払キューを実行する日付を選択するか、

［...］ボタンをクリックし、内蔵のカレンダを使用して日付を選択します。 

トランザクションタイプ： 「請求」または「認証のみ」のいずれかを選択します。 

クレジットカード暗号化キーを入力： 暗号化設定をセットアップしたときに生成されたキーを

入力します。 

3. ［続行］をクリックします。 
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銀行振込を管理する 

このセクションでは、Customer & Business Manager で銀行振込がどのように処理されるのかを説明

し、銀行振込管理オペレーションをリストし、処理の自動化について説明します。これらのトピック

について、この章の各セクションで詳しく説明していきます。 

銀行振込処理の手順は、「銀行振込処理（41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: 

銀行振込処理はどのように機能するのか ........................................................................... 460 
サポートされるオペレーション ............................................................................................. 462 
自動処理を構成する .......................................................................................................... 464 
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銀行振込処理はどのように機能するのか 
このセクションでは、銀行振込処理の概要と、Business Manager に用意された銀行振込管理オペレー

ションについて説明します。 

銀行振込処理は、次のように機能します。 

1. 顧客が、オンラインストアで、銀行振込払い方式を使用して注文を送信します。 

2. Business Manager が、支払の詳細を保持する新しいトランザクションを作成します。 

3. このトランザクションは、未処理のバッチに追加されます。バッチとは、特別にフォーマットされ

たファイルで、ある銀行口座から他の口座へ送金するための指示が含まれています。バッチのフォ

ーマットは、オンラインストアに関連付けられた振込プラグイン（154ページ）に定義されていま

す。各プラグインは、1 つの未処理バッチを持ち、ステータスは常に「未処理」です。バッチが存

在しない場合、システムが作成して開きます。 

4. 未処理バッチ内のトランザクション数が決められた数に達するか、特定の期間が経過すると、シス

テムがこのバッチファイルの処理を開始します。バッチを終了する、一意の名前を設定する、バッ

チ内のトランザクションのステータスを「保留中」に設定する、新しいバッチを開く、などの処理

があります。 
システムに対して、バッチ処理を開始するように手動で要求することができます。 

 自動処理を構成する方法について詳しくは、「自動処理を構成する（464ページ）」を参照してく

ださい。 

注： 送金先の会計情報は、バッチ処理を担当する管理者のプロファイルから抽出されます。管理

者は、銀行振込マネージャ設定で変更することができます。 

5. バッチのステータスが「処理中」であれば、これをダウンロードして銀行に送信し、送金を実行す

ることができます。 

6. 銀行から応答を受け取ってから、バッチ内のトランザクションを承認または却下して、支払済みの

契約をアクティブ化します。承認済みトランザクションが 1 つ以上あれば、バッチステータスは「完
了済み」に設定されます。これは、バッチ内のトランザクションのステータスには影響を与えませ

ん。 

あるトランザクションを承認または却下した後で、これに変更を加えるには、このトランザクション

が含まれるバッチを削除するのが唯一の手段となります。バッチの削除は、このバッチ内に保留中の

トランザクションが 1 つ以上ある場合に限り、実行可能です。バッチを削除すると、バッチ内のトラ

ンザクションは、対応する新しいバッチに含められます。 

管理者は、新しいバッチからトランザクションを除外したり、新しいバッチにトランザクションを追
加することができます。これは、バッチ内の金額を調整したい場合や、トランザクションを再編成し

たい場合に便利です。 

Business Manager では、トランザクションの操作に次のような制約があります。 

 トランザクション数の調整は、新しいバッチ内のみで可能です（処理中、完了済み、または却下済

みのバッチは変更できません）。 

 バッチに追加できるのは、他のバッチに関連付けられていないトランザクションのみです。トラン

ザクションを解除するには、これが含まれる新しいバッチを削除します。 

 異なるプラグインに関連付けられた新しいバッチにトランザクションを移動することはできませ

ん。 
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後に、Business Manager は、ステータス別のトランザクションの合計額について情報を提供します。

この情報は、統計や監査の目的で便利です。 

各オペレーションの実行方法について詳しくは、「サポートされるオペレーション（462ページ）」を

参照してください。 
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サポートされるオペレーション 
このセクションでは、Business Manager で実行できるバッチおよびトランザクション関連のオペレー

ションをリストします。銀行振込の定期処理と、オペレーションに関する説明は、「銀行振込処理は

どのように機能するのか（459ページ）」を参照してください。 

 バッチのリストを表示するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［バッチファイル］タブを選択します。 

これで、バッチファイルのリストが表示されます。 

バッチ内のトランザクションを表示して、承認または却下します。  

 バッチ内のトランザクションを表示するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［バッチファイル］タブを選択します。 

3. バッチファイルをクリックします。 

バッチ内のトランザクションのリストが表示されます。 

ダウンロードするために、バッチファイルの処理を開始します。 

 新しいバッチファイルの処理を開始するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［バッチファイル］タブを選択します。 

3. バッチファイルの横の［処理を開始］をクリックします（［実行可能なオペレ

ーション］列）。 

これで、バッチファイルのステータスが「処理中」に変わります。 

銀行に送信するバッチファイルをダウンロードします。 

 バッチファイルをダウンロードするには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［バッチファイル］タブを選択します。 
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3. バッチファイルの横の［ダウンロード］をクリックします（［実行可能なオペ

レーション］列）。 

ダウンロード処理が開始されます。 

 バッチファイルを削除するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［バッチファイル］タブを選択し、削除したいバッチをクリックします。 

3. ［バッチファイルを削除してトランザクションを外す］をクリックし、オペレー

ションを確定します。 

バッチリストからバッチが削除されます。 

統計、監査などの目的で、ステータス別のトランザクションの合計額を表示します。  

 ステータス別のトランザクションの合計額を表示するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［トランザクション］タブを選択します。 

統計データとトランザクションリストが表示されます。 

バッチ内の金額を調整したり、トランザクションを再編成するために、トランザクションを追加また

は除外します。 

 トランザクションを追加または除外するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［トランザクション］タブを選択します。 

3. トランザクションの横に表示されているアクションをクリックし（［実行可能

なオペレーション］）、オペレーションを確定します。 

これで、アクション名が逆になります（例えば、「追加」が「除外」になります）。 

バッチ内のトランザクションを承認または却下して、関連する契約のステータスを更新します。 

 バッチ内のトランザクションを承認または却下するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［支払い］>［トランザクション］タブの［銀行振込］

に進みます。 

2. ［バッチファイル］タブを選択します。 

3. 当該トランザクションが含まれるバッチをクリックします。 
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4. ［承認する］または［却下する］をクリックします。 

これで、トランザクションのステータスが変わります。 

注記： トランザクションのステータスは、トランザクションリストで直接変更できます。 

 担当の管理者を変更するには： 

1. ［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［自動支払い］>［トランザクシ

ョン］タブの［銀行振込］>に進みます。 

2. ［担当管理者］フィールドで適切な管理者を設定し、［保存］をクリックしま

す。 

これで、担当の管理者が変わります。 

自動処理を構成する 
銀行振込処理の設定は、［会計］>［課金管理］>［銀行振込マネージャ］の［設定］タブで行います。

以下を設定を調整することができます。 

 XX 日後に処理します： これを指定すると、バッチファイルを作成してから指定日数が経過した後

で、バッチ処理が開始されます。この機能をオフにするには「0」を指定します。 

 XX トランザクション後に処理します： これを指定すると、トランザクションが指定した数に達し

た後で、バッチ処理が開始されます。この機能をオフにするには「0」を指定します。 

銀行振込の定期処理と、オペレーションに関する説明は、「銀行振込処理はどのように機能するのか

（459ページ）」を参照してください。 

請求書と支払を管理する 

このセクションの内容: 

請求書を手動で生成する ................................................................................................... 465 
請求書を表示する .............................................................................................................. 465 
請求書を編集する .............................................................................................................. 466 
クレジットカード払いを受け付ける ....................................................................................... 466 
支払を手動で適用する ....................................................................................................... 467 
クレジット払い..................................................................................................................... 468 
請求書を無効化する .......................................................................................................... 469 
請求書を印刷する .............................................................................................................. 470 
保存したクレジットカード情報を使用して請求書を手動で支払う ........................................... 470 
トランザクションリストを表示する ......................................................................................... 471 
請求書を再送する .............................................................................................................. 471 
Schet-Factura を表示およびダウンロードする ................................................................... 471 
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請求書を手動で生成する 
請求書の生成前に指定するパラメータによっては、前または次の課金サイクルへの支払が含まれる請

求書を生成することができます。1 つの顧客に対して、通貨別に 1 つの統合請求書のみを生成できます。

例えば、顧客がユーロ建ておよび米ドル建ての月次契約をオンラインストアで注文し、次の 4 ヶ月分

の請求書を要求した場合、システムは請求書を 2 つ生成します。つまり、ユーロ建ての契約分と、米

ドル建ての契約分です。それぞれの請求書には、4 ヶ月分の料金が集約されています。 

請求書を生成する前に、請求書をセットアップする（171ページ）必要があります。 

 請求書を手動で生成するには： 

1. 「アクティブ」または「一時停止済み」の契約があることを確認します。 

2. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］>［請求書を生成］に進みます。 

3. 請求書生成時のパラメータを指定して、［続行］をクリックします。 

4. ビジネスのモニタリング>［タスク］をクリックします。 

5. 生成される請求書に対応するイベントのリストが表示されます。 

この段階で、次の 2 つのオプションがあります。 

 ［すべて実行］をクリックして、すべてのイベントを一度に処理する。 

 ［今すぐ実行］をそれぞれのタスクに対してクリックし、請求書エンティティを 1 つずつ実行

する。 

いずれかを選択して、請求書の生成に進みます。 

請求書を表示する 

 顧客アカウントに対する請求書を表示する： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］に進みます。 

システムによって発行されたすべての請求書のリストが開きます。 

2. ［請求書番号］列で、表示したい請求書の請求書IDをクリックします。（また、

［実行可能なオペレーション］列で虫眼鏡アイコンをクリックしても、請求書

にアクセスすることができます。）請求書の詳細が表示されます。 
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請求書を編集する 
システム内の任意の請求書に対して編集画面を開くには、いくつかの方法があります。顧客アカウン

トへの請求書を編集する一番簡単な方法は、以下のとおりです。 

 請求書を編集するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］に進みます。 

2. システムによって発行されたすべての請求書のリストが表示されます。［請

求書番号］列で、表示したい請求書の請求書IDをクリックします。（また、

［実行可能なオペレーション］列で虫眼鏡アイコンをクリックしても、請求書

にアクセスすることができます。） 

3. ［編集］をクリックします。 

4. 必要に応じて請求書情報を更新し、［保存］をクリックします。 

注： 既存の請求書の変更を許可しない組織もあります。詳しくは、「税務規定を遵守する（173ペー

ジ）」を参照してください。 

クレジットカード払いを受け付ける 
Business Manager で、管理者は、顧客が未払い請求書をクレジットカードで支払うことを許可するこ

とができます。 

 クレジットカード払いを受け付けるには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］に進みます。 

2. 手動支払を適用したい、ステータスが「期限」の請求書を探し、そのIDをク

リックします。 

3. 請求書の詳細が、表示している請求書のレコードの下に表示されます。請求

書の詳細を表示するその他のオプションとしては、［実行可能なオペレーショ

ン］列で虫眼鏡アイコンをクリックします。 

4. ページの［ツール］セクションで［クレジットカード決済を受け取る］リンク

をクリックします。 

5. ［ゲートウェイ］を選択し、［次へ］をクリックして続行します。 

6. 課金アカウントの詳細を入力します。 

7. ［請求］ボタンをクリックします。 
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支払を手動で適用する 

 任意の請求書に支払を手動で適用するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］に進みます。 

2. 手動支払を適用したい、ステータスが「期限」の請求書を探し、そのIDをクリ

ックします。 

3. 請求書の詳細が、表示している請求書のレコードの下に表示されます。請求

書の詳細を表示するその他のオプションとしては、［実行可能なオペレーショ

ン］列で虫眼鏡アイコンをクリックします。 

4. ページの［ツール］セクションで［簡易手動払い］リンクをクリックします。 

5. 以下を設定します。 

 課金アカウントを選択： この支払に使用する課金アカウントを、ドロップダウンメニューから

選択します。 

 支払方法： この支払に使用する支払方法を、ドロップダウンメニューから選択します。 

 小切手番号： 小切手で支払う場合、小切手番号を入力します。 

 支払の適用対象： 「請求書全額」または「選択済み明細」を選択します。［選択済み明細］

オプションを選択すると、この請求書に含まれる明細がリストされます。適切なものを選択し

ます。 

 支払い額： この請求書に適用する支払額を入力します。 

 支払コメント： 必要に応じてコメントを入力します。 

6. ［支払を適用］をクリックします。 
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クレジット払い 
契約書の支払に、顧客の貸方残高を使用することができます。貸方残高がなくなると、顧客のデフォ

ルトの支払方法がサービスの支払に使用されます。 

 任意の請求書に貸方残高を手動で適用するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］に進みます。 

2. 貸方残高を適用したい請求書を探し、［ID］をクリックします。 

3. 請求書の詳細が、表示している請求書のレコードの下に表示されます。請求

書の詳細を表示するその他のオプションとしては、［実行可能なオペレーショ

ン］列で虫眼鏡アイコンをクリックします。 

4. ページの［ツール］セクションで［貸方を適用］をクリックします。 

5. 以下を設定します。 

 貸方の適用先： 「請求書残額」または「選択済み明細」を選択します。［選択住み明細］オ

プションを選択すると、この請求書に含まれる明細がリストされます。 

 適切なものを選択します。 

   

 支払い額： この請求書に適用する支払額を入力します。 

 貸方コメント： 必要に応じてコメントを入力します。 

6. ［貸方を適用］をクリックします。 
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請求書を無効化する 

 請求書を手動で無効化するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］に進みます。 

2. 無効化したい請求書を探し、［ID］をクリックします。 

3. 請求書の詳細が、表示している請求書のレコードの下に表示されます。請求

書の詳細を表示するその他のオプションとしては、［実行可能なオペレーショ

ン］列で虫眼鏡アイコンをクリックします。 

4. ページの［ツール］セクションで［請求取消を作成］をクリックします。 

5. ［はい、クレジットノートを作成し、この請求書を破棄します］をクリックしま

す。 

6. ［会計］>［請求書］に再び進みます。それぞれの請求書に、2つのエントリが

表示されます。 
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請求書を印刷する 

 請求書を印刷するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［請求書］に進み、印刷したい請求書を探します。 

2. 請求書の横の［印刷］をクリックします。 

新しいウィンドウに、請求書が PDF 形式で表示されます。このウィンドウから、ブラウザの印刷

機能を使用して請求書を印刷するか、コンピュータに請求書を保存することができます。 

保存したクレジットカード情報を使用して請求書

を手動で支払う 
Business Manager では、保存したクレジットカード情報を使用して、請求書を手動で柔軟に支払うこ

とができます。ここでは、請求書を手動で支払うために、保存したクレジットカード情報を復号化す

る方法を説明します。 

 クレジットカードを復号化するには： 

1. ［ビジネスオペレーション］>［顧客］に進みます。 

2. 請求書を支払いたい顧客を探し、顧客IDをクリックします。 

3. 画面中央の［課金アカウント概要］パネルで、［課金アカウントをすべて表示］

リンクをクリックします。 

4. この顧客に関連付けられたすべての課金アカウントが表示されます。使用し

たいクレジットカード口座の青い矢印をクリックすると、複数のオプション

が展開して表示されます。 

5. ［アカウントの下4桁］の横の虫眼鏡アイコンをクリックします。Business 
Managerの構成時に選択した暗号化キーを入力するボックスが表示されます

（暗号化については、「暗号化の設定」セクションを参照してください）。 

6. 暗号化キーを入力し、［送信］ボタンをクリックします。暗号化したクレジッ

トカード番号が表示されます。 

7. クレジットカード番号をコピーします。 

8. 顧客の概要ページに戻り、支払いたい請求書を探します。 

9. 「クレジットカードを使用して請求書を支払う（455ページ）」セクションの指

示に従ってクレジットカード払いを行います。 
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トランザクションリストを表示する 
トランザクションリストには、顧客の課金アカウントから実行するオペレーションが表示されます。

このリストでは、銀行振込マネージャから実行できる銀行振込トランザクションは除外されます。 

トランザクションリストを表示するには、［ビジネスモニタリング］>［支払い］に進みます。 

請求書を再送する 
Business Manager では、各請求メールに、PDF バージョンの請求書が添付されています。請求書を再

送する必要がある場合は、PDF 請求書を再生成するか、既存の PDF を添付します。 

新しい PDF を添付して請求メールを再送する場合は、［ビジネスオペレーション］>［請求書］で必

要な請求書を選択し、［再送］をクリックします。既存の PDF を添付して請求メールを再送する場合

は、「以前に送信したメールを再送する（443ページ）」を参照してください。 

Schet-Facturaを表示およびダウンロードする 
会社がロシアにあり、企業または個人事業主にサービスを販売している場合、課税サービスを提供す

るたびに「schet-factura」という文書をこれらの顧客に送信する必要があります。これらの文書は自動

的に送信されますが、schet-factura を再送したり、表示する必要がある場合もあります。これらのオ

ペレーションを実行するには、［ビジネスオペレーション］>［請求書］タブで［Schet-Factura］に進

み、画面の指示に従います。 

［Schet-Factura］タブが表示されない場合、文書の発行が構成されていません。構成方法について詳し

くは、「Schet-Factura を構成する（174ページ）」を参照してください。 

カスタムの課金サイクルを作成する 

Business Manager には、様々な事前定義された課金サイクルがあります。プランを作成するときに、

このプランに対してどのような頻度で顧客に請求したいかに応じて、1 つ以上の課金サイクルを選択す

ることができます。カスタム課金サイクルを作成するには、［すべての設定］>［課金サイクル］に進

みます。 

注記： サイクルを削除するには、そのサイクルのアクション列で赤い X 印のアイコンをクリックしま

す。サイクルを削除すると、システム内の他の部分に影響を与える可能性があるため、続行するかど

うか確認するメッセージが表示されます。削除するサイクルを使用しているプランがないことを確認

してください。［はい、完全に削除します］をクリックして、アクションを確定します。 
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割引を制限し、契約を一時停止から除

外する 

Business Manager では、特定の顧客に対して割引を制限したり、これらの顧客の契約を一時停止の対

象から外すことができます。これを行うには、顧客グループを作成するか、既存の顧客グループを変

更し、これに顧客アカウントを追加します。顧客グループのメンバーに、以下のプロパティを設定し

ます。 

 大割引率： プランを契約したグループメンバーが受けることができる 大割引率を定義します。

例えば、プランで 20% の割引を提供している場合、 大割引率 10% のグループメンバーには、

このプランで 10% の割引が適用されます。 

 保証割引 ： あるプランを契約したグループメンバーが、他の割引に加えて受けることができる割

引率を定義します。例えば、プランで 5% の割引を提供している場合、保証割引率 10% のグルー

プメンバーには、このプランで 15% の割引が適用されます。プランで割引を提供しない場合、こ

のグループのメンバーには 10% の割引が適用されます。 

 一時停止から除外： このオプションを有効化すると、Business Manager は、グループメンバーが

期日までに支払を完了しなくても、契約を自動的に一時停止しません。 

グループのプロパティを変更すると、Business Manager は既存のメンバーにこのプロパティを自動的

に適用します。さらに、各メンバーにカスタム値を定義して、グループのプロパティを上書きするこ

とができます。グループのプロパティを変更しても、これらのプロパティにカスタム値が定義されて

いるメンバーには変更が適用されません。 

顧客グループを新規追加するか、既存の顧客グループを管理するには、［ビジネスセットアップ］>［す

べての設定］>［顧客グループ］画面を選択します。 

顧客アカウントをグループに追加するか、顧客のグループプロパティを上書きするには、［ビジネス

オペレーション］>［顧客］><顧客名>>［顧客アカウントのプロパティを編集］に進みます。 



 

 Business Manager 管理 473 
 

プロパティおよびアドオンを作成する 

オンラインストアでの注文中の顧客に対して、生成される契約や顧客プロファイルに影響を与える追

加情報を指定するように要求することができます。システムが要求する問い合わせを記述し、これら

に対する回答を設定し、回答に応じたプロパティを定義することができます（プロパティは、契約プ

ロパティ（プランプロパティを追加する場合）、顧客アカウントプロパティ（顧客プロパティ）、ま

たはアドオンプロパティ（一般プロパティを追加して、これを使用するようにプランアドオンを構成

する場合）。 

前述のように、Business Manager は 3 種類のプロパティをサポートします。 

1. プランプロパティ 

2. 顧客アカウントプロパティ 

3. 一般プロパティ 

ビジネスルールに応じて、これらのいずれかのプロパティをセットアップする必要があります。 

アドオンとは、名前の示すとおり、基本的には契約に追加できるアイテムです。アドオンは、プロパ

ティおよびその他のプランという 2 つのタイプで作成することができます。 

プランアドオンは通常、質問/回答が設定されています。アドオンは、ウェブデザイン、帯域幅、デー

タベースサポート、拡張サポート、ハードウェア、ソフトウェアのほか、必要に応じていかなるタイ

プでも作成できます。プロパティからアドオンを作成する方法は、「一般プランアドオンを作成する

（478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: 

プランプロパティをセットアップする ...................................................................................... 474 
顧客アカウントプロパティをセットアップする ......................................................................... 476 
一般プランアドオンを作成する ............................................................................................ 478 
 

 



 

474 Business Manager 管理 
 

プランプロパティをセットアップする 
オンラインストアでプランを契約する顧客に対して、契約プロパティに追加されるプラン固有の情報

を指定するように要求することができます。例えばホスティングプランの場合、同等のウェブサーバ

またはメールサーバからの選択があります。この情報は価格設定に影響を与えませんが、顧客に 適

な契約を初期構成するために役立ちます。 

構成に関する顧客の希望を確認するために、カスタム質問を作成します。この質問は、顧客が特定の

プランを選択したときに表示されます。さらに、これらの質問に対して、契約に含めるプロパティと

値のセットを回答として関連付けます。この情報を適切に処理するためには、情報を受け取るモジュ

ール（ホスティングパネル、ドメイン名レジストラなど）が情報を認識し、処理できる必要がありま

す。 

カスタム質問は、顧客が連絡先情報と支払に関する情報を入力するページにある「追加プラン情報」

セクションのショッピングカートに表示されます。 

注記： カスタム質問は、価格設定を使用しません。通常、質問は、特定のプランと関連付けられない

一般的なものです。 

 プランプロパティをセットアップするには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［プラン、顧客、および一般プロパテ

ィ］をクリックします。ここで、次の3つのボタンが表示されます。 

 新規一般プロパティ： このフィールドは、内部でのみ使用されます。顧客にはこれらの質問は

表示されず、値は管理者が入力する必要があります。 

 質問管理： 上記と似ています。 

 新規プランまたは顧客プロパティ： オンラインストアで顧客から情報を収集するために使用さ

れ、顧客または顧客の契約と関連付けられます。 

2. ［新規プランまたは顧客プロパティ］をクリックします。ポップアップウィン

ドウが表示されます。これから入力するプロパティを表す名前を入力します。

管理者のみに表示されます。次に［編集］をクリックします。 

3. 先ほど割り当てた名前で、新しい明細が表示されます。［無効］の横の緑色の

鉛筆をクリックします。［プランプロパティ］を選択します。［編集］をクリ

ックします。 

4. 次は、［関係］フィールドです。ここでは、このプロパティをどのプランに関

連付けるかを決定します。同じプロパティを複数のプランに関連付けたい場

合、それぞれのプランに対してプロパティを作成する必要があります。同じ

カスタム質問（次のステップで作成）を何度も使用することができますが、

それぞれのプランは独自のプロパティを持つ必要があります。 

5. このプロパティに関連付ける質問を作成します。［質問管理］をクリックしま

す。新しい画面で［カスタム質問を追加］をクリックします。複数のフィール

ドがあります。 
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 名前： この質問を表すタイトルを選択します。これは内部値であり、顧客には表示されません。 

 表示順： どのようなデフォルト値にも設定することができます。 

 質問： これは、顧客に問い合わせる質問です。 

重要： 正しく解析されないので、文末に疑問符「?」を付けないでください。 

 説明： 質問を明確化する説明を簡単に記述します。これは質問とともに表示されます。 

 タイプ： 回答を受け付けるフォーマットを設定します。「非表示」、「テキスト」、「パスワ

ード」、「テキストエリア」、「選択」、「ラジオ」から選択できます。 

 入力制限： 顧客からの入力を制限するものを何でも指定することができます。この場合、顧客

に必要だと考えられる唯一の制限は、プランの購入時にコントロールパネルを選択することを

要求する「必須」です。入力が完了したら、［次へ］をクリックします。 

6. 回答： 一部のタイプの質問では、管理者があらかじめ回答を設定しておく

必要があります。これらが必要な場合、リストに値を入力する必要がありま

す。エントリはコンマなどの区切記号で区切らず、1行に1つずつ入力します。

［次へ］をクリックします。 

7. 前のステップで設定したすべての回答に対して、顧客に表示される値を設定

します。 

値： それぞれの回答に、表示値を設定します。 

選択済み： ドロップダウンメニューに 初に表示する値を選択します。［次へ］をクリックしま

す。 

8. この段階で、入力した回答を確認できます。正しければ、［ウィザードに質問

を追加］をクリックして選択を確定します。質問の画面に戻り、作成した質

問がオンラインストアの通りに表示されます。 

9. 次にこの質問をプロパティに関連付ける必要があります。［システム］>［シ

ステム構成］に進み、［プラン、顧客、および一般プロパティ］をもう一度クリ

ックします。以前に処理したプロパティを探します。［カスタム質問］列の緑

色の鉛筆をクリックします。ドロップダウンメニューで、先ほど作成した質

問を選択し、［編集］をクリックします。 

10. 作業内容を確認するには、注文プロセスを一通り実行します。プロパティを

関連付けたプランを選択し、カートに進みます。［追加プラン情報］セクショ

ンの一部に、この質問が表示されます。 
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顧客アカウントプロパティをセットアップする 
顧客アカウントプロパティも、価格設定に影響を与えません。注文プロセス中に表示される質問が作

成されます。これらの質問に対する回答は、顧客アカウントのプロパティに追加されます。 

 顧客アカウントプロパティをセットアップするには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［プラン、顧客、および一般プロパテ

ィ］をクリックします。 

2. ［新規プランまたは顧客プロパティ］をクリックします。ポップアップウィン

ドウが表示されます。これから入力するプロパティを表す名前を入力します。

管理者のみに表示されます。次に［編集］をクリックします。 

3. 先ほど割り当てた名前で、新しい明細が表示されます。［無効］の横の緑色の

鉛筆をクリックします。［顧客プロパティ］を選択します。［編集］をクリッ

クします。 

4. 次は、［関係］フィールドです。ここでは、このプロパティをどのプランに関

連付けるかを決定します。同じプロパティを複数のプランに関連付けたい場

合、それぞれのプランに対してプロパティを作成する必要があります。同じ

カスタム質問（次のステップで作成）を何度も使用することができますが、

それぞれのプランは独自のプロパティを持つ必要があります。 

5. このプロパティに関連付ける質問を作成します。［質問管理］をクリックしま

す。新しい画面で［カスタム質問を追加］をクリックします。複数のフィール

ドがあります。 

 名前： この質問を表すタイトルを選択します。これは内部値であり、顧客には表示されません。 

 表示順： どのようなデフォルト値にも設定することができます。 

 質問： これは、顧客に問い合わせる質問です。 

重要： 正しく解析されないので、文末に疑問符「?」を付けないでください。 

 説明： 質問を明確化する説明を簡単に記述します。これは質問とともに表示されます。 

 タイプ： 回答を受け付けるフォーマットを設定します。「非表示」、「テキスト」、「パスワ

ード」、「テキストエリア」、「選択」、「ラジオ」から選択できます。 

 入力制限： 顧客からの入力を制限するものを何でも指定することができます。この場合、顧客

に必要だと考えられる唯一の制限は、プランの購入時にコントロールパネルを選択することを

要求する「必須」です。入力が完了したら、［次へ］をクリックします。 

6. 回答： 一部のタイプの質問では、管理者があらかじめ回答を設定しておく

必要があります。これらが必要な場合、リストに値を入力する必要がありま

す。エントリはコンマなどの区切記号で区切らず、1行に1つずつ入力します。

［次へ］をクリックします。 
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7. 前のステップで設定したすべての回答に対して、顧客に表示される値を設定

します。 

 値： それぞれの回答に、表示値を設定します。 

 選択済み： ドロップダウンメニューに 初に表示する値を選択します。［次へ］をクリックし

ます。 

8. この段階で、入力した回答を確認できます。正しければ、［ウィザードに質問

を追加］をクリックして選択を確定します。質問の画面に戻り、作成した質

問がオンラインストアの通りに表示されます。 

9. 次にこの質問をプロパティに関連付ける必要があります。［システム］>［シ

ステム構成］に進み、［プラン、顧客、および一般プロパティ］をもう一度クリ

ックします。以前に処理したプロパティを探します。［カスタム質問］列の緑

色の鉛筆をクリックします。ドロップダウンメニューで、先ほど作成した質

問を選択し、［編集］をクリックします。 

10. 作業内容を確認するには、注文プロセスを一通り実行します。プロパティを

関連付けた注文を選択し、カートに進みます。［追加の顧客情報］セクション

の一部に、この質問が表示されます。 
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一般プランアドオンを作成する 
一般プロパティは、価格設定に影響を与える可能性があります。注文プロセス中に表示される質問が

作成されます。これらの質問に対する回答によって、契約のプロパティが作成されます。契約のプロ

パティによって既存のプロパティが変更されると、Business Manager は自動的にプロビジョンするた

めに、この値をパネルモジュールに渡します。 

一般プロパティは、アドオンの作成に使用されます。アドオンによって、プランに関連付け良得たパ

ネル属性が置き換えられます。ただし、パネルに関連付けられていないプランがあり、このプランに

アドオンを作成したい場合は、まず一般プロパティをセットアップする必要があります。 

注記：  

1. 一般プロパティ自体は、価格設定に影響を与えません。 

2. アドオンの作成に使用される一般プロパティは、価格設定に影響を与える可能性があります。 

 アドオンを作成するには： 

1. ［システム］>［システム構成］に進み、［プラン、顧客、および一般プロパテ

ィ］をクリックします。 

2. ［新規一般プロパティ］をクリックします。ここには、複数の必須入力フィー

ルドがあります。 

 一般プロパティキー： 内部プロパティ値であり、管理者のみに表示されます。意味を説明する

名前を選択してください。 

 一般的な質問の名前： 質問の内部値です。意味のある値を入力してください（質問の簡易バー

ジョンなど）。 

 デフォルト質問： この値は、プランプロパティ画面に表示されます。 

 デフォルト回答の値： デフォルトの質問に設定したいデフォルトの回答です。空のままにして

おくこともできます。 

 質問の説明： オンラインストアページで質問に対して表示される説明です。 

3. ［保存］をクリックします。 

4. アドオンを作成したいプランに進みます。［プロパティ］をクリックします。

先ほど作成したプロパティがここで表示されます。次に、オプションを作成

してこのプロパティを処理するためのアドオンを作成します。 

5. ［アドオン］で［新規アドオングループを追加］をクリックします。アドオン

ウィザードを実行し、［終了］をクリックして完了します。 

6. 作成したアドオングループが、各オプションとともに表示されます。作業内

容を確認するには、注文プロセスを実行し、アドオンを関連付けたプランを

選択します。カートに進んだら、作成したアドオンオプションが表示されま

す。 
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プランのプロモーションを行う 

プロモーションは、今日のビジネスでは欠かせません。効果的なプロモーションによって、ビジネス

を様々な方向で成功させることができます。例えば、ブランドの認知度を高め、新規顧客に訴求し、

顧客定着率を高めることができます。 

Business Manager には、ビジネスをプロモーションするための戦略が内蔵されています。具体的には、

次のようなオプションを使用できます。 

 割引 - オンラインストアですべての顧客を対象に特定のプランを値下げます。 

 クーポン - 所有者のみを対象に、注文の価格を値下げします。 

 アフィリエイトプログラム - 新規顧客を獲得した契約者に報酬を提供します。 

これらのマーケティングツールの構成に使用するツールは、［ビジネスセットアップ］>［マーケティ

ングツール］ページにあります。これらのツールをいつどのように適用すべきかは、このセクション

の該当部分を参照してください。 

 

このセクションの内容: 

クーポンおよび割引 ............................................................................................................ 480 
アフィリエイトプログラム ...................................................................................................... 481 
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クーポンおよび割引 
Business Manager には、提供するサービスの価格を値下げするためのメカニズムとして、「クーポン」

と「割引」の 2 つが用意されています。 

特定の課金サイクルを対象にて契約のプロモーションを実施するには、割引を使用します（1 年契約な

ど）。割引では、すべてのオンラインストアが対象となりますが、課金サイクルは特定のサイクルの

みが対象となります。 

クーポンは、顧客間でプロモーション活動を調整するために使用します。クーポンによって、顧客は

注文処理中にクーポンコードを入力して契約価格の値下げを受けることができます。クーポンは、特

定のストアで特定のプランをプロモーションするのに 適です。例えば、「US ストア」と「EU スト
ア」でプランを販売している場合、「EU ストア」の契約価格のみを値下げすることが可能です。 

新しいプランに対する契約を先着 100 件まで割引の対象とする、限定的なオファリングを作成するに

は、クーポンを作成して、自動的に適用するようにします。この場合、オンラインストアでは、クー

ポンをプランに適用した新しい価格が表示されます。 

以下の表は、割引とクーポンの違いを説明します。 

 
割引 クーポン 

提供する顧客の範囲 すべての顧客に対して値下げ クーポンコードを持つ顧客に対して

値下げ（クーポンが自動的に適用され

る場合を除く） 

特定のストアへの適用 不可 可 

特定の課金サイクルで

の値下げ 
可 不可 

割引金額 契約価格に対する割合（%）  契約価格に対する割合（%） 

 定額 

アクションの有効期間 無制限  指定した課金サイクル数 

 無制限 

有効期間 無制限  制限付き 

 無制限 
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割引とクーポンを作成および管理するには、［ビジネスセットアップ］>［マーケティングツール］ペ

ージのコントロールを使用します。 

アフィリエイトプログラム 
Business Manager では、御社のプランのプロモーションに顧客を関与させることができます。アフィ
リエイトプログラムによって、新規顧客を獲得した顧客に報酬を提供することができます。アフィリ

エイトプログラムに参加する顧客（アフィリエイト）は、プロバイダウェブサイトへのリンクを自分

のページ内に埋め込んで、これらのリンク経由での登録 1 件ごとにコミッションを獲得することがで

きます。後日、このコミッション額を貸方としてアフィリエイトに支払うと、アフィリエイトはオン

ラインストアでの既存の契約や新規注文への支払に、この金額を充当することができます。 

アフィリエイトプログラムでは、成果があがった場合のみにプロモーションに支払えばよいため、従

来の広告よりも大きなメリットがあります。このセクションでは、Business Manager でアフィリエイ

トプログラムによって御社のビジネスをプロモーションする方法を説明します。 

アフィリエイトプログラムをセットアップする 

1 つのアフィリエイトプログラムによって、1 つのオンラインストアをプロモーションします。アフィ

リエイトリンクはストアにリンクされており、アフィリエイトに支払われるコミッションは、このス

トアの通貨で計算されます。2 つのストアをプロモーションするには、複数のアフィリエイトプログラ

ムを使用します。アフィリエイトプログラムを作成および管理するためのツールは、［ビジネスセッ

トアップ］>［マーケティングツール］ページの［アフィリエイトプログラム］タブにあります。 

Business Manager のアフィリエイトプログラムは、「売上ごとに支払う」という原則に基づいていま

す。つまり、アフィリエイトに対して登録ごとに支払われるコミッションは、この注文の価格に特定

の割合（「コミッション率」）を適用して計算されます。 

プログラム参加者がコミッションを受け取るために獲得すべき金額を定義するには、プログラムの支
払しきい値を指定します。このしきい値によって、アフィリエイトはいつ支払を受けられるかを予想

することができますが、プロバイダは必要に応じていつでもアフィリエイト収入を支払うことができ

ます。 

アフィリエイトリストを表示する 

アフィリエイトプログラムのセットアップが完了すると、顧客がコントロールパネルの［アカウント］

タブで該当するリンクをクリックし、このプログラムに参加することが可能になります。アフィリエ

イトのリストは、［ビジネスオペレーション］>［顧客］ページで［アフィリエイト］タブに表示され

ます。 

システムは、各アフィリエイトの獲得コミッションを［アフィリエイト残高］に累計します。アフィ

リエイトリストの該当列に、各アフィリエイトの残高が表示されます。さらに、［ホーム］ページの

［システム概要］ページには、［アフィリエイトコミッション合計］が表示されます。これは、すべ

てのアフィリエイトの現在の残高の合計です。 

アフィリエイトは、アフィリエイト残高の貸方を、様々な目的に使用することができます。アフィリ

エイトが貸方を使用できるようにするためには、アフィリエイトにコミッションを支払う必要があり

ます。 

コミッションを支払う 



 

482 Business Manager 管理 
 

アフィリエイトの残高がアフィリエイトプログラムの支払しきい値を超えると、システムはこの残高

を管理者の［ホーム］ページの［しきい値を超過］に追加します。プロバイダは、適宜（通常は支払

しきい値に達したときに）支払を行い、アフィリエイトのコミッションを貸方に変換する必要があり

ます。これには、アフィリエイトリストからアフィリエイトを選択して［支払い］をクリックします。

システムはアフィリエイト残高の総額を貸方に支払い、残高をゼロにリセットします。 

アフィリエイトプログラムの例 

例えば、デフォルトストアでの新規登録 1 件ごとに 10% のコミッションを獲得でき、アフィリエイト

残高が $20 を超えると貸方で支払を受けることができるアフィリエイトプログラムがあるとします。 

ここに、アフィリエイトの Jerry がいます。Jerry は 3 人の友人を招待し、それぞれがデフォルトスト

アで $50 の注文をしました。Jerry は $15 のコミッションを獲得しますが、アフィリエイト残高が $20
に達していないため、まだ支払を受けることはできません。Jerry はさらに多くの知人を招待し、残高

が $20 に達しました。これで、Jerry にコミッションを支払うことが可能になります。 

コミッションを支払うと、Jerry のアフィリエイト残高全額が貸方に支払われ、アフィリエイト残高は 
$0 にリセットされます。Jerry はアフィリエイト収入を獲得するために、さらに多くの人を御社のスト

アへ招待します。 

ブランディングされたドメイン名をリ

セラーのためにセットアップする 

リセラーが、ホスティングプロバイダのリソースを販売しているということを隠したいのは自然なこ

とです。顧客がこのことを知ると、リセラーから購入するのではなく、ホスティングプロバイダと直

接契約したいと考える可能性があるためです。これを回避するために、Business Manager では、リセ

ラーは独自のドメイン名をシステムへのアクセスポイントに使用することができます。 

リセラー用にブランディングされたドメイン名へのアクセスを構成するよう、リセラーから求められ

た場合、以下の手順を実行します。 

1. どの Panel がリセラーに契約を提供しているのかを定義する。 これにより、リセラーの顧客から

御社のドメイン名をいくつ（1 つまたは 2 つ）隠すべきかを定義することができます。 

2. DNS 設定を調整する。 ブランディングされたドメイン名が Panel と Business Manager の IP アド

レスをポイントするように、設定を更新します。 

3. ドメイン名のブランディングを Panel サーバ上で調整する。 

4. リセラーの URL を変更する。 

以下、これらの作業について詳しく説明します。 

どの Panel がリセラーに契約を提供するのかを定義する 

リセラーに契約を提供する Panel のホスト名を確認するには、［ビジネスオペレーション］>［契約］

ページで、契約ページを開きます。 



 

 Business Manager 管理 483 
 

契約がリモート Panel（別のホストにインストールされた Panel）に作成されている場合、ドメイン名

を 2 つ指定するようにリセラーに依頼してください。顧客が認証のためにリダイレクトされる Panel
のホスト名と Business Manager のホスト名の両方を、これらのドメイン名に置き換える必要がありま

す。リセラーに契約を提供する Panel がローカルの場合（Business Manager と同じホストにインスト

ールされた Panel）、ドメインは 1 つで十分です。 

DNS 設定を調整する 

このステップは、リセラーと協力して行う必要があります。以下の手順で、ドメイン名を御社の IP ア

ドレスに関連付けます。 

 リセラーのドメイン名を Business Manager および Panel のホストの IP アドレスにマッピングす

る DNS レコードを追加し、リセラーに対して、ドメイン設定に御社のネームサーバを設定するよ

うに指示します。DNS レコードの追加方法について詳しくは、「DNS（89ページ）」セクション

を参照してください。 

 リセラーがドメイン名とともに DNS サービスを購入済みの場合、リセラーは該当するレコードを

ドメイン名レジストラに追加する必要があります。 

 

ドメイン名のブランディングを Panel サーバ上で調整する。 

リセラーに契約を提供する Panel の場合、このステップをスキップします。それ以外の場合、Panel
ホストを構成し、<remote_reseller_host> への訪問者を Business Manager SSO ページにリダイレクトさ

せます。この構成を行うには、リモート Panel サーバで以下のコマンドを実行します。 

 Linux システムの場合：/usr/local/psa/bin/sso --set-branded-idp -domain 
<remoteresellerhost> -url https://<mainresellerhost>:8443 

 Windows システムの場合：%plesk_dir%\bin\sso.exe --set-branded-idp -domain 
<remoteresellerhost> -url https://<mainresellerhost>:8443（ここで、%plesk_dir% は Panel の
インストールディレクトリです。） 

 

リセラーの URL を変更する 

リセラーの顧客用 Business Manager URL とオンラインストア URL を、新しいドメイン名に変更します。

これを行うには、リセラーとしてログインし、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［ブラ

ンディング］に進みます。 

これらのステップを完了すると、リセラーの顧客が Business Manager と Panel にアクセスするための

URL は次のようになります。 

 Panel：https://<reseller_host_1>:8443 

 Business Manager：https://<reseller_host_2>:8443/plesk-billing/client 

注記： ローカル Panel で契約を提供する場合、<reseller_host_1> と <reseller_host_2> は同じです。 
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セキュリティ設定を管理する 

Customer & Business Manager にセキュリティを強制するには、管理者アカウントに対してパスワー

ド期限とロックアウトポリシーを構成します。データベース内のデータを保護するには、機密情報に

暗号化を施します。システム内でユーザが行うアクションを追跡するには、監査ログを使用します。

これらのタスクの実行方法について、この章の各セクションで詳しく説明していきます。 

 

このセクションの内容: 

暗号化をセットアップする .................................................................................................... 485 
パスワードの有効期間を構成する ...................................................................................... 486 
管理者アカウントのロックアウトポリシーを構成する ............................................................. 487 
監査ログを表示する ........................................................................................................... 487 
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暗号化をセットアップする 
クレジットカードまたは銀行口座からの支払を処理する場合（オンサイト支払ゲートウェイまたは銀

行振込経由）、顧客のクレジットカード番号および銀行口座番号が Customer & Business Manager の
データベースに保存されます。顧客アカウントのデータを保護するためには、暗号化をセットアップ

します。パスフレーズまたはローカル暗号化キー（LEK）による暗号化を使用できます。暗号化を無
効にすると、システムは新規口座についての情報を保存せず、既存の口座の詳細情報を保管しません。 

顧客アカウントに対して自動請求する場合は、LEK 暗号化を使用します。ただし、顧客のクレジット

カード情報や銀行口座番号などの機密情報を表示したり、トランザクションの無効化や払い戻しを行

うには、LEK PIN という特別な 4 桁のコードを入力する必要があります。 

各トランザクションの確認が必要な場合は、パスフレーズ暗号化を使用します。顧客の課金アカウン

トと支払に関連するすべてのオペレーションを実行するためには、システムにパスフレーズを入力す

る必要があります。顧客が課金アカウントの詳細情報を変更すると、新しいデータをパスフレーズで

再暗号化することを要求する To-do アイテムが管理者に送られます。新しいデータの再暗号化は必須

です。パスフレーズ暗号化を有効にして支払を実行する方法について詳しくは、「支払キューを生成

して実行する（458ページ）」を参照してください。 

システムは LEK を使用して課金アカウントを暗号化・復号化するため、キーが損傷または紛失すると、

支払処理に関連するすべてのオペレーションが停止されます。このような状況を回避するためには、

LEK をあらかじめバックアップしておき、必要に応じて復元します。 

LEK をバックアップすると、割り当てられた 2 人の管理者に対して分割されます。自分をこのうちの

1 人にすることができます。これらの管理者は、自分のキー部分をバックアップまたは復元することが

できます。両方の管理者がキー部分を復元すると、システムが LEK を復元して、それを示す通知を表

示します。 

 暗号化設定を構成するには： 

1. ［ビジネスのセットアップ］>［すべての設定］>［暗号化の設定］ページに進み

ます。 

2. ［暗号化の承諾］フィールドに「agree」と入力します。 

3. 秘密のパスフレーズまたはPINを設定します。必要であれば、空のままにす

ることもできます。 

注： パスフレーズから、以前に指定した PIN に変更するには、PIN フィールドを空にしておきま

す。 

4. ［変更を送信］ボタンをクリックします。 

重要！ 新しいパスフレーズによる再暗号化でデータベースが不可逆的に破損するのを防止するた

めに、変更を適用する前に Business Manager データベースをバックアップしておくことをお勧め

します。また、再暗号化中は、課金アカウント情報の追加や編集の画面へのアクセスを禁止する必

要があります。 

 キー部分の所有者を割り当てるには： 
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1. ［ビジネスのセットアップ］>［すべての設定］>［暗号化の設定］ページに進み

ます。 

LEK 暗号化は有効である必要があります。 

2. 管理者アカウントを2人選択します。 

3. ［変更を送信］ボタンをクリックします。 

 LEK をバックアップするには： 

1. ［ビジネスのセットアップ］>［すべての設定］>［暗号化の設定］ページに進み

ます。 

前提として、LEK 暗号化を有効にしてください。 

2. ［バックアップ］をクリックします。 

 LEK を復元するには： 

1. ［ビジネスのセットアップ］>［すべての設定］>［暗号化の設定］ページに進み

ます。 

前提として、LEK 暗号化を有効にしてください。 

2. 現在のLEK PINを入力し、バックアップファイルを指定します。 

3. ［復元］をクリックします。 

注： LEK 暗号化は有効にする必要があります。 

パスワードの有効期間を構成する 
盗難パスワードによる Business Manager への許可されないアクセスを禁止するには、パスワードの定

期的な変更を管理者に要求するように Business Manager を構成します。 

 パスワードの有効期間を更新するには： 

1. ［システム］>［システム構成］>［認証とパスワードの管理］に進みます（［セ

キュリティ設定］グループ内）。 

パスワードの有効期間を更新し、［OK］をクリックします。 

注： パスワードの期限が過ぎた後で Business Manager にログインすると、マイ・アカウントの編集

画面以外のすべてのページがブロックされ、パスワードを変更するまでは、他のページにアクセスし

てもマイ・アカウントのページに転送されます。 
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管理者アカウントのロックアウトポリシーを構成

する 
管理者アカウントに対して、ログイン試行の失敗を許可する 大回数を設定することによって、シス

テムセキュリティを向上することができます。この回数に達すると、アカウントは一定期間ロックさ

れます。さらに、システムの構成に応じて、プライマリ管理者（admin ユーザ）、アカウント所有者、

または両方に、アカウントのロックについてのメール通知を送信することができます。 

 管理者アカウントのロックアウトポリシーを更新するには： 

1. ［システム］>［システム構成］>［認証とパスワードの管理］に進みます（［セ

キュリティ設定］グループ内）。 

2. ロックアウトポリシー設定を更新し、［OK］をクリックします。 

注： ロックアウトメールを Business Manager で参照するには、［イベント］>［メール］に進みます。 

監査ログを表示する 
監査ログは、管理者と顧客が実行するオペレーションについての情報を記録します。監査対象となる

のは、ユーザセッションの状態を変更するか（ログインまたはログアウト）、個人情報を表示または

変更するオペレーションです。このようなオペレーションを要求したユーザは、ログに「リクエスタ」

としてリストされます。このようなオペレーションが実行されるユーザは、「ターゲットユーザ」と

してリストされます。 

オペレーションの要求元も記録されます。Business Manager GUI、内部 API、または MBAPI（リモー

トコールプロトコル）のいずれかです。 

一部のオペレーションは、変更のトラッキングがより容易になる補足情報も提供します。例えば、ユ

ーザ名が変更された場合、変更前と変更後の名前がログに記録されます。 

重要： 監査は常に有効であり、停止することはできません。 

初に、監査ログレコードが作成され、データベースに追加されます。次に、定期的にシステムがデ

ータベースから通常のファイルへとレコードをエクスポートし、データベースからレコードを削除し

ます。監査ログの設定で、エクスポートの実行頻度を調整することができます。 

監査レコードは、CSV 形式でエクスポートされます。作成されるファイルは 
/var/lib/plesk-billing に保存されます。 

監査ログを表示するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［監査ログ］に進みます。 

監査ログの設定にアクセスするには、監査ログを開き、［設定］をクリックします。 

 

 



 

  
 

Business Manager 自動化を構成する 

Business Manager では、請求書の発行、支払の処理、接続された Panel での顧客アカウントと

契約の作成など、様々な通常業務を自動化することができます。これを実現するために、

Business Manager はタスクマネージャを利用しています。これは、各業務を実行するタイミン

グを定義するスケジューラです。Business Manager で自動化できる各業務には、必要なアクシ

ョンを実行するタスクがあります。例えば、請求書を自動的に生成するために、Business 
Manager はアクティブな契約のリストを検索するイベントを定期的に実行し、支払期日の近い

契約に対して請求書を作成します。 

Business Manager タスクには、以下の種類があります。 

 1 回限りのタスク： このタスクは、Panel での契約作成、ドメイン名の登録・更新、または

請求書の手動生成や支払受領など、1 回で完了するアクションを実行します。Business 
Manager は、1 件の「1 回限りのタスク」ごとに、タスクの実行タイミングを指示するタイ

ムスタンプを割り当てます。プロビジョニングポリシーが原因で、タスクを実行できなかっ

た場合は、プロビジョニングポリシーに指定された期間内に実行が再試行されます。 

 定期処理タスク： インストール直後に、Business Manager は請求書の生成、請求書が未払

いの顧客の一時停止、クレジットカード請求など、継続的に実行されるルーチンを実行する

タスクセットをスケジュールします。必要に応じてシステムを調整するために、実行期間を

変更したり、それぞれの定期処理タスクの次回実行時間を変更することができます。

Business Manager 定期処理タスクの説明は、「定期処理タスク（489ページ）」セクション

に記載されています。 

スケジュール済み、あるいは 近実行された 1 回限りのタスクおよび定期処理タスクは、［ビジ

ネスモニタリング］>［タスク］ページの該当タブに表示されます。このページから、各タスク

を手動で実行することもできます。 

自動化設定を構成する 

必要に応じて自動化設定を調整するために、Business Manager にルールを定義して、これに基

づいて特定のタスクをスケジュールおよび実行することができます。 

初のルールセットは、注文したリソースへのアクセス権が顧客にいつ付与されるのかを定義し

ます。例えば、新しいホスティングプランの契約者がいつ Panel にログインできるようになるか

（注文完了直後または請求書の支払後）を定義することができます。このようなルールを「プロ
ビジョニングポリシー」と呼びます。プロビジョニングポリシーを変更することによって、不正

行為のリスクを軽減したり、よりユーザフレンドリなビジネスを確立することができます。プロ

ビジョニングポリシーの変更について詳しくは、「プロビジョニングポリシーをセットアップす

る（175ページ）」を参照してください。 

もう 1 つのルールセットは、未払いの請求書がある場合に顧客にいつ通知し、このような顧客へ

のサービスをいつ停止するのかを定義します。これらのルールのセットアップについて詳しくは、

「契約が未払いの場合の処理方法を定義する（175ページ）」セクションを参照してください。 
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このセクションの内容: 

定期処理タスク .................................................................................................................. 489 
 

 
 

定期処理タスク 
このセクションでは、Business Manager が定期的に実行するタスクを挙げて説明します。 

 

このセクションの内容: 

ProcessInvoices  ............................................................................................................. 489 
ProcessPaymentQueue .................................................................................................. 489 
ProcessSuspensions  ...................................................................................................... 490 
ProcessUnsuspensions  .................................................................................................. 490 
ProcessUsage  ................................................................................................................ 490 
ProcessCancellation  ....................................................................................................... 490 
ProcessExpiredCreditCards  ........................................................................................... 490 
ProcessDomainSynchronization  .................................................................................... 490 
ProcessBatchFiles  .......................................................................................................... 490 
ProcessActionLog  ........................................................................................................... 491 
ProcessSync  ................................................................................................................... 491 
ProcessSchetFacturas  ................................................................................................... 491 
 

 

ProcessInvoices 

構成プロセスの一部であり、契約が更新されるどれくらい前に Business Manager が請求書を生

成するのかの指定などが含まれます。このタスクは、アクティブな契約のリストを確認し、請求

期日が到来しているものを見つけたら請求書を生成します。また、顧客に対して請求書のコピー

をメール送信し、支払期日が来ていることを通知します。 

Business Manager での請求について詳しくは、「請求書をセットアップする（166ページ）」

セクションを参照してください。 

ProcessPaymentQueue 

Business Manager が請求書を生成すると、期日が到来しておりクレジットカードまたは銀行口

座から支払うように設定されている請求書を検索します。このタスクは、支払キューの設定に指

定されている基準を満たす請求書について、支払を回収します。支払キュー設定について詳しく

は、「支払キューをセットアップする（158ページ）」を参照してください。 

注： 支払通知は、顧客アカウント情報をパスフレーズで暗号化すると不可能になります。暗号

化について詳しくは、「暗号化をセットアップする（484ページ）」を参照してください。 
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ProcessSuspensions 

自動一時停止ルールを使用している場合、このタスクは定期的に実行され、期日が超過した請求

書がある顧客に通知を送信します。また、 終しきい値に達したアカウントを一時停止するため

の 1 回限りのタスクを作成します。 

契約の自動一時停止の構成について詳しくは、「契約が未払いの場合の処理方法を定義する

（175ページ）」セクションを参照してください。 

ProcessUnsuspensions 

契約が一時停止されても、顧客は引き続きアカウントにアクセスし、ログインして、請求書を支

払うことができます。このタスクは、支払が完了した期日超過請求書を探します。このタスクは、

ProcessSuspensions と同じく、支払が完了した契約をアクティブ化するための 1 回限りの

イベントを作成します。 

ProcessUsage 

一部のプランでリソースの利用超過を許可する場合、このタスクが定期的に実行され、利用超過

に対する課金が必要な契約を探します。次に、サーバにコンタクトし、ローカル保存用にこの情

報を Business Manager に提供させます。 

リソース利用超過の顧客に対する請求について詳しくは、「価格設定と価格オプション（246ペ
ージ）」セクションを参照してください。 

ProcessCancellation 

キャンセルされた契約には、マークが付きます。契約は、即時にキャンセルすることも、課金サ

イクルの 後にキャンセルすることもできます。ProcessCancellation は定期的に実行され、

キャンセルする必要がある契約を検索し、キャンセルを実行します。 

ProcessExpiredCreditCards 

このタスクは、有効期限が迫っているクレジットカードをデータベースから検索します。このよ

うなクレジットカードが見つかった場合、クレジットカード所有者にその旨をメールで通知し、

支払の失敗を防ぐためにカード情報を更新するよう要請します。 

ProcessDomainSynchronization 

レジストラに eNom を使用している場合、このタスクは eNom に、eNom に登録されていると

リストされたすべてのドメインの更新日を更新するよう要求します。 

注： このタスクは契約の更新日を変更するのではなく、ドメインの詳細画面でドメインに対し

てリストされる更新日を変更するだけです。 

ProcessBatchFiles 
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銀行振込払いの顧客からの支払を受け付けるためにいは、これらの支払についての情報を銀行に

提供する必要があります。システムはこの情報を、バッチファイルという特別なファイルに保存

します。このようなファイルを銀行に送信する前に、ファイルを準備する必要があります（ある

いは、Business Manager の場合は処理する必要があります）。Business Manager には、バッチ

を定期的に確認する自動化機能があり、含まれる支払数が決められた数に達するか、決められた

日数に達すると、バッチが処理されます。この処理を実行するタスクは ProcessBatchFiles とい

う名前であり、1 日に一度実行されます。 

銀行振込について詳しくは、「銀行振込処理（41ページ）」セクションを参照してください。 

ProcessActionLog 

管理者または顧客が Business Manager でアクションを実行すると、これらのアクションに関す

る情報が監査ログに記録されます。監査ログは、Business Manager データベースに保存されま

す。データベースを解放するために、システムは定期的にデータベースからファイルにログを移

動します。このために、Business Manager は ProcessActionLog タスクを使用します。デフォ

ルトで、このタスクは 3 ヶ月ごとに実行されますが、実行間隔は変更することができます。 

ユーザのアクションのロギングについて詳しくは、「監査ログを表示する（487ページ）」セク

ションを参照してください。 

ProcessSync 

Business Manager は 5 分ごとに Business Manager 内のオブジェクト（顧客および管理者アカ

ウント、プラン、契約）の変更を確認するタスクを実行し、接続されたパネルの該当オブジェク

トに変更を適用します。［ホーム］タブで、同期状態を確認することができます。 

ProcessSchetFacturas 

ビジネスで schet-facturaを使用する場合、Business Managerはすべての契約をチェックするタ

スクを実行し、1 日に一度、必要に応じて schet-factura を生成します。さらに、このタスクは

［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［Schet-Factura 発行］ページの構成に従って、

schet-factura を顧客にメールで送信します。schet-factura の発行と送信のセットアップについて

詳しくは、「Schet-Factura を構成する（174ページ）」の章を参照してください。 
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アカウント情報を確認する 

 

このセクションの内容: 

会計レポートを生成する ..................................................................................................... 492 
日計表を生成する .............................................................................................................. 493 
一般仕訳帳 ........................................................................................................................ 493 
総勘定元帳を生成する ....................................................................................................... 493 
 

 

会計レポートを生成する 
Business Manager では、以下のタイプの会計レポートを生成することができます。 

 貸借対照表 - 資産、負債、自己資本の残高の概要です。 

 損益計算書 - 収益、売上原価、必要経費の残高の概要です。 

 売掛金滞留報告書 - 未払いの明細と滞留期間を示します。 

 期間内のキャッシュフローレポート - 重要な勘定に関する変更内容（およびそれがビジネスにも

たらす意味）を示します。 

 期間内のプラン収益レポート - 特定期間内のプランごとの収益を示します。 

 日次請求書シート - 特定の日に発生した請求書とその金額および顧客のリストです。 

 期間内の日次サインアップレポート - 特定の期間内にサインアップした顧客のリストを、日付順

に日次合計および期間内で示します。サインアップ請求書からの売上も含まれます。 

 レポートを生成するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［会計］>［レポート］に進みます。 

2. 必要なレポートのタイプをクリックします。 

3. 期間を選択します。 

4. ［生成］をクリックします。 
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日計表を生成する 
Business Manager では、次の 2 種類の日計表を記録できます。 

 売上仕訳帳 - 毎日の売上および入金がすべて記録されます。 

 仕入仕訳帳 - 毎日の現金支払がすべて記録されます。 

注： 仕入仕訳帳は現在使用されていません。 

 日計表を生成するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［会計］>［日計表］に進みます。 

2. 必要なレポートのタイプをクリックします。 

3. 期間を選択します。 

4. ［生成］をクリックします。 
 

一般仕訳帳 
一般仕訳帳は、システム内のすべての貸方と借方をまとめた記録です。 

一般仕訳帳を表示するには、［ビジネスモニタリング］>［会計］>［一般仕訳帳］に進みます。 

総勘定元帳を生成する 
Business Manager は、以下のタイプの元帳をサポートします。 

 総勘定元帳 - すべての補助元帳が総括されています。財務諸表はこの元帳から作成されます。 

 売掛金元帳 - 売掛金の仕訳のみに使用される特別な元帳です。顧客の月次明細表は、売掛金元帳

から作成します。 

 買掛金元帳 - 買掛金の仕訳のみに使用される特別な元帳です。未払残高がある会社に対する月次

明細書はこの元帳から作成されます。 

 未払税元帳 - 未払税の仕訳のみに使用される特別な元帳です。未払税の年次明細書は、この元帳

から作成されます。 

 元帳を生成するには： 

1. ［ビジネスモニタリング］>［会計］>［元帳］に進みます。 

2. 必要な元帳のタイプをクリックします。 

3. 期間を選択します。 

4. ［生成］をクリックします。 
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システム情報を表示する 

サーバ情報 

［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［サーバ情報］をクリックすると、サーバに関する次

のような概要が表示されます。 

 サーバ情報： 実行中の OS とウェブサーバのタイプ（バージョン番号を含む）が表示されます。 

 PHP 情報： 実行中の PHP バージョンに関する概要が表示されます。PHPinfo スクリプトを実行す

ると、PHP 設定についての詳細情報がここに表示されます。Business Manager で使用している

PHP とその設定を管理者が把握できるように、Business Manager 内からこのスクリプトにアクセ

スできるようになっています。PHPinfo スクリプトにアクセスできると、システムの不具合を簡単

に特定し、解決策を提案できるため、Business Manager のサポート技術者にとって非常に便利で

す。PHP で phpinfo 関数をオフにすると、Business Manager でもこのビューが無効化されます。 

 データベース情報： 使用しているデータベースのバージョンが表示されます。 

 cURL 情報： 使用している cURL のバージョンです（SSL 情報を含みます）。 

この情報は概要であり、包括的ではありません。主な目的は、Business Manager で問題が発生して

Parallels の技術者が調査する必要が生じたときに、基本情報を提供することです。 

Business Manager バージョン 

Business Manager のバージョンを確認するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［ラ

イセンス情報］に進みます。 

注記：バージョン機能は、Business Manager 開発者のみが使用するもので、将来のリリースでは非表

示になる予定です。 

モジュール情報 

利用可能なモジュールのリストを確認するには、［ビジネスセットアップ］>［すべての設定］>［サ

ーバ情報］に進みます。ここで、モジュールはタイプ別にまとめられています。また、モジュールの

ステータス、 新バージョン番号、作成者、および DRM 情報も表示されます。 
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SSO サービスを管理する 

Business Manager にはグローバルアカウント機能があります。一度だけ認証を受ければ、ログインを

再び要求されることなく、Parallels Plesk Panel と Business Manager を自由に切り替えることができ

ます。グローバルアカウントは、シングルサインオン（SSO）サービスで管理されます。 

SSO サービスを提供するソフトウェアを「SSO サーバ」と呼びます。このサーバは、Panel とともに

自動的にインストールされます。デフォルトで、SSO は自動的にセットアップされ、同じサーバにイ

ンストールされた Business Manager と Panel の間でグローバルアカウントを共有します（ローカルと

Panel）。この場合、SSO は Business Manager と Panel の IP アドレス情報を知る必要がなく、これ

らを参照するために localhost IP アドレス（127.0.0.1）を使用します。この SSO モードを「シングル
パネルモード」と呼びます。シングルパネルモードは、Panel サーバを 1 つ（ローカル）使用するビギ

ナーのホスティングプロバイダに 適です。このモードは設定なしで機能し、追加のホスト名構成ス

テップを実行する必要はありません。 

ホスティングビジネスを拡大し、2 つ以上の Panel サーバでホスティングアカウントを販売したい場合

は、これらすべてのサーバを Business Manager に接続できることを確認し、複数の Panel に対応でき

るように SSO を再構成する必要があります。Panel サーバが Business Manager のホスト名を解決で

きるか確認するには、nslookup システムユーティリティをこれらのサーバ上で実行します。 

nslookup <bm_host_name> 

Business Manager のホスト名が登録されていない場合、これを登録するか新しいホスト名を購入し、

以下のコマンドを実行して、Business Manager で使用するように構成します。 

/usr/share/plesk-billing/integration --command=update --hostname=<new_host_name> 

Panel サーバが Business Manager サーバに接続できることを確認してから、SSO をマルチパネルモ

ードに切り替えます。このモードでは、SSO は localhost ではなくサーバのホスト名を使用します。こ

れにより、Business Manager は複数のリモートパネルとやりとりできるようになります。SSO モード

を切り替えてから、リモートパネルを接続します。SSL モードの切り替え方は、以下で説明します。 

SSO サービスと Business Manager のインタラクションは、SSO ユーティリティによって制御されま

す。このユーティリティで何を実行できるのかは、『Parallels Plesk Panel Command Line Reference 』
（Linux 版または Windows 版））の「Single Sign-On Configuration」セクションを参照してください。 

SSO モードを切り替える 

注記： SSO をマルチパネルモードに切り替える前に、接続された Panel サーバが Business Manager
ドメイン名を解決できることを確認してください。 

SSO をマルチパネルモードに切り替えるには、Business Manager サーバで以下のコマンドを実行しま

す。 

/usr/share/plesk-billing/integration --command=switch-sso-mode 
--sso-mode=multiple-panels 

SSO をシングルパネルモードに戻すには、integration ユーティリティを以下のように実行します。 

/usr/share/plesk-billing/integration --command=switch-sso-mode 
--sso-mode=single-panel 
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重要： リモート Panel を Business Manager に接続したまま SSO をシングルパネルモードに切り替え

ると、リモート Panel がサービスを提供している契約を持つ顧客に、Panel の透過的な切り替えに関す

る問題が発生します。 
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トラブルシューティング 

ここでは、Customer & Business Manager の実行時に発生する可能性がある一般的な問題と、その解

決策を示します。 

 

このセクションの内容: 

デバッグロギングをオンにする ............................................................................................ 497 
 

 

デバッグロギングをオンにする 
エラーが発生した場合、Parallels のサポートエンジニアがエラーを診断・修正するために必要な情報

を、デバッグロギングによって収集することができます。このサービスを有効にして、エラーを再現

し、新たに追加されたログレコードをエラーの詳細に添付してください。 

 デバッグロギングをオンにするには： 

1. config.phpファイルで、パラメータALLOW_DEBUG_LOGGINGを「true」
に設定します。 

Linux の場合、このファイルは /opt/plesk-billing/lib-billing/include/config/ に

あります。⾉ 

2. ［イベント］>［デバッグログ］>［デバッグ設定を編集］に進み、表示される

画面で［デバッグロギングを有効化］をクリックします。 

注： ALLOW_DEBUG_LOGGING の値も、エラーレポートに表示される情報に影響を与えます。エラ

ーレポートに詳細のみを出力したい場合は、ステップ 2 をスキップしてください。これらのレポート

には機密情報が含まれる可能性があるので、注意してください。エラーレポートのリストは、［ヘル

プ］&［サポート］>［エラーレポートを表示］で表示されます。 

 



 

  
 

「Panel 機能の概要」の章で説明したように、ホスティングされるウェブサイト、メールボック

ス、その他のネットワークリソースを簡単に管理できることが Panel の主な役割です。サーバ上

のホスティングリソースを自社用に使用することも、顧客にリソースを販売することもできます。

例えば、会社のウェブサイトやメールボックスを Panel サーバにセットアップすることができま

す。 

自社用の契約をセットアップする（ウェブスペース） 

自社用のホスティングアカウントをセットアップするには、サーバ管理パネルの［ホーム］>［マ

イ・ウェブスペース］グループでウェブスペースを作成します。「ウェブスペース」とは、無制

限のサービスプラン（リソース無制限のプラン）に対する契約です。ウェブスペースの作成中に、

ウェブスペースのドメイン名とアクセス用のクレデンシャルを指定するように要求されます。こ

のウェブスペースは、［契約］ページのリストで、顧客の契約とともに表示されます。ウェブサ

イトの作成または契約設定の編集を開始するには、契約名の横の［コントロールパネルで開く］

リンクをクリックします。下の表に、コントロールパネルで管理者が実行できるオペレーション

のリストを示します。 

各ウェブスペースは、パワーユーザビューで開きます。このビューには、自社のホスティングア

カウントの管理機能とサーバ管理機能が統合されています。これに対し、ホスティングプラン、

リセラー、顧客に関連するアクションは、引き続きサーバ管理パネルで行います。 

ホスティング顧客やリセラーに提供するサービスの管理に戻るには、コントロールパネルの上部

にある［サーバ管理パネルに戻る］をクリックしてください。 

パワーユーザビューについて詳しくは、「Panel GUI（31ページ）」のセクションを参照してくだ

さい。 

顧客による契約の管理を支援する 

顧客ごとに専門知識にはばらつきがあり、顧客によっては、契約の設定を管理するのが困難な場

合があります。顧客を支援するために、プロバイダが顧客のアカウントでコントロールパネルに

ログインし、顧客のウェブサイトや契約のプロパティを編集することができます。コントロール

パネルで顧客の契約の管理を開始するには、［契約］ページでリストから契約を探し、［コント

ロールパネルで開く］をクリックします。 

コントロールパネルでの作業 

ホスティングアカウント管理に関連する作業（ウェブサイトコンテンツの管理、メールボックス

の追加と削除、ホスティング設定の変更など）は、コントロールパネルという別インターフェー

スで行います。 

この章では、コントロールパネルでホスティング関連の作業を実行する方法を説明します。この

手順は、自社の契約を管理する場合でも、顧客の契約を管理する場合でも同じです。つまり、「御
社のウェブサイト」、「御社の契約」と書いている場合でも、御社と顧客、両方のウェブサイト

または契約を意味します。以下の表は、この章の各セクションとその内容を簡単に示しています。 

第 1 0 章  

ウェブホスティング管理 
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セクション 説明 

Plesk Panel クイックスタート コントロールパネルでウェブサイトとメールアカウントをセ

ットアップするワークフローを説明します。 

顧客アカウント管理 コントロールパネルでアカウント設定、契約、請求書、リソ

ースを表示および管理する方法を説明します。 

ウェブサイトとドメイン  ウェブサイトの作成、ウェブサイトへのコンテンツの追加、

アプリケーションの追加、ウェブサイトとドメイン名に関連

する契約プロパティの構成の方法を説明します。 

Web Presence Builderでウェブサイトを作

成する 
Panel に付属するウェブサイトエディタである Web 
Presence Builder を使用して、ウェブサイトを作成する手順

を説明します。 

ウェブサイトへの FTP アクセス 契約者と補助ユーザのために、ウェブサイトへの FTP アクセ

スをセットアップする方法を説明します。 

メール 契約に含まれるメールアカウントをセットアップし、メール

設定を構成する方法を説明します。 

タスクをスケジューリングする 特定の時間にスクリプトを自動実行するように Panel を構成

する方法を説明します。 

データベースを使用する 契約に含まれるデータベースを使用する方法を説明します

（データベースの新規作成、既存のデータベースのインポー

ト、外部データベースへのアクセスなど）。 

ウェブサイトをバックアップまたは復

元する 
契約者の代わりに、特定の顧客の契約内のデータをバックア

ップまたは復元する方法を説明します。 

 

この章の内容: 

Plesk Panel クイックスタート .............................................................................................. 500 
顧客アカウント管理 ............................................................................................................ 525 
ウェブサイトとドメイン ......................................................................................................... 550 
Web Presence Builder でウェブサイトを作成する ............................................................. 644 
ウェブサイトへの FTP アクセス ......................................................................................... 689 
メール ................................................................................................................................ 694 
タスクをスケジューリングする ............................................................................................. 706 
データベースを使用する ..................................................................................................... 712 
ウェブサイトをバックアップまたは復元する .......................................................................... 719 
 

 
 



 

500 ウェブホスティング管理 
 

Plesk Panel クイックスタート 

新調査によると、インターネットはテレビや新聞といった旧来のメディアを遥かに凌ぎ、人々

にとって重要な情報源となっています。今や、サービスを探す人が真っ先に調べるのは、ウェブ

上の情報です。そのため、適切なウェブサイトを構築することはあらゆる企業にとって必要不可

欠です。そのためには、様々な手法があります。たとえば、問い合わせページのみのシンプルな

ものから、ERP システムへのアクセスを提供する大企業の複雑なウェブサイトまで、様々なウ

ェブサイトがあります。いずれの場合でも、ビジネスをオンライン化するには、同様の手順に従

う必要があります。 

先に進む前に、まず、次の 2 つの重要な手順を行う必要があります。 

 ホスティングプロバイダから顧客アカウントを購入する。 
顧客アカウントとは、ウェブサイトの構築に不可欠なサービス（インターネット接続、ウェ

ブコンテンツを格納するためのディスク領域など）を利用するためのアカウントです。Panel
の顧客アカウントについて詳しくは、「顧客アカウントの管理」の章を参照してください。 

 ドメイン名を登録する。 
ドメイン名とは、ユーザがウェブサイトにアクセスするためにブラウザに入力する名前です

（例： www.example.com）。 

これら 2 つの要素（ウェブホスティング管理用のアカウントとドメイン名）がウェブサイトの基

盤となります。 

この章では、 初のウェブサイトを構築し、コンテンツを挿入し、サイトのユーザ用にメールボ

ックスを作成し、サイト訪問統計を確認する方法を説明します。 

高度なホスティング機能 

Panel の基本機能に慣れたところで、高度なホスティング機能を試してみましょう。たとえば、

ウェブアプリケーションをインストールして（594ページ）ウェブサイトの機能を拡張する、SSL
証明書を使用してサイトのセキュリティを高める（601ページ）、データベースを導入するとい

った作業が可能です。ホスティングプロバイダが、顧客のコントロールパネルをよりシンプルで

使いやすくするために、一部の高度な機能を無効化している場合もあります。「（高度）」とマ

ーキングされているセクションで説明する機能は、無効化されている場合があります。これらの

オプションの使用を希望する場合は、ホスティングプロバイダにご相談ください。 

 

このセクションの内容: 

最初のウェブサイトをセットアップする ................................................................................. 501 
メールアカウントをセットアップする ...................................................................................... 506 
サイト訪問統計を表示する ................................................................................................. 525 
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初のウェブサイトをセットアップする 
顧客アカウントとドメイン名の用意ができたら、次の作業はウェブサイトの作成です。ウェブサイト

作成方法については、「1. サイトを作成する（501ページ）」のセクションで説明します。 

サイトの準備ができたら、ブラウザでサイトの外観を確認できます。ブラウザでの確認方法は、「2. サ
イトをプレビューする（504ページ）」のセクションで説明します。 

完璧なサイトが完成しても、見る人がいなければ効果はありません。デザイン作業がすべて完了した

ら、サイトを主要な検索エンジンに登録する必要があります。検索エンジンへの登録方法は、「3. サ
イトを検索エンジンに登録する（505ページ）」のセクションで説明します。 

 

このセクションの内容: 

1. サイトを作成する ........................................................................................................... 501 
2. サイトをプレビューする .................................................................................................. 504 
3. サイトを検索エンジンに登録する .................................................................................... 504 
 

1. サイトを作成する 

ウェブサイトの作成には、主に次の 3 つの方法があります。 

 ウェブデザイン会社にサイトの作成を依頼し、コンテンツのみを自社管理する。 

 Web Presence Builder を利用してサイトを自力で作成する。これにより、プロが作成したような

ウェブサイトをわずか数クリックで簡単に作成できます。詳しくは、「Web Presence Builder（502
ページ）」のセクションを参照してください。 

 サードパーティのコンテンツ管理システム（ページ、スクリプト、アプリケーションなどのウェブ

サイトコンテンツを簡単に作成および編集できるエディタ）でウェブサイトを作成する。サードパ

ーティ製コンテンツ管理システムでのサイト作成について詳しくは、「コンテンツ管理システム

（502ページ）」を参照してください。 

既製のサイトを購入した場合やサイトを自力で作成した場合、サイトをウェブ上で閲覧可能にするた

めには、アカウントにサイトのコンテンツをアップロードする必要があります。コンテンツのアップ

ロードには 2 つの方法があります。 

 FTP を使用： 詳しくは、「FTP 経由でコンテンツをアップロードする（504ページ）」のセクショ

ンを参照してください。 

 統合されたファイルマネージャを使用： 詳しくは、「ファイルマネージャでコンテンツをアップ

ロードする（504ページ）」のセクションを参照してください。 

  

このセクションの内容: 

Web Presence Builder ...................................................................................................... 502 
コンテンツ管理システム ...................................................................................................... 502 
コンテンツをアップロードする .............................................................................................. 503 
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Web Presence Builder 

Web Presence Builder は、HTML マークアップやグラフィックデザインのスキルがないユーザでもプ

ロが作成したようなサイトを作成できる便利なツールです。このツールは、シンプルなビジュアルエ

ディタと多種多様なウェブサイト用のテンプレートを提供します。このエディタを使用して、ウェブ

ページの作成、各種コンテンツ（テキスト、画像、動画、スクリプト）の追加、およびウェブサイト

名、キーワード、アイコンなどのウェブサイト設定の編集といった作業を実行できます。 

Web Presence Builder でウェブサイトを作成するには、ホスティング契約にこのオプションが含まれ

ていることを確認してください。含まれていない場合は、他の方法を選択するか、契約をアップグレ

ードしてください。 

 Web Presence Builder でウェブサイトを作成するには： 

1. ［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイン］タブに進み、［Web Presence 
Builderを起動する］リンクをクリックします。 

2. ウェブサイトに も適したトピックを選択します。 

3. ウェブサイトを編集します。 

a. 構造： ページを追加したり、不要な事前定義ページを削除します。 

b. コンテンツ： 事前定義コンテンツを自社に合わせて変更したり、必

要な要素（テキスト、画像、動画、スクリプトなど）を追加します。 

c. デザイン： レイアウトやカラースキームを変更します。 

4. ウェブサイトを公開します。 

Web Presence Builder によるウェブサイト作成について詳しくは、「Web Presence Builder でウェブサ

イトを構築する（644ページ）」のセクションを参照してください。 

コンテンツ管理システム 

コンテンツ管理システム（CMS）とは、ページ、スクリプト、ファイル、マルチメディアコンテンツ

といったウェブサイトコンテンツの追加や編集のための GUI を提供するアプリケーションです。 

サードパーティ CMS でウェブサイトを作成するためには、自社のホスティングアカウントに CMS を

インストールする必要があります。CMS をインストールできるのは、ホスティング契約でそれが許可

されている場合に限られます。 

 CMS を使用してウェブサイトを作成するには：  

1. [アプリケーション]タブに進みます。 

2. 利用可能なアプリケーションのリストで、必要なCMSを探し、「ウェブサイ

トアプリケーションを使用する（594ページ）」のセクションに従ってインス

トールします。 
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3. CMSでウェブサイトを作成します。CMSによるウェブサイトの作成方法に

ついて詳しくは、該当CMSのマニュアルを参照してください。 
 

コンテンツをアップロードする 

ウェブサイトを自力で作成済みか、ウェブデザイン会社に依頼して作成済みの場合は、ウェブサイト

ファイルとフォルダをプロバイダのサーバにアップロードするだけです。アップロードは、次のいず

れかの方法で実行できます。 

 FTP を使用： この方法は、顧客アカウントにアクセスする必要がないことから、複数のユーザが

ウェブサイトのコンテンツを管理する必要がある場合に有益です。これらのユーザ用に FTP ユー

ザを作成するだけで準備完了です。この方法について詳しくは、「FTP 経由でコンテンツをアップ

ロードする（504ページ）」のセクションを参照してください。 

 コントロールパネルのファイルマネージャを使用： この方法は、コントロールパネルの GUI を使

用するため、HTML エディタやファイルパーミッションマネージャといった便利な機能の数々を利

用することができ、より有益です。コンテンツマネージャの機能について詳しくは、「ファイルマ

ネージャでコンテンツをアップロードする（504ページ）」のセクションを参照してください。 

  

このセクションの内容: 

FTP 経由でコンテンツをアップロードする ............................................................................ 504 
ファイルマネージャでコンテンツをアップロードする............................................................... 504 
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FTP 経由でコンテンツをアップロードする 

 FTP 経由でウェブサイトを公開するには：  

1. 自社のFTPアカウントのユーザ名とパスワードを使用して、FTPクライアン

トプログラムでサーバのウェブスペースに接続します。 

Panel でユーザ名とパスワードを変更するには、［ウェブサイトとドメイン］タブで［ウェブホス

ティング設定］を選択します。 

FTP アドレスは ftp://your-domain-name.com という形式（your-domain-name.com はサイトのイン

ターネットアドレス）にします。 

ファイアウォールを使用している場合は、パッシブモードを有効にします。 

2. サイトの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

します。CGIスクリプトを使用する場合、cgi-binディレクトリにスクリプ

トを置きます。 

3. FTPセッションを終了します。 

また、ウェブサイトコンテンツに関して他のユーザとコラボレーションする必要がある場合は、追加

の FTP アカウントをセットアップすることもできます。詳しくは、「FTP アカウントを追加する（690
ページ）」のセクションを参照してください。 

 ファイルマネージャでコンテンツをアップロードする 

自分のコンピュータから Panel サーバにファイルマネージャを使用してウェブサイトをアップロード

するには、コントロールパネルの［ファイル］タブを開き、このタブの中央部分にウェブサイトフォ

ルダをドラッグしてください。また、圧縮 ZIP ファイルとしてウェブサイトをアップロード後、ファ

イルマネージャに統合されたアーカイバを使用してコンテンツを展開することもできます。 

ファイルマネージャでは、以下の作業も実行できます。 

 ビジュアルエディタで HTML ファイルを編集します。 

 ウェブサイトページをプレビューします。 

 テキストエディタでファイルを編集します。 

 ファイルのアクセスパーミッションを管理します。 

ウェブサイトファイルとフォルダをファイルマネージャでアップロードおよび編集する方法について

詳しくは、「ウェブサイトコンテンツを管理する（582ページ）」のセクションを参照してください。 

2. サイトをプレビューする 

ウェブサイトファイルをウェブスペースにアップロードすると、新しいサイトに関する情報がドメイ

ンネームシステムにまだ反映されていなくても、ウェブブラウザでどのように表示されるのか確認す

ることができます。 

 サイトをプレビューするには：  
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1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. 画面下にあるドメイン名のリストで、プレビュー対象のウェブサイトを探し、

対応するアイコン  をクリックします。 

新しいブラウザウィンドウにサイトが表示されます。 

注： Web Presence Builder で作成したサイトの場合、プレビューモードではサイトページへの保護ア

クセスが正しく機能しない場合があります。 

ドメイン名が未登録であっても、他のユーザにサイトを見せる必要がある場合があります。自社のホ

スティングアカウントへのアクセス権限を付与することなくこれを実現する方法はいくつかあります。

詳しくは、「ウェブサイトをプレビューする（592ページ）」のセクションを参照してください。  

3. サイトを検索エンジンに登録する 

サイト訪問者を増やし、サイトへのトラフィックを拡大するためには、サイトをインターネットで公

開した後で検索エンジンに登録する必要があります。サイトを検索エンジンに登録する前に、以下の

ようにコンテンツを 適化することによって、検索結果でサイトのランキングを上げることが可能で

す。 

 ウェブページ内のテキストに、検索によく用いられる、サイトトピックに関連するキーワードフレ

ーズを含める。たとえば、ウェブページのテキストで、自社の製品名や興味のあるトピックを何度

も繰り返し記述します。 

 <title> タグと <meta> タグに関連キーワードを追加する。一部の検索エンジンは、ウェブペ

ージのメタタグに含まれるキーワードや説明を検索し、これらのキーワードを検索結果に含めます。 

たとえば、ホスティング自動化ソフトウェアの販売会社は、ウェブサイトの HTML ページに次のよう

なタグを使用すると効果的です。 

<HEAD> 
<TITLE>ホスティング自動化ソフトウェアの注文 
</TITLE> 
<META name="keywords" content="注文,ホスティング,ソフトウェア"> 
<META name="description" content="ホスティング自動化ソフトウェアの注文"> 
</HEAD> 

キーワードは、スペースを入れずコンマで区切ります。 

ウェブサイトを 適化し、顧客アカウントで公開してから、Google、Yahoo、Bing、あるいはその他

の人気検索エンジンに登録します。 

 Google にサイトを登録するには： http://www.google.com/addurl/ 

 Yahoo にサイトを登録するには： https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit 

 Bing にサイトを登録するには： https://ssl.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx 

 
 



 

506 ウェブホスティング管理 
 

メールアカウントをセットアップする 
ウェブサイトの準備が完了したら、メールアカウントの作成を開始できます。たとえば、社内の全ユ

ーザのためにメールアカウントを作成することができます。メールボックスの数やサイズは、契約し

たホスティングプランに応じて制限されます。 

 

このセクションの内容: 

1. ユーザアカウントを作成する .......................................................................................... 506 
2. メールボックスにアクセスする ........................................................................................ 507 
 

 

1. ユーザアカウントを作成する 

 メールアドレスを作成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。     

2. ［メール］タブをクリックします。 

3. ［メールアドレスの作成］をクリックします。 

4. メールアドレスの @ 記号の左側部分を入力し、（アカウントに複数のドメ

イン名がある場合は）メールアドレスを作成するドメイン名を選択します。 

5. ［メールボックス］チェックボックスはオンにしておきます。 

このチェックボックスは、受信メールを他のアドレスに転送するメールフォワーダとしてこのアド

レスを使用する場合に限ってオフにしてください。 

6. メールボックスのサイズを指定するか、プロバイダのポリシーまたはサービ

スプランに定義されているデフォルトサイズを使用します。 

7. 半角アルファベット5文字以上から成るパスワードを入力します。 

8. ［OK］をクリックします。 
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2. メールボックスにアクセスする 

メールを送受信するためにメールボックスにアクセスするには、以下の 2 つの方法があります。 

 コンピュータにメールクライアントプログラムをセットアップして使用する。通常、このようなプ

ログラムでは、以下の設定を指定する必要があります。 

 ユーザ名： このフィールドには、メールアドレスを完全に入力します（例： 
johndoe@example.com）。 

 パスワード： 通常は、メールアカウントのパスワードです。 

 メールサーバのプロトコル： このプロパティは、メッセージのコピーをサーバに残すかどうか

を決定します。コピーをサーバに残したい場合は、IMAP オプションを選択します。サーバに残

さない場合は、POP3 オプションを選択します。IMAP を選択した場合、SpamAssassin がサー

バで有効化されていれば、受信したメールメッセージを SpamAssassin スパムフィルタに学習

させることもできます。 

 受信用メールサーバ（POP3/IMAP）： ドメイン名を入力します。例えば「example.com」の

ように入力します。POP3 ポートは 110、IMAP ポートは 143 です。 

 送信メールサーバ（SMTP）： ドメイン名を入力します。例えば「example.com」のように入

力します。SMTP ポートは 25 です。このサーバでは認証が必要です。 

メールボックスを利用できるように主要メールクライアントを構成する方法について詳しくは、こ

のセクションのサブセクションを参照してください。 

 ウェブブラウザを使用してウェブメールインターフェースに接続します。ウェブメールのインター

フェースは、デフォルトでインストールされている Horde IMP ウェブメールソフトウェアです。

デフォルトの Horde IMP ウェブメールを使用することも、Atmail Webmail Lite ソフトウェアをイ

ンストールすることもできます。 

 

このセクションの内容: 

ウェブメールからのアクセス ................................................................................................ 508 
Microsoft Office Outlook からのアクセス ........................................................................... 509 
Microsoft Outlook Express からのアクセス ........................................................................ 513 
Mozilla Thunderbird からのアクセス .................................................................................. 517 
Apple Mail からのアクセス ................................................................................................. 520 
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ウェブメールからのアクセス 

 ウェブメール経由でメールボックスにアクセスするには、以下のいず
れかを実行します。 

 ウェブブラウザで「webmail.example.com」という URL にアクセスします（「example.com」
はウェブサイトのインターネットアドレス）。プロンプトが表示されたら、ユーザ名として完全な

メールアドレスを入力して（「mail@example.com」など）、Panel へのログインに使用するパ

スワードを入力します。 

 Panel にログインしたら［メール］タブをクリックして、メールアドレスのリストから該当のメー

ルアドレスに対応する  アイコンをクリックします。 
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Microsoft Office Outlookからのアクセス 

 Microsoft Office Outlook 2010 をセットアップするには：  

1. Microsoft Office Outlookを開きます。 

2. ［ファイル］>［情報］>［アカウントの追加］に進みます。 

3. ［サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する］チェックボック

スをオンにします。［次へ］をクリックします。 
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4. ［インターネット電子メール］オプションを選択して［次へ］をクリックしま

す。 
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5. 以下を指定します。 

 名前：  

 メールアドレス。 

 アカウントの種類： メッセージのコピーをサーバに残したい場合は、IMAP オプションを選択

します。残したくない場合は、POP3 オプションを選択します。IMAP を選択した場合、

SpamAssassin がサーバで有効化されていれば、受信したメールメッセージを SpamAssassin
スパムフィルタに学習させることもできます。 

 受信メール サーバー： ドメイン名を入力します。例えば「example.com」のように入力しま

す。 

 送信メール サーバー (SMTP)： ドメイン名を入力します。例えば「example.com」のように入

力します。 

 ユーザー名： 完全なメールアドレスを指定してください。例えば「johndoe@example.com」

のように入力します。 

 パスワード： 通常、このパスワードは Panel にログインするときのパスワードと同じです。 

 メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、

チェック ボックスをオンにしてください： このオプションはオフにしておきます。 
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6. ［詳細設定］をクリックし、［送信サーバー］タブを開いて、［送信サーバー 
(SMTP) は認証が必要］をオンにします。 

 

7. ［次へ］をクリックします。 

8. ［終了］をクリックします。 
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Microsoft Outlook Expressからのアクセス 

このセクションの内容は、Microsoft Outlook Express 6 に対して検証されており、これより前または

後のバージョンの Microsoft Outlook Express では該当しない場合があります。 

 Microsoft Outlook Express をセットアップするには： 

1. Microsoft Outlook Expressを開きます。 

2. ［ツール］ > ［アカウント］に進みます。 

3. ［追加］ボタンをクリックし、［メール］項目を選択します。 

4. 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。 
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5. メールアドレスを入力して［次へ］をクリックします。 
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6. 以下の設定を指定します。 

 受信メールサーバのプロトコル。 

メッセージのコピーをサーバに残したい場合は、IMAP オプションを選択します。サーバにメッ

セージを残したくない場合は、POP3 オプションを選択します。IMAP を選択した場合、

SpamAssassin がサーバで有効であれば、受信メールメッセージの SpamAssassin スパムフィ

ルタに学習させることもできます。 

 受信メールサーバ。ウェブサイトのインターネットアドレスを指定します。 

 送信メールサーバ。ウェブサイトのインターネットアドレスを指定します。 
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7. ［次へ］をクリックします。 

8. 以下を指定します。 

 アカウント名。［アカウント名］ボックスにメールアドレスを入力します。 

 パスワード。通常、このパスワードは Panel にログインするときのパスワードと同じです。 

 ［パスワードを保存する］チェックボックス。メールプログラムがメールサーバに接続して新

着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には、このチェッ

クボックスをオンにして［次へ］をクリックします。 

 

9. メールプログラムのセットアップを終了する場合は、［完了］をクリックしま

す。 
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Mozilla Thunderbirdからのアクセス 

このセクションの内容は、Mozilla Thunderbird 12 に対して検証されており、これより前または後のバ

ージョンの Mozilla Thunderbird では該当しない場合があります。 

 Mozilla Thunderbird をセットアップするには：  

1. Mozilla Thunderbirdを開きます。 

2. ［Tools（ツール）］>［Account Settings（アカウント設定）］>［Account Actions
（アカウントアクション）］>［Add Mail Account（メールアカウントの追加）］の

順に選択します。 

3. 以下を指定します。 

 名前（送信するすべてのメッセージに表示されます）。 

 メールアドレスとパスワード。 
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4. ［Continue（続行）］をクリックします。 

5. Thunderbirdが設定を自動検索できなかった場合、以下を指定してくださ

い。 

 アカウントの種類： メッセージのコピーをサーバに残したい場合は、IMAP オプションを選択

します。サーバにメッセージを残したくない場合は、POP3 オプションを選択します。IMAP を

選択した場合、SpamAssassin がサーバで有効化されていれば、受信したメールメッセージを

SpamAssassin スパムフィルタに学習させることもできます。 
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6. ［Create Account（アカウントの作成）］をクリックします。 

 

メールアカウントを手動でセットアップする場合、接続セキュリティと認証方法の設定を以下のよう

に組み合わせて使用してください。これらの設定が機能しない場合、ホスティングプロバイダに正し

い組み合わせを問い合わせてください。 

Linux の場合：  

 接続セキュリティ： STARTTLS 

 認証方法： 暗号化されたパスワード 

 

Windows（IMAP）の場合：  

 接続セキュリティ： なし 

 認証方法： 暗号化されたパスワード 

 

Windows（POP3）の場合：  

 接続セキュリティ： なし 

 認証方法： パスワード（セキュリティなしで送信） 

アカウントを手動で構成する場合に指定可能なその他のパラメータ：  

 POP3 ポート： 110 

 IMAP ポート： 143 

 SMTP ポート： 25  

 ユーザ名： 完全なメールアドレス（例： johndoe@example.com）。 

 受信用メールサーバ（POP3/IMAP）： ウェブサイトのインターネットアドレスを指定します。例

えば、「example.com」のように入力します。 

 送信サーバアドレス： ウェブサイトのインターネットアドレスを指定します。例えば、

「example.com」のように入力します。 
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Apple Mailからのアクセス 

このセクションでは、Apple Mail 3.6（Leopard）について説明します。他のバージョンの Apple Mail
には該当しない場合があります。 

 Apple Mail をセットアップするには： 

1. Apple Mailを実行します。 

これが初めての実行で、まだメールアカウントを設定していない場合は、次のステップはスキップ

します。代わりに、メールアカウントの新規作成用の画面が表示されます。 

2. メールアカウントの追加ウィザードを開きます。 

a. ［Mail］>［環境設定...］をクリックします。 

b. ［アカウント］タブを選択します。 

c. 左下隅の［+］ボタンをクリックします。 

3. 以下のアカウント情報を入力します。 

 氏名 

 メールアドレス 

 Panel にログインするときのパスワード 
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4. ［続ける］をクリックします。 

5. 以下の受信用メールサーバ情報を入力します。 

 アカウントの種類：使用するプロトコルを選択します（IMAP または POP）。 

スパムフィルタリングのソリューションに SpamAssassin を使用する場合は、IMAP を選択す

ることをお勧めします。IMAP アカウントは、SpamAssassin がスパムメッセージと通常メッ

セージを学習するために必要です。 

 受信用メールサーバ：メールサービスを提供するドメインの名前を入力します（メールアドレ

スの @ 記号の右側）。 

 ユーザ名：メールアドレス全体を入力します。 

 パスワード：そのままにします（Apple Mail が前のステップから取得します）。 

 



 

522 ウェブホスティング管理 
 

6. ［続ける］をクリックします。 

7. （オプション）受信メールのセキュリティオプションを指定します。 

a. ［SSL (Secure Sockets Layer) を使用］チェックボックスをオンにしま

す。 

b. 認証方法を選択します。 

どれを選択すべきか分からない場合は、デフォルトのままにしてください。 

Parallels Small Business Panel に組み込まれているメールサーバが、選択した種類のアカウント

（POP または IMAP）に対して SSL をサポートする場合にのみ、この設定画面が表示されます。 
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8. ［続ける］をクリックします。 

9. 以下の送信用メールサーバ情報を入力します。 

 送信用メールサーバ：メールサービスを提供するドメインの名前を入力します（メールアドレ

スの @ 記号の右側）。 

 このサーバのみを使用：オンにします。 

 認証を使用：オンにします。 

 ユーザ名：メールアドレス全体を入力します。 

 パスワード：そのままにします（Apple Mail が前のステップから取得します）。 
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10. ［続ける］をクリックします。 

作成されるメールアカウントの概要が表示されます。 

11. ［アカウントをオンラインにする］チェックボックスをオンにして、［作成］

をクリックします。 
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サイト訪問統計を表示する 
サイトが正しく機能するようになり、検索エンジンの検索結果にサイトが表示されるようになったら、

訪問統計を確認してサイトの効率を確認しましょう。 

 サイトの訪問者数、訪問者の国、および訪問者の閲覧ページを確認す
るには：  

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［ウェブ統計］に進みます。 

新しいブラウザウィンドウが開き、サイト訪問の統計が表示されます。 

3. サイト内のSSLで保護されたエリアで閲覧されたウェブページの統計を表示

するには、メニューの［SSLウェブ統計］を選択します。 

4. FTP経由でダウンロードしたファイルの統計を表示するには、メニューの

［FTP統計］を選択します。 

あるいは、「https://your-domain.com/plesk-stat/webstat」のような URL を使用して、サイトの訪問統

計を確認できます。ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら、FTP アカウントのユーザ名と

パスワードを指定します。 

これで、「クイックスタート」の章が完了しました。コントロールパネルで実行できるその他の機能

について、必要に応じて確認してください。 

顧客アカウント管理 

「Parallels Panel クイックスタート」の章で説明したように、会社のウェブサイトを構築する第一歩は、

ホスティング事業者（ホスティングプロバイダ）が提供するサービスへのサインアップです。ホステ

ィングプランを契約すると、Panel に顧客アカウントが作成され、これを利用して Panel にログインし

てホスティングサービスやリソース（メールボックス、ディスク領域、帯域幅など）を利用できるよ

うになります。 

顧客アカウントと複数の契約 

Panel では、必要に応じて好きな数のホスティングプランを契約することが可能です。例えば、メイン

サイトと支店のサイトでホスティングリソースを共用したくない場合、同じ顧客アカウントで別のホ

スティングプランを契約することができます。つまり、顧客アカウントでは、すべての契約へのアク

セスが個別に設定されています（下図を参照）。 



 

526 ウェブホスティング管理 
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複数の契約が必要になるもう 1 つの理由として、契約では IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを 1 つずつ
しか利用できないということが挙げられます。つまり、1 つの契約内のすべてのドメインでは、同じ IP
アドレス（IPv4 または IPv6）が共用されます。異なる IP アドレスでサイトをホストする必要がある

場合は、必要な IP アドレスの数と同じだけプランを追加注文する必要があります。これは、各サイト

への接続のセキュリティを別々の SSL 証明書で保護する場合などに便利です。契約の追加購入方法に

ついて詳しくは、「リソースを追加注文する（539ページ）」のセクションを参照してください。 

単一の顧客アカウント下に複数の契約がある場合、［アカウント］タブで簡単に契約を切り替えるこ

とができます。より詳細には、［アカウント］タブから、すべての契約に適用されるオペレーション

にアクセスできます。一方、他のすべてのタブ（［メール］、［ユーザ］、［ドメインとウェブサイ

ト］）は、1 つの契約が対象となります。つまり、特定の契約のメール設定を変更する場合、まず当該
の契約に切り替えてから、［メール］をクリックします。 

契約にリソースを追加する 

ホスティングリソースを拡張するために、必ずしも新しい契約を購入する必要はありません。複数の

契約から 1 つだけ選んで拡張することが可能です（ディスク領域の拡張や SSL サポートの追加など）。

これには、他のホスティングプランに切り替えるか、ホスティングプランのアドオンを購入します。

詳しくは、「追加のリソースを注文する（539ページ）」のセクションを参照してください。 

顧客アカウントを管理する 

Panel では、顧客アカウントに対して様々な管理作業を実行できます。 

 パスワードや個人情報を変更する。詳しくは、「パスワードと連絡先情報を変更する（528ページ）」

セクションを参照してください。 

 契約で提供されているサービスとリソースのリストを［アカウント］タブで確認する。契約に関す

るすべての機能について詳しくは、「契約の概要を確認する（529ページ）」のセクションを参照

してください。 

 契約の更新料金を支払う。詳しくは「アカウント残高と請求書を管理する（536ページ）」のセク

ションを参照してください。 

 アカウントの統計を参照する。ディスク領域やトラフィック使用量などについての統計を提供しま

す。詳しくは、「統計を確認する（541ページ）」のセクションを参照してください。 

 他のユーザに対して自分のアカウントへのアクセスを許可する 

ホスティングのメンテナンス作業が多く、1 人で行うのが困難であれば、一部を他のユーザに委託する

ことができます。このために、補助ユーザアカウントを作成し、ユーザの役割ごとにグループ分けす

ることができます。例えば、1 つのグループを作成し、このグループに対してはウェブサイトへのコン

テンツのアップロードのみを許可します。このグループ内のユーザは、ウェブサイトコンテンツの管

理を除き、いかなるオペレーションも実行できません。補助ユーザについて詳しくは、「（高度）補

助ユーザアカウントを管理する（543ページ）」のセクションを参照してください。 

このセクションの内容: 

パスワードと連絡先情報を変更する .................................................................................... 528 
契約の概要を確認する ....................................................................................................... 529 
アカウント残高と請求書を管理する ..................................................................................... 536 
追加のリソースを注文する .................................................................................................. 539 
統計を表示する .................................................................................................................. 541 
（高度）補助ユーザアカウントを管理する ............................................................................. 543 
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パスワードと連絡先情報を変更する 

 コントロールパネルへのアクセス用のパスワードを変更するには： 

1. 画面上部で、自分の名前のリンクをクリックします。 

2. 新しいパスワードを入力し［OK］をクリックします。 

 ウェブスペースへの接続に使用するユーザ名またはパスワードを変更
するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［ウェブホスティング設定］をクリックします。 

4. 新しいユーザ名またはパスワードを入力し、［OK］をクリックします。 

 連絡先情報を変更するには： 

1. 画面上部で、自分の名前のリンクをクリックします。 

2. ［連絡先の詳細］タブをクリックします。 

3. 連絡先情報を更新し、［OK］をクリックします。 
 



 

 ウェブホスティング管理 529 
 

契約の概要を確認する 
ホスティングサービスの契約をすると、Panel にユーザアカウントが作成され、自分のウェブサイトと

メールボックスを管理できるようになります。 

閲覧可能なアカウント情報は以下のとおりです。 

 サービスプランに対する現在の契約。 

一度に複数のサービスプランを契約できるため、自分のアカウントに複数の契約が関連付けられて

いる場合もあります。Panel に課金システムが統合されている場合、このシステムを使用して、契

約の追加購入、契約のアップグレード/ダウングレード、および請求額の支払いが可能です。 

 割り当て済みリソースおよび使用済みリソース。 

 ウェブサイトで使用できるホスティング機能。 

 Panel で実行可能な操作。 

 勘定残高、未払い請求書、ホスティングパッケージの月額使用料。 

 アカウントと現在の契約に関する情報を表示するには：  

1. ［アカウント］タブをクリックします。 

現在の契約のリストが表示されます。 

2. Panelに課金システムを統合している場合、次の情報が表示されます。 

 アカウント残高： 課金アカウントの利用可能残高です。 

 未払い請求書の残高： プロバイダに支払う必要がある金額です。ここで、［すべて支払う］を

クリックしてすべての請求書を支払うことや、［未払い請求書をすべて支払う］というリスト

で［今すぐ支払う］リンクをクリックしていずれかの請求書を支払うことができます。また、

［すべての請求書を表示する］リンクをクリックしてすべての請求書を表示することや、請求

書番号に続いて［プリント］をクリックして任意の請求書を印刷することができます。 

 新の To-do アイテム： 行うべきアクションに関する、システムからのリマインダが表示され

ます。 

 すべての契約のリスト： リスト内のリンクを使用して、次の操作を実行できます。 

 契約名のリンクをクリックして、契約のプロパティを表示する。 

 対応する［契約に切り替え］リンクをクリックして、コントロールパネルで管理する契約

を選択する。 

 ［SSL 証明書をリクエストする］をクリックして、サイト用の SSL 証明書を注文する。こ

のオペレーションについては、「SSL 証明書を注文する」のセクションを参照してくださ

い。 

 ［証明書情報を表示する］をクリックして、既に注文済みである SSL 証明書のプロパティ

を表示する。 

 ［ドメイン情報を表示する］をクリックして、レジストラのサイトに指定したドメイン情

報、連絡先情報、DNS 設定を表示または変更する。これらのオペレーションについては、

「Panel におけるレジストラの DNS 設定（568ページ）」のセクションを参照してください。 
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3. リソース割り当て、使用可能なホスティングオプション、操作パーミッショ

ンの詳細は、契約名をクリックすると表示されます。 

4. 以下のいずれかを実行します。 

 割り当て済みのリソースと使用済みのリソースを確認するには、［リソース］タブをクリック

します。 

 アカウントで使用可能なホスティング機能のリストを確認するには、［ホスティングオプショ

ン］タブをクリックします。 

 ホスティングパネルで実行できる操作のリストを確認するには、［パーミッション］タブをク

リックします。 

 

このセクションの内容: 

割り当て済みリソースおよび使用済みリソース .................................................................... 531 
ウェブサイトで使用できるホスティング機能 .......................................................................... 533 
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割り当て済みリソースおよび使用済みリソース 

一度に複数のサービスプランの契約をしている場合、契約が複数存在します。パネルの［アカウント］

タブで契約名をクリックし、［リソース］タブを選択すると、それぞれの契約に対して、次のような

割り当て済みリソースが一覧表示されます。 

 ディスク領域： この契約でホスティングアカウントに割り当てられているディスク領域の合計容

量です。この容量には、ウェブサイト、メールアカウント、アプリケーション、バックアップ、ロ

グファイルに関連するすべてのデータが含まれます。 

 トラフィック： すべてのウェブサイトから月あたりに転送可能なデータの合計量（メガバイト単

位）です。 

 ドメイン： 独立したセカンドレベルドメイン名（example.com など）を持つことができるウェブ

サイトの数です。 

ウェブサイトのセットアップについて詳しくは、「 初のウェブサイトをセットアップする（501
ページ）」および「ドメインを追加する（553ページ）」のセクションを参照してください。 

 サブドメイン： サードレベルドメイン名（news.example.com 

 など）を持つことができる追加ウェブサイトの数です。 

サブドメインのセットアップについて詳しくは、「サブドメインを追加する（555ページ）」のセ

クションを参照してください。 

 ドメインエイリアス： 顧客のサイトに割り当てることができる追加ドメイン名の数です。たとえ

ば、example.fr と example.de がいずれも example.com をポイントするように設定することができ

ます。 

ドメインエイリアスのセットアップについて詳しくは、「ドメインエイリアスを追加する（557ペ
ージ）」のセクションを参照してください。 

 メールボックス： 顧客のすべてのウェブサイトに対して作成できるメールボックスの数です。 

メールボックスの作成について詳しくは、「メール」の章を参照してください。 

 メールボックスのサイズ： 1 つのメールボックスで占有可能なディスク容量です。 

 総メールボックスクォータ： すべてのドメインのすべてのメールボックスで使用できるディスク

容量の合計です。このオプションは Windows ベースの顧客アカウントのみで使用できます。 

 メーリングリスト： 顧客のすべてのウェブサイトでセットアップできるメーリングリストの合計

です。メーリングリストとは別にメールグループもあり、いずれも同じ目的で使用できますが、機

能がわずかに異なります。メーリングリストはメッセージのアーカイブおよび事前モデレーション

をサポートしていますが、メールグループは一度に複数の受信者にメッセージを送信するためだけ

に使用できます。 

メーリングリストのセットアップと使用について詳しくは、「メーリングリストを使用する（704
ページ）」のセクションを参照してください。 

 追加 FTP アカウント： 契約の有効化時に作成されたメイン FTP アカウントに加え、ウェブスペー

スへのアクセス用にセットアップできる FTP アカウントの数です。 

FTP アカウントのセットアップについて詳しくは、「FTP アクセスクレデンシャルを変更する（689
ページ）」および「FTP アカウントを追加する（690ページ）」のセクションを参照してください。 

 データベース（Linux ホスティング）： 顧客のすべてのウェブサイトでホスティング可能なデータ

ベースの数です。データベースはデータストレージ管理の標準的な手段であり、ダイナミックウェ

ブサイト、ウェブアプリケーション、およびアプリケーションのユーザはデータベースを使用して

情報を保存、検索、収集できます。 

データベースでの作業については、「（高度）データベースを使用する」の章を参照してください。 
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 MySQL データベースおよび Microsoft SQL Server データベース（Windows ホスティング）： Panel
のデータベースサーバ上で作成して契約内のウェブサイトで使用できる MySQL データベースと

Microsoft SQL Server データベースの 大数です。 

 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（Windowsホスティング）： 
契約内の MySQLデータベースと Microsoft SQL Serverデータベースがそれぞれ消費できるディス

ク領域の上限（メガバイト）です。 

 Java アプリケーション： WAR フォーマットでパッケージされており、サイトにインストールでき

る Java アプリケーションの数です。 

 Web Presence Builderで公開可能なサイト数： ホスティングパッケージにWeb Presence Builderオ
プションが含まれる場合に、Web Presence Builder を使用して作成および公開できるサイトの数

です。 

 モバイルサイト： UNITY Mobile オンラインサービス（モバイルデバイスでの閲覧用にサイトを

適化するサービス）でホスティングできるウェブサイトの総数です。 

 ウェブユーザ： 顧客のドメイン下で他のユーザのウェブページをホスティングするために作成で

きるユーザアカウントの数です。 

 FrontPage アカウント： FrontPage を使用するサイトコンテンツでのコラボレーション用に作成で

きる Microsoft FrontPage ユーザアカウントの数です。このオプションは Windows ベースの顧客ア

カウントのみで使用できます。 

 共用 SSL リンク： プロバイダが取得して共有している SSL 証明書によって、セキュリティ保護で

きるウェブサイトの数です。このオプションは Windows ベースの顧客アカウントのみで使用でき

ます。 

 ODBC DSN 接続： 顧客アカウントで実行中のウェブアプリケーションのために確立できる外部デー

タベース接続の数です。このオプションは Windows ベースの顧客アカウントのみで使用できます。 

 ColdFusion DSN 接続： 顧客アカウントで実行中の Adobe ColdFusion ウェブアプリケーションのた

めに確立できる外部データベース接続の数です。このオプションは Windows ベースの顧客アカウ

ントのみで使用できます。 

 
 



 

 ウェブホスティング管理 533 
 

ウェブサイトで使用できるホスティング機能 

利用しているサービスプランに応じて、以下のホスティング機能をウェブサイトで使用できます（［ア

カウント］タブで契約名をクリックし、［ホスティングオプション］タブを選択すると、機能のリス

トが表示されます）。 

 SSL 対応： SSL 暗号化でウェブサイト接続をセキュリティ保護できます。 

SSL によるサイトのセキュリティ保護について詳しくは、「接続を SSL 証明書で保護する（601ペ
ージ）」のセクションを参照してください。 

 ウェブ統計： ウェブサイトの訪問統計を図とチャートで表示できます。 

ウェブサイトの訪問統計の表示について詳しくは、「統計を表示する（541ページ）」のセクショ

ンを参照してください。 

 カスタムエラードキュメント： カスタム HTML ページを作成し、一般的なエラーメッセージ（404 
Not Found など）の代わりにこのページが表示されるようにウェブサーバを構成できます。 

カスタムエラードキュメントのセットアップについて詳しくは、「カスタムエラーページをセット

アップする（613ページ）」を参照してください。  

 プログラム言語とスクリプト言語のサポート： PHP、CGI、Perl、Python、Microsoft ASP、
ASP.NET、Adobe ColdFusion、SSI など。 

 Microsoft FrontPageのサポートおよびMicrosoft FrontPage over SSLのサポート： Microsoft FrontPage
を使用してウェブサイトコンテンツを作成および編集できます。これらのオプションは Windows
ベースの顧客アカウントのみで使用できます。 

 Microsoft FrontPage オーサリング（Windows ホスティング）： Microsoft FrontPage を使用してウ

ェブサイトコンテンツをサーバ上で直接作成および編集できます。このオプションは Windows ベ

ースの顧客アカウントのみで使用できます。 

 専用 IIS アプリケーションプール（Windows ホスティング）： サイト上のウェブアプリケーショ

ンの独立性と安定性が向上します。 

 追加の書き込み/変更パーミッション（Windows ホスティング）： httpdocs 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）をウェブアプリケーションで使用できます。 

 ウェブユーザにスクリプトの使用を許可する： 「http://example.com/~<username>/<webpage>」
（<username> はウェブユーザ）のような形式の URL で表示されるウェブページでのスクリプテ

ィングを許可します。ウェブユーザとは、専用のドメイン名を必要としない個人です。このサービ

スは主に、教育機関が、学生やスタッフの個人用ページをホスティングする目的で使用します。 

  

ここでは、Panel で実行できる操作に対するパーミッションを説明します（［アカウント］タブで契約
名をクリックし、［パーミッション］タブを選択すると表示されます）。 

 DNS ゾーン管理： ウェブサイトの DNS ゾーンにあるリソースレコードを管理します。DNS とは、

「Domain Name System（ドメインネームシステム）」の略です。ウェブブラウザはこのサービス

を利用して、ドメイン名でウェブサイトを検索します。 

ウェブサイトの DNS 設定を構成する方法について詳しくは、「（高度）ドメイン用に DNS を構成

する（560ページ）」を参照してください。 

 ホスティング設定管理： スクリプト言語のサポートなど、ウェブホスティング設定を管理します。 
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 PHP セーフモード管理： このオプションは Linux ベースの顧客アカウントのみで使用できます。

ウェブサイトに対して PHP セーフモードのオン/オフを切り替えることができます。セーフモード

とはセキュリティ上の制限であり、PHP で記述したスクリプトがサーバ上で危険な操作を実行で

きないようにします。PHP で記述したウェブアプリケーションが PHP セーフモードで正しく機能

しない場合は、PHP セーフモードをオフにする必要があります。 

 SSH 経由のサーバアクセスの管理とリモートデスクトップ経由のサーバアクセスの管理： セキュ

アシェル経由（Linux ホスティング）またはリモートデスクトップ接続経由（Windows ホスティン

グ）で、ウェブコンテンツをサーバへ安全にアップロードします。 

 匿名 FTP 管理： フォルダをサーバ上にセットアップし、インターネットユーザが FTP プロトコル

経由でアクセスできるようにします。このフォルダのアドレスは「ftp://downloads.example.com」

のようにします。ファイルの閲覧、ダウンロード、アップロードのためにユーザ名とパスワードを

指定する必要がないため、この機能を「匿名 FTP（anonymous FTP）」と呼びます。 

FTP フォルダをアクセス無制限でセットアップする方法について詳しくは、「匿名 FTP アクセスを

セットアップする（692ページ）」のセクションを参照してください。 

 スケジューラ管理： サーバの OS でプログラムまたはスクリプトの実行をスケジュールします。 

タスクのスケジューリングについて詳しくは、「タスクをスケジューリングする」の章を参照して

ください。 

 スパムフィルタ管理： 迷惑メール（スパム）防御のカスタム設定を行います。 

スパムフィルタリングのセットアップについて詳しくは、「メールボックスをスパムから防御す

る」のセクションを参照してください。 

 アンチウイルス管理： ウイルスをはじめとする自己増殖する悪意あるソフトウェアからシステム

を防御するために、カスタム設定をセットアップします。 

ウイルス防御のセットアップについて詳しくは、「メールボックスをウイルスから防御する」のセ

クションを参照してください。 

 サーバリポジトリを使用したデータのバックアップおよび復元： Panel のバックアップおよび復

元機能を使用して、ウェブサイト、メールアカウント、設定のバックアップおよび復元、バックア

ップファイルのサーバ保管を行います。 

データのバックアップと復元について詳しくは、「（高度）データをバックアップおよび復元する」

の章を参照してください。 

 個人用 FTP リポジトリを使用したデータのバックアップおよび復元： Panel のバックアップおよ

び復元機能を使用して、ウェブサイト、メールアカウント、設定をバックアップおよび復元し、他

のサーバの FTP フォルダにバックアップファイルを保管します。 

データのバックアップと復元について詳しくは、「（高度）データをバックアップおよび復元する」

の章を参照してください。 

 ウェブ統計管理： 訪問者統計レポートのカスタムプリファレンスをセットアップします。 

ウェブサイト訪問者の統計の構成と表示について詳しくは、「統計を表示する（541ページ）」の

セクションを参照してください。 

 ログローテーション管理： ウェブサーバログのリサイクル（ローテーション）に関するカスタム

プリファレンスをセットアップします。ウェブサーバには、サイトへの接続に関する情報や、存在

しないファイルの取得を試行したときに発生するエラーに関する情報が記録されます。これらのロ

グファイルは、ウェブサイトのデバッグのために使用できます。 

ウェブサーバへのアクセスログに関する作業について詳しくは、「ログファイル（542ページ）」

のセクションを参照してください。 

 アプリケーションカタログへのアクセス： ウェブサイト上でアプリケーションを表示およびイン

ストールします。アプリケーションについて詳しくは、「ウェブアプリケーションを導入する（594
ページ）」のセクションを参照してください。 
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 プロバイダのポリシーを上書きする、安全ではない可能性があるウェブスクリプトオプションのセ

ットアップ： プロバイダが適用したホスティングセキュリティポリシーを上書きすることができ

ます。 

 ドメイン作成： 新しいウェブサイトをセットアップし、管理します。 

ウェブサイトのセットアップについて詳しくは、「 初のウェブサイトをセットアップする（501
ページ）」および「ドメインを追加する（553ページ）」のセクションを参照してください。 

 サブドメイン管理： 「forum.example.com」のようなアドレスで新しいウェブサイトをセットア

ップし、管理します。 

サブドメインのセットアップについて詳しくは、「サブドメインを追加する（555ページ）」のセ

クションを参照してください。 

 ドメインエイリアスの管理： サイトに対して追加のドメイン名をセットアップし、管理します。 

ドメインエイリアスのセットアップについて詳しくは、「ドメインエイリアスを追加する（557ペ
ージ）」の章を参照してください。 

 追加 FTP アカウントの管理： 追加 FTP アカウントをセットアップし、管理します。ウェブサイト

コンテンツでのコラボレーションを有効化するためには、他のユーザに FTP アカウントをセット

アップして、これらのユーザがアクセスできるディレクトリを指定します。 

FTP アカウントのセットアップについて詳しくは、「FTP アカウントを追加する（690ページ）」

のセクションを参照してください。 

 Java アプリケーション管理： WAR アーカイブで配布されている Java アプリケーションや、サー

ドパーティベンダーまたはアプリケーション開発者から入手した Java アプリケーションをインス

トールし、管理できます。 

Java アプリケーションのインストールについて詳しくは、「Java アプリケーションをインストー

ルする」のセクションを参照してください。 

 メーリングリスト管理： メーリングリストのセットアップと管理を行います。 

メーリングリストのセットアップと使用について詳しくは、「メーリングリストを使用する（704
ページ）」のセクションを参照してください。 

 ホスティングパフォーマンス設定の管理： ウェブサイトへの接続の帯域幅と数を制限します。 

サイトの帯域幅使用制限について詳しくは、「ウェブサイトへの接続の帯域幅と数を制限する

（622ページ）」を参照してください。 

 IIS アプリケーションプール管理： IIS アプリケーションプールのカスタムプリファレンスをセッ

トアップします（Windows ベースの顧客アカウントのみ）。 

IIS アプリケーションプールのセットアップについて詳しくは、「IIS アプリケーションプールをセ

ットアップする（Windows）（641ページ）」のセクションを参照してください。 

 追加の書込/変更パーミッションの管理： ファイルベースのデータベースを使用するウェブサイト

に対して、追加の書込/変更パーミッションをセットアップします（Windows ベースの顧客アカウ

ントのみ）。 

 共用 SSL 管理： プロバイダが取得して共有している SSL 証明書を利用して、サイトへの接続を

SSL で防御します。 

詳しくは、「共用 SSL 証明書を使用する（Windows）（606ページ）」のセクションを参照してく

ださい。 

 ハードディスククォータの割り当て： 顧客アカウントでサポートされている場合、ディスク領域

のハードクォータを調整します。 

 データベースサーバの選択： 複数のデータベースサーバが存在する場合、データベースの作成に

利用するデータベースサーバを選択します。 
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アカウント残高と請求書を管理する 
ここでの説明は、コントロールパネルに課金システムを統合している場合のみ有効です。 

 アカウント残高を確認してホスティングサービスの支払いを行うに
は：  

1. ［アカウント］タブをクリックします。 

2. 以下の情報が表示されます。 

 アカウント残高： アカウントで使用可能な残高です。 

 （オプション）従量課金料金： 契約で、プランの上限を上回るホスティングリソースの利用が

許可されている場合、ここで設定する値は、契約料金に加えてこれらのリソースに対して支払

う必要がある追加料金を示します。上限を上回って利用したリソース量について詳細を確認す

るには、請求額の下の［詳細を見る］リンクをクリックしてください。システムによる従量課

金料金の計算方法は、「従量課金料金を計算する（248ページ）」のセクションを参照してく

ださい。 

 未払い請求書の残高： プロバイダに支払う必要がある金額です。ここで、［すべて支払う］を

クリックしてすべての請求書を支払うことや、［未払い請求書をすべて支払う］というリスト

で［今すぐ支払う］リンクをクリックしていずれかの請求書を支払うことができます。 

 新の To-do アイテム：行うべきアクションに関するシステムからのリマインダが表示されま

す。 

 （オプション）アフィリエイトプログラム： プロバイダによっては、顧客がプロバイダのプラ

ンをプロモーションして収益を得られる場合があります。この場合、顧客はアフィリエイトプ
ログラムに参加する必要があります。顧客はここで、アフィリエイトプログラム参加用リンク

や、獲得金額（プログラム参加者の場合）を確認することができます。アフィリエイトプログ

ラムから収益を得る方法は、「プロバイダのプランをプロモーションしてクレジットを獲得す

る（538ページ）」のセクションを参照してください。 

 すべての契約のリスト： リスト内のリンクを使用して、次の操作を実行できます。 

 契約のプロパティを表示するには、契約名のリンクをクリックします。 

 コントロールパネルで管理する契約を選択するには、対応する［契約に切り替え］リンク

をクリックします。 

 サイトの SSL 証明書を注文するには、［証明書を注文する］をクリックします。この操作

について詳しくは、「SSL 証明書を注文する」のセクションを参照してください。 

 既に注文済みである SSL 証明書のプロパティを表示するには、［証明書情報を表示する］

をクリックします。 

 レジストラのサイトに指定したドメイン情報、連絡先情報、DNS 設定を表示または変更す

るには、［ドメイン情報を表示する］をクリックします。これらのオペレーションについ

て詳しくは、「Panel におけるレジストラの DNS 設定（568ページ）」のセクションを参照

してください。 

 サービスの支払いに使用する支払方法を選択するには： 

1. ［アカウント］タブで［課金アカウント］に進みます。 
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初のサービスを購入するときに使用した支払方法に関する記録が表示されます。 

2. 以下のいずれかを実行します。 

 課金アカウントの設定を表示または変更するには、［課金アカウント名］列で該当するリンク

をクリックし、自分の銀行カードまたはアカウントに関する情報を指定し、支払対象とする契

約を選択します。［OK］をクリックします。 

 新しい課金アカウントを追加するには、［新しい課金アカウントを追加する］をクリックし、

支払方法を選択して［次へ］をクリックして、自分の銀行カードまたはアカウントに関する必

要な情報を指定し、支払対象とする契約を選択します。［OK］をクリックします。 

 課金アカウントを削除するには、該当する［削除］リンクをクリックします。 

 

このセクションの内容: 

従量課金料金を計算する ................................................................................................... 538 
プロバイダのプランをプロモーションしてクレジットを獲得する ............................................... 538 
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従量課金料金を計算する 

従量課金のウェブホスティングがプランで許可されている場合、Business Manager は従量課金料金
（ホスティングリソースの利用超過の合計額）を、Business Manager が接続先 Panel から毎日収集す

るリソース利用統計に基づいて計算します。顧客の課金モードや課金サイクルを問わず、これは毎月

初日に計算されます。システムは、トラフィックを除く各リソースの 1 日あたりの平均利用超過量に、

該当月の日数と該当リソースの月単価を掛けます。 

トラフィック 

トラフィックの従量課金料金は、次の方法で計算されます。Business Manager は、該当月の利用超過

量の合計に、トラフィックの月単価を掛けます。たとえば、契約者が 1 ヶ月間で 10 GB 分のファイル

をダウンロードし、プランの上限が 5 GB であった場合、トラフィックの利用超過量は 5 GB になりま

す。トラフィックの月単価が 1 GB あたり $1 であれば、契約者に課されるトラフィック従量課金分の

料金は (10 GB - 5 GB) * $1 = $5 となります。 

その他のリソース 

他のリソースの従量課金料金の計算に、Business Manager は 1 日あたりの平均利用量を用います。例

えば、顧客によるディスク領域の利用量が 初の 15 日間は契約クォータを 500 MB 超過し、残りの 15
日間は 700 MB 超過していた場合、平均利用超過量は (500 * 15 + 700 * 15)/30 = 600 MB となります。

ディスク領域の単価が 1 GB あたり $1 であれば、顧客に課されるディスク領域の従量課金料金は $0.6
となります。 

アドオン利用料金を計算する 

顧客が月の半ばに追加リソースのアドオンを購入した場合、システムはアドオン購入日以降の各日の

リソース利用超過量から、アドオンで提供されるリソース量を差し引きます。 

例えば、顧客がプラン制限を 500 MB 超えるディスク領域を利用しており、月の 7 日にディスク領域

を 1GB 増強するアドオンを購入した場合、従量課金料金には、500 MB の利用超過が 初の 7 日分の

み含まれます。 

プロバイダのプランをプロモーションしてクレジットを獲

得する 

Panel には、顧客がプロバイダのサービスプランをプロモーションすることによって収益を得られる機

能があります。具体的には、顧客のサイトの紹介リンクからサインアップした人がプロバイダのオン

ラインストアで注文するごとに、顧客はコミッションを獲得することができます。 

アフィリエイトプログラムの参加者（アフィリエイト）は、プロバイダのオンラインストアへのリン

クを自らのサイトに配置します。各リンクは固有であるため、システムは新規顧客のリンク元を判別

し、そのリンクの所有者のアフィリエイト残高にコミッションを加算することができます。コミッシ

ョン額はアフィリエイトプログラムの利用条件に定義されており、オンラインストアに応じて異なる

可能性があります。アフィリエイトは、プロバイダがアカウント残高にコミッション額を支払うまで、

獲得した金額を利用することはできません。通常プロバイダは、アフィリエイトプログラムの支払し
きい値が超過してから、アフィリエイトのコミッションを支払います。ただし、アフィリエイトはプ

ロバイダに対し、残高がしきい値に達する前にコミッションを支払うよう求めることや、クレジット

額がさらに増えるまで支払いを先送りするよう求めることができます。 
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アフィリエイトになる 

報酬の獲得を開始するには、［アカウント］タブで［アフィリエイトになる］リンクをクリックして

ください。アフィリエイトになると、プロバイダのアフィリエイトプログラムのリストとアフィリエ

イトリンクへのアクセスが提供されます。プログラムのリストとリンクを確認するには、［アカウン

ト］タブで［アフィリエイトプログラム］リストをクリックします。 

報酬をトラッキングする 

現在のアフィリエイト残高を確認するには、［アカウント］タブの［アフィリエイトプログラム］グ

ループで残高を確認します。報酬の詳細を表示するには、［紹介リンクからの収益］リンクをクリッ

クしてください。 

例 

プロバイダがアフィリエイトプログラムに 10% のコミッションを設定し、支払しきい値を $20 に設

定しているとします。プロバイダから提供されたアフィリエイトリンクを友人に紹介し、そのうち 3
人が $50 のウェブホスティングプランを契約しました。この場合、顧客が獲得するコミッションの合

計は $50 * 3 * 10% = $15 です。この金額はプログラムの支払しきい値を下回っているため、クレジッ

トを受け取るためには、自分のリンクでオンラインストアにより多くのユーザを集客する必要があり

ます。これに成功し、残高が支払しきい値を上回ると、プロバイダが顧客の残高にクレジットを追加

します。顧客は、獲得したクレジットを、自分の契約やプロバイダのオンラインストアで新規購入す

るサービスの支払いに利用できます。 

複数のプログラムに参加する 

ホスティングプロバイダは、異なる通貨で複数のオンラインストアを運営できます。プロバイダが、

通貨が異なる複数のストアにアフィリエイトプログラムを提供している場合、顧客は通貨ごとにコミ

ッションを受け取ることができます。例えば、USD（米ドル）および EUR（ユーロ）のストアへの紹

介リンクを利用する顧客の場合、アフィリエイト残高には 2 通貨分のアフィリエイト残高が含まれて

います。プロバイダ側でも、コミッションを通貨ごとに別々に支払います。例えば、アフィリエイト

残高が USD 50 および EUR 40 で、それぞれのプログラムの支払しきい値が USD 40 および EUR 45
だとすると、プロバイダは USD 50 をクレジットに支払い、アフィリエイト残高は USD 0 および EUR 
40 となります。  

追加のリソースを注文する 
ここでの説明は、コントロールパネルに課金システムを統合している場合のみ有効です。 

 契約にリソースを追加するか、他のサービスプランにアップグレード
するには： 

1. ［アカウント］タブをクリックします。 

2. 契約リストで、他のサービスプランにアップグレードしたい契約を特定し、

現在使用しているプラン名のリンクをクリックします。 

3. ［アップグレード］をクリックします。 

［アップグレード］リンクがない場合は、コントロールパネルで他のホスティングプランにアップ

グレードすることはできません。この場合、プロバイダに連絡する必要があります。 
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4. 以下のいずれかを実行します。 

 他のプランにアップグレードせず、契約にリソースを追加するには、追加したいオプションを

選択して［アドオン調整］をクリックします。 

 他のサービスプランにアップグレードするには、［アップグレードを注文する］をクリックし

ます。 

 リソース数を減らすか、他のサービスプランにダウングレードするに
は： 

1. ［アカウント］タブをクリックします。 

2. 契約リストで、他のサービスプランにダウングレードしたい契約を特定し、

現在使用しているプラン名のリンクをクリックします。 

3. ［ダウングレード］をクリックします。 

［ダウングレード］リンクがない場合、コントロールパネルで他のホスティングプランにダウング

レードすることはできません。この場合、プロバイダに連絡する必要があります。 

4. 以下のいずれかを実行します。 

 他のプランにダウングレードせず、割り当てられたリソース数を減らすには、減らしたいオプ

ションを選択して［アドオン調整］をクリックします。 

 他のサービスプランにダウングレードするには、［ダウングレードを注文する］をクリックし

ます。 

 メインプランに加えてホスティングプランを契約するには： 

1. ［アカウント］タブで［契約を追加］リンクをクリックします。 

2. 契約したいホスティングプランを選択し、［購入する］をクリックします。画

面の指示に従って注文を完了します。 
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統計を表示する 

 アカウントのディスク容量とトラフィック使用量レポートを表示する
には： 

1. アカウントに複数の契約が関連付けられている場合、画面上部の［契約］メニ

ューで、必要な契約を選択します。 

2. ［統計］タブをクリックします。 

チャートに次の情報が表示されます。 

 ウェブスペース内のウェブサイト、メールアカウント、データベース、およびウェブスペース

内のその他のファイルで使用されているディスク容量。 

 当月中に FTP、ウェブ、メールサービスで使用されたトラフィック。 

［FTP］フィールドは、FTP 経由でウェブスペースから送受信されたファイルの合計サイズを

示します。 

［HTTP］フィールドは、HTTP プロトコル経由ですべてのウェブサイトから送受信された（つ

まり、ウェブブラウザが取得した）データの合計量を示します。 

［POP3/IMAP］フィールドは、ドメイン下のすべてのメールアカウントで受信したデータの合

計量を示します。 

［SMTP］フィールドは、ドメイン下のすべてのメールアカウントで送信したデータの合計量を

示します。 

3. 以下のいずれかを実行します。 

 FTP 経由でサイトで送受信したデータ量に関するレポートを表示するには、［FTP 統計］をク

リックします。 

 FTP ディレクトリで送受信したデータ量に関するレポートを表示するには、［匿名 FTP 統計］

をクリックします。 

 特定の月にサービスで使用されたトラフィックの量に関するレポートを表示するには、［デー

タ転送統計］をクリックし、メニューから月を選択します。 
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ログファイル 

ログファイルには、ウェブサーバへのすべての接続と、サーバで見つからなかったファイルのリクエ

ストが記録されます。これらのログファイルの分析はサーバ上で稼働する統計プログラムで行われ、

オンデマンドでグラフィカルレポートとして表示されます。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プログラムで処理したり、ウェブサーバのデバッグに使

用することができます。 

 これらのログファイルが増加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リサイクルを有効にする必要があります。 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループの［ログ］

に進み、［ログローテーション］を選択します。 

3. ［スイッチオン］をクリックします。［スイッチオフ］ボタンしか表示されな

い場合、ログのリサイクルはすでに有効になっています。 

4. ログファイルをリサイクルするタイミングと、サーバに保管するログファイ

ルのコピー数を指定します。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。 

5. ［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か、コンピュータにダウンロー
ドするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ロ

グ］に進みます。ログファイルのリストが表示されます。 

3. 以下のいずれかを実行します。 

 ログファイル内の全エントリを表示するには、ログファイル名をクリックします。ログファイ

ルの 新行を数行だけ表示したい場合は、［設定］グループの入力ボックスに行数を入力し、

ログファイル名をクリックします。 

 ファイルをコンピュータにダウンロードするには、対応するアイコン  をクリックします。 

 処理済みのログファイルをサーバから削除するには、対応するチェックボックスをオンにして、

［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。 

 ログファイルを FTP 経由でコンピュータにダウンロードするには： 
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1. PanelサーバにFTP経由で接続し、ダウンロードする契約ログのアクセスク

レデンシャルを使用してログインします。 

2. /statistics/logsディレクトリに進み、ログファイルをコンピュータに

コピーします。 
 

（高度）補助ユーザアカウントを管理する 
他のユーザに対して、Panel にアクセスしてウェブサイトやインストール済みアプリケーションを管理

することや、自ドメイン下のメールサービスを使用することを許可する場合は、これらのユーザ用の

ユーザアカウントを作成する必要があります 

補助ユーザとユーザ役割 

補助ユーザアカウントは、ユーザ役割に基づいて作成されます。この役割には、Panel の特定のエリア

にアクセスするための権限や、Panel で操作を実行するための権限などが含まれます。会計担当者、ア

プリケーションユーザ、所有者、ウェブマスターといったユーザ役割があらかじめ設定されています。

顧客は、会計担当者、アプリケーションユーザ、ウェブマネージャの役割をニーズに合わせて変更し

たり、独自の役割を作成することができます。ユーザ役割とユーザアカウントの作成について詳しく

は、「ユーザ役割（544ページ）」および「補助ユーザアカウント（546ページ）」のセクションを参

照してください。 

補助ユーザアカウントを作成すると、これらのユーザで Panel 内のアカウントにログインし、ショー

トカットからメールボックスにアクセスすることやアプリケーションでの作業することが可能になり

ます。さらに、補助ユーザが利用できるリンクのリストにカスタムリンクを追加して拡張することが

できます。会社リソースやウェブ上のサイトなどへのカスタムリンクを追加できます。詳しくは、「カ

スタムリンク（548ページ）」を参照してください。 

補助ユーザと複数の契約 

Panel 10.4 以降、顧客アカウントに複数の契約が含まれる場合、補助ユーザがアクセスできる契約を

制限することが可能になりました。ユーザアカウントの［契約へのアクセス］プロパティが特定の契

約に設定されていると、このユーザは常に当該契約にログインすることになり、他の契約に切り替え

ることはできません。 
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ユーザ役割 

 ユーザ役割を作成するには：  

1. ［ユーザ］タブで［ユーザ役割］タブから［ユーザ役割の作成］に進みます。 

2. 以下を指定します。 

 ユーザ役割名 

 Panel サービスへのアクセス： オペレーションに必要なパーミッションをユーザに付与します。 

 ユーザと役割を管理： ユーザアカウントと役割を追加、変更、削除します。このパーミッ

ションがユーザに付与されていない場合でも、ユーザは Panel へのログイン後に他のユー

ザの連絡先情報を参照できます。 

 サイトの作成と管理： ドメイン名およびサブドメインのセットアップ・変更・削除、ウェ

ブサイトのホスティング、ウェブホスティング設定の変更を行います。 

 ログローテーションの設定： ウェブサーバアクセスおよびエラーログファイルのリサイク

ル関連の設定を管理します。ログファイルを表示、ダウンロード、削除します。 

 匿名 FTP サービスの設定： すべてのインターネットユーザが認証なしで FTP アクセスで

きるディレクトリをセットアップします。 

 スケジュール済みタスクの作成と管理： 顧客アカウントでスクリプトまたはプログラムの

実行をスケジュールします。 

 スパムフィルタの設定： メールボックスのスパム防御をセットアップします。 

 アンチウイルスの設定： メールボックスのウイルス防御をセットアップします。 

 データベースの作成と管理： 顧客アカウントに保存されるデータベースを追加、変更、削

除します。 

 データのバックアップおよび復元の構成および実行： 顧客のドメイン下の顧客アカウント、

ウェブサイト、メールボックスに関連するデータをバックアップおよび復元します。 

 統計の表示： ウェブサイト別のディスク容量とトラフィック使用量およびウェブサイト訪

問のレポートを表示します。 

 アプリケーションのインストールと管理： ウェブサイトにアプリケーションをインストー

ルし、管理します。 

 Web Presence Builder でのサイトデザイン： Web Presence Builder を使用してウェブサイ

トを作成します。 

 ファイルのアップロードと管理： Panel のファイルマネージャを使用してウェブスペース

内のファイルとディレクトリを管理します。 

 追加 FTP アカウントの作成と管理： 他のユーザに追加 FTP アカウントをセットアップし

ます。 

 DNS 設定を管理：ドメインの DNS 設定を管理します。 

 Java アプリケーションのインストールと管理： サードパーティ製 Java アプリケーション

をウェブサイトにインストールします。 

 メールアカウントの作成と管理： メールアカウントを作成、変更、削除します。 

 メーリングリストの作成と管理： メーリングリストを作成、変更、削除します。 
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 アプリケーションへのアクセス： ユーザがアクセスし、使用できるアプリケーションを選択し

ます。サーバにインストールされているすべてのウェブアプリケーションが表示されます。 

アプリケーションのインストールおよびユーザへのアクセス権の付与について詳しくは、「補

助ユーザにアプリケーションへのアクセス権を付与する（596ページ）」のセクションを参照

してください。 

3. ［OK］をクリックします。 

 ユーザ役割のプロパティを変更するには：  

1. ［ユーザ］タブで［ユーザ役割］タブに進みます。 

2. 変更する役割名のリンクをクリックします。 

3. 必要に応じて役割のプロパティを変更し、［OK］をクリックします。 

 ユーザ役割を削除するには：  

1. ［ユーザ］タブで［ユーザ役割］タブに進みます。 

2. 削除する役割に対応するチェックボックスをオンにして、［削除］をクリック

します。所有者の役割や、1人以上のユーザに割り当てられている役割は、

削除できません。 

3. ［はい］をクリックして削除を確認します。 
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補助ユーザアカウント 

 ユーザアカウントを作成するには：  

1. ［ユーザ］タブで［ユーザアカウントの作成］に進みます。 

2. 以下を指定します。 

 担当者 

 メールアドレス： このメールアドレスは、Panel にログインする際のユーザ名としても使用さ

れます。 

 ユーザ用に新しいメールアドレスを作成するには、［自分のアカウント下にメールアドレ

スを作成する］オプションをオンにします。 

メールアドレスの @ 記号の左側部分を入力し、（アカウントに複数のドメインがあれば）

メールアドレスの作成に使用するドメイン名を選択します。 

 このユーザアカウントを外部メールアドレスに関連付けるには、［外部メールアドレスを

使用する］オプションをオンにして、既存の外部メールアドレスを指定します。 

 ユーザ役割： 必要なユーザ役割をメニューから選択します。 

 契約へのアクセス： ユーザに対し、指定した契約へのアクセスのみを許可します。「すべて」

を選択すると、このユーザは顧客アカウント内のすべての契約にアクセスできるようになりま

す。 

 パスワード： Panel にアクセスするためのパスワードを入力します。 

3. ［アクティブなユーザ］チェックボックスはオンにしておきます。これをオフ

にすると、ユーザはPanelにアクセスすることや顧客アカウントでアプリケ

ーションを使用することができなくなります。 

4. ［OK］をクリックします。 

5. ユーザに連絡先情報を追加したい場合は、ユーザ名のリンクをクリックし、

［連絡先の詳細］タブをクリックして、ユーザの連絡先情報を入力します。 

6. ［OK］をクリックします。 

これで、アカウントの作成と Panel へのアクセス権の付与をユーザに通知できるようになりました。

ブラウザで表示するためのアドレスと、アカウント設定に指定したユーザ名/パスワードをユーザに知

らせます。 

 ユーザアカウントのプロパティを変更するには：  

1. ［ユーザ］タブをクリックします。 

2. ユーザ名のリンクをクリックします。 

3. 必要な変更を行い、［OK］をクリックします。 

 ユーザアカウントを一時停止するか、アクティベートするには：  



 

 ウェブホスティング管理 547 
 

1. ［ユーザ］タブをクリックします。 

2. ユーザ名のリンクをクリックします。 

3. 以下のいずれかを実行します。 

 ユーザアカウントを一時停止するには、［アクティブなユーザ］チェックボックスをオフにし

ます。ユーザは Panel にログインしてアプリケーションにアクセスできなくなります。 

 ユーザアカウントをアクティベートするには、［アクティブなユーザ］チェックボックスをオ

ンにします。 

4. ［OK］をクリックします。 

 ユーザアカウントを削除するには：  

1. ［ユーザ］タブをクリックします。 

2. 削除するユーザアカウントのチェックボックスをオンにして、［削除］をクリ

ックします。自分のアカウントを削除することはできません。 

3. ［はい］をクリックして削除を確認します。 
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カスタムリンク 

Panel にカスタムハイパーリンクを追加し、ユーザに対して表示することができます。このハイパーリ

ンクのリンク先は、ウェブリソース（貴社のサイトなど）やウェブアプリケーション（オンラインリ

クエストの処理、クリックしたユーザに関する追加情報の収集などを実行するアプリケーション）に

することができます。 

ユーザに関してどのような情報を受け渡すのかを指定することができます。 

 契約 ID 

 契約に関連付けられたプライマリドメイン名 

 FTP アカウントのユーザ名とパスワード 

 顧客のアカウント ID、名前、メールアドレス、会社名 

コントロールパネルで次のような場所にリンクを配置し、表示対象とするユーザを決めることができ

ます。 

 コントロールパネルの［ホーム］ページで、自分のみに表示する。このように設定するには、リン

クのプロパティで［顧客のホームページ］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルの［ホーム］ページで、自分とそのユーザ（コントロールパネルへのログイン

が許可されているユーザ）のみに対して表示する。このように設定するには、リンクのプロパティ

で［共通アクセス］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルの［ウェブサイトとドメイン］タブで、自分とそのユーザ（コントロールパネ

ルへのログインが許可されているユーザ）のみに対して表示する。このように設定するには、リン

クのプロパティで［契約の［ウェブサイトとドメイン］ページ］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルにカスタムハイパーリンクを追加するには： 

1. ［アカウント］タブで［追加サービス］に進み、［サービスにリンクを追加する］

をクリックします。 

2. 以下の設定を指定します。 

 ［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。 

 ボタンの優先度を指定します。カスタムボタンは、定義した優先度に従って Panel に配置され

ます。数字が小さいほど、優先度が高くなります。ボタンは左から右に配置されます。 

 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には 16
ｘ16 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 ファイルをお勧めします。 

 ［URL］ボックスに、ボタンのハイパーリンクを入力します。 

 チェックボックスで、顧客情報などのデータを URL に含めて転送するかどうかを指定します。

これらの情報は外部のウェブアプリケーションで使用できます。 

 ［ツールヒントのテキスト］の入力フィールドに、ボタンの上にカーソルを動かすと表示され

るヒントを入力します。 
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 リンク先 URL をパネルのメインフレームで開く場合は、［Parallels Panel で URL を開く］チェ

ックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、URL は別のウィンドウ

またはタブに表示されます。 

 自分以外にこのボタンを表示させない場合は、［自分にのみ表示する］チェックボックスをオ

ンにします。 

3. ［終了］をクリックして作成を完了します。 

 Panel からハイパーリンクボタンを削除するには： 

1. ［アカウント］タブで［追加サービス］に進みます。 

2. 削除するボタンのチェックボックスをオンにして、［削除］をクリックしま

す。 
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ウェブサイトとドメイン 

Panel にカスタムハイパーリンクを追加し、ユーザに対して表示することができます。このハイパーリ

ンクのリンク先は、ウェブリソース（貴社のサイトなど）やウェブアプリケーション（オンラインリ

クエストの処理、クリックしたユーザに関する追加情報の収集などを実行するアプリケーション）に

することができます。 

ユーザに関してどのような情報を受け渡すのかを指定することができます。 

 契約 ID 

 契約に関連付けられたプライマリドメイン名 

 FTP アカウントのユーザ名とパスワード 

 顧客のアカウント ID、名前、メールアドレス、会社名 

コントロールパネルで次のような場所にリンクを配置し、表示対象とするユーザを決めることができ

ます。 

 コントロールパネルの［ホーム］ページで、自分のみに表示する。このように設定するには、リン

クのプロパティで［顧客のホームページ］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルの［ホーム］ページで、自分とそのユーザ（コントロールパネルへのログイン

が許可されているユーザ）のみに対して表示する。このように設定するには、リンクのプロパティ

で［共通アクセス］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルの［ウェブサイトとドメイン］タブで、自分とそのユーザ（コントロールパネ

ルへのログインが許可されているユーザ）のみに対して表示する。このように設定するには、リン

クのプロパティで［契約の［ウェブサイトとドメイン］ページ］オプションをオンにします。 

 コントロールパネルにカスタムハイパーリンクを追加するには： 

1. ［アカウント］タブで［追加サービス］に進み、［サービスにリンクを追加する］

をクリックします。 

2. 以下の設定を指定します。 

 ［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。 

 ボタンの優先度を指定します。カスタムボタンは、定義した優先度に従って Panel に配置され

ます。数字が小さいほど、優先度が高くなります。ボタンは左から右に配置されます。 

 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には 16
ｘ16 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 ファイルをお勧めします。 

 ［URL］ボックスに、ボタンのハイパーリンクを入力します。 

 チェックボックスで、顧客情報などのデータを URL に含めて転送するかどうかを指定します。

これらの情報は外部のウェブアプリケーションで使用できます。 

 ［ツールヒントのテキスト］の入力フィールドに、ボタンの上にカーソルを動かすと表示され

るヒントを入力します。 
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 リンク先 URL をパネルのメインフレームで開く場合は、［Parallels Panel で URL を開く］チェ

ックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、URL は別のウィンドウ

またはタブに表示されます。 

 自分以外にこのボタンを表示させない場合は、［自分にのみ表示する］チェックボックスをオ

ンにします。 

3. ［終了］をクリックして作成を完了します。 

 Panel からハイパーリンクボタンを削除するには： 

1. ［アカウント］タブで［追加サービス］に進みます。 

2. 削除するボタンのチェックボックスをオンにして、［削除］をクリックしま

す。 

 

このセクションの内容: 

ドメインと DNS ................................................................................................................... 552 
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ドメインと DNS 
既に説明したように、ドメイン名とは、ウェブサイトにアクセスしたいユーザがブラウザで指定する

名前です。 

ドメイン名は階層構造であり、「ラベル」という多数のパーツから構成されています。 

 一番右に位置するラベルを「トップレベルドメイン」と呼びます。例えば、「www.example.com」
のトップレベルドメインは「com」です。トップレベルドメインの数は限られており、これらはす

べて、複数の国際的な管理団体によって管理されています。 

 ウェブサイトの使用目的を示すために主に使用されるのが「セカンドレベルドメイン」です。たと

えば、「www.example.com」のセカンドレベルドメインは「example」です。セカンドレベル

ドメインとトップレベルドメインの組み合わせによって、ウェブサイトの具体的な場所を指定しま

す。 

 左側にあるレベルは、右側のドメインのサブドメインです。例えば、「www」は「example.com」
のサブドメインです。サブドメインは、メインサイトから一部のコンテンツを隔離したい場合に便

利です（個人ブログを「myblog.example.com」にまとめる場合など）。Panel でのサブドメイ

ン追加方法について詳しくは、「サブドメインを追加する（555ページ）」のセクションを参照し

てください。 

1 つの契約で複数のウェブサイトをホスティングしたい場合は、ドメインを追加購入し、契約に追加し

てください。Panel でのドメイン追加方法について詳しくは、「ドメインを追加する（553ページ）」

のセクションを参照してください。 

ドメイン名は便宜的に使用されるだけであり、ブラウザとウェブサーバの間の実際の通信は、IP アド

レス（ホストを数字で示す識別子）を利用して行われます。例えば、「www.example.com」の実際

のアドレスは「192.0.2.12」（※IPv4）です。ドメイン名から IP アドレスへの名前解決に、ウェブホ

ストは DNS テクノロジーを使用します。Panel への DNS の導入方法について詳しくは、「（高度）

ドメイン用に DNS を構成する（560ページ）」を参照してください。 

DNS では、複数のドメインを 1 つの IP アドレスに名前解決することができます。このような追加のド

メイン名を「ドメインエイリアス」と呼びます。これは、複数のドメインを購入して同じウェブサイ

トに関連付けたい場合に便利です。既存のドメインへのエイリアス追加方法について詳しくは、「ド

メインエイリアスを追加する（557ページ）」のセクションを参照してください。  

 

このセクションの内容: 

ドメインを追加する .............................................................................................................. 553 
サブドメインを追加する ....................................................................................................... 555 
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（Linux）ワイルドカードサブドメインを追加する ..................................................................... 559 
（高度）ドメイン用に DNS を構成する .................................................................................. 560 
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ドメインを追加する 

ホスティングパッケージに複数のドメイン名（ウェブサイト）が含まれている場合、新しいドメイン

をサーバに簡単に追加できます。セカンドレベルドメイン名を使用する新しいドメイン（例： 
example.com）を追加する前に、このドメイン名を必ず登録してください。ホスティングプロバイダ

がドメイン名登録サービスを提供している場合、次の手順でコントロールパネルから実行できます。

あるいは、ドメイン名を他のドメイン名登録機関に登録します。 

Panel では、次のようなサイト構成をセットアップできます。 

 アドレスにセカンドレベルドメイン名を使用するウェブサイト。 ウェブサイトでは、次のような

サービスを使用できます。 

 一意のインターネットアドレス（ドメイン名）（例： example.com）。 

 追加のドメイン名（ドメインエイリアス）。 

 サブドメイン： メインサイトに付加された覚えやすいアドレス（例：mail.example.com）で

アクセスできる、サイトの一部。 

 サイトコンテンツでのコラボレーションに使用する独立した FTP アカウント： FTP アカウン

トごとに、アクセス可能なディレクトリを指定できます。 

 Web Presence Builder によるウェブサイト作成。 

 アプリケーション（コンテンツ管理システム、フォトギャラリー、ショッピングカート、ブロ

グプラットフォームなど）のシンプルなデプロイ。 

 SSL プロトコルによるセキュアなデータ交換： これを行うには、他のユーザやサイトと共有

されない専用 IP アドレスでサイトをホスティングする必要があります。 

 メールボックスおよびメーリングリスト。 

 サイト訪問に関する統計の表示。 

 アドレスがサードレベルドメイン名（サブドメイン）であるウェブサイトまたはその一部。 これ

は通常、既存のサイトの一部です。インターネットアドレスは、ドットで区切られた 3 つの部分か

ら構成されています。サブドメインでは、次のようなサービスを使用できます。 

 メインサイトとは別のドキュメントルート： ドキュメントルートとは、サーバ上の 1 ディレ

クトリであり、サイトのウェブページが格納されます。 

 コンテンツ管理への FTP アクセス。 

 Web Presence Builder によるウェブサイト作成。 

 アプリケーションのシンプルなデプロイ。 

 SSL プロトコルによるセキュアなデータ交換：  

 サイト訪問に関する統計の表示。 

 ドメインを追加する 

 セカンドレベルドメイン名で新しいウェブサイトをホストするには：  

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 
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2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックし、［新しいドメインを追加］をク

リックして、画面の指示に従います。 

注： 推奨されるオプションを選択する場合、関連する DNS 設定とドメイン名を、レジストラ側の

ドメイン名と関連付ける必要があります。これを行うには、Panel ネームサーバの IP アドレスを

レジストラの各 NS レコードに入力します。IP の取得方法は次のとおりです。［ウェブサイトとド

メイン］>［DNS 設定］で NS レコードを検索し、NS レコード値に対応する A レコードを検索しま

す。 
例えば、NS レコードが 
example.com. NS ns.example.com 
で、ns.example.com の A レコードが 
ns.example.com. A 192.0.2.12 だとすると、 

必要な Panel ネームサーバの IP アドレスは「192.0.2.12」です。 

3. ［OK］をクリックします。 

新しいドメイン名が画面下にリストされます。 

4. ホスティング設定の変更操作が許可されているアカウントの場合、新しいウ

ェブサイトのドメイン名をクリックしてホスティング設定を表示または変更

することができます。この手順は、「ホスティング設定を変更する（571ペー

ジ）」のセクションを参照してください。 

Web Presence Builder でウェブサイトの作成を開始したり、新しいウェブサイトのウェブスペースに

ウェブコンテンツをアップロードすることができます。この手順は、「ウェブサイトのコンテンツを

管理する（582ページ）」のセクションを参照してください。 

 ドメインを登録する 

サービスプロバイダがドメイン名登録サービスとウェブホスティングを提供している場合、ドメイン

登録を Panel で直接開始することができます。ドメイン名を登録するには、上記の手順に従ってドメ

イン名を追加し、［ウェブサイトとドメイン］タブのドメインリストで新しいドメイン名の横にある

［今すぐ登録］リンクをクリックしてください。これにより、プロバイダのオンラインストアにリダ

イレクトされ、登録を完了できます。 

登録したドメイン名は、［ウェブサイトとドメイン］タブの［登録したドメイン名］リストに表示さ

れます。ドメイン名登録についての詳細（登録価格や次回更新日など）は、このリストでドメイン名

をクリックすると表示されます。 

ドメインを削除する 

Panel からドメインを削除すると、該当する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。アカウントに対して 初に作成されたドメイン名（デフォルトドメイン）は削除できませんが、

名前を変更することは可能です。 

 ドメインを削除するには：  

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 
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2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ドメイン名のリストで、削除対象のドメインまたはサブドメインを選択し、

［削除する］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。 

注： コントロールパネルでドメイン名を削除しても、これらのドメイン名の登録をキャンセルしたこ

とにはなりません。これらのドメイン名が登録されていれば、ウェブサイトのために引き続き利用で

きます。 

サブドメインを追加する 

ホスティングパッケージに、アドレスがサードレベルドメイン名であるサブドメインが含まれている

場合、これを使用して以下を実行できます。 

 サイトの構造を論理的に編成する。 

 同じサーバで追加ウェブサイトやウェブサイトの一部をホスティングすることで、ドメイン名の追

加登録に必要な費用を節減できます。 

サブドメインの使用例：  

「your-product.com」というウェブサイトを、製品の販促や販売に使用しているとします。顧客サービ

スとオンライン注文のトラッキングに関する情報を公開するために、サブドメイン「orders」を構築し

ます。これにより、ユーザはドメイン名「orders.your-product.com」にアクセスすればこれらの情報

を直接参照できるようになります。 

サブドメインは追加ドメインと同じステータスとなるため、同じツールとサービスをサブドメインに

対して設定できます。例えば、SSL 保護、Web Presence Builder、ウェブ統計などを使用できます。 

 サイトの一部または独立サイトにサブドメインをセットアップするに
は：  

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［新しいサブドメインの追加］をクリックします。 

4. 以下を指定します。 

a. ［サブドメイン名］ボックスに、メインサイトのドメイン名に追加す

るアドレスの一部を入力します。 

b. ［ドキュメントルート］ボックスに、このサイトのすべてのファイル

とサブディレクトリを格納するディレクトリのロケーションを入力

します。メインサイトのデフォルトディレクトリ「httpdocs」を使用

することも、他のディレクトリを指定することもできます。 
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5. ［OK］をクリックします。 

新しいサブドメイン名が画面下にリストされます。 

サブドメインのウェブスペース（サーバ上のディレクトリ）にウェブコンテンツをアップロードでき

ます。この手順は「FTP 経由でコンテンツをアップロードする（585ページ）」を参照してください。 

ワイルドカードサブドメイン 

サブドメイン名にアスタリスク（*）を入力すると、Panel はいわゆる「ワイルドカードサブドメイン」

を作成します。Panel に登録されていない任意のサブドメイン名を入力したサイト訪問者は、このワイ

ルドカードサブドメインにリダイレクトされます。ワイルドカードサブドメインは任意のドメイン名

レベルに作成でき、たとえば *.mystore.example.com サブドメインなどを作成可能です。詳しくは、

「（Linux）ワイルドカードサブドメインを追加する（559ページ）」のセクションを参照してくださ

い。 
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ドメインエイリアスを追加する 

ドメイン名レジストラに、このサーバでホスティングする同一のウェブサイトをポイントする複数の

ドメイン名を登録している場合、ドメインエイリアスをセットアップする必要があります。 

 ドメインエイリアスをセットアップするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

3. ドメイン名のリストの上で［新しいドメインエイリアスを追加］をクリックし

ます。 

4. 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

の長さは、63 文字以内にしてください。 

5. 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、［プライマリドメインとDNSゾーンを同期する］チェッ

クボックスをオンにします。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れば、このドメインエイリアスのDNSゾー

ンにも適用されます。 

6. ドメインエイリアスの下のメールアドレスに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リダイレクトしたい場合、［メールサー

ビス］チェックボックスをオンにします。 

例：mail@yourdomain.com というメールアドレスがあり、ドメイン名のエイリアスとして

alias.comを設定しているとします。この場合、mail@alias.com宛てに送信されたメールをメール

ボックス mail@yourdomain.com で受け取るには、［メールサービス］チェックボックスをオンに

します。 

7. ［ウェブサービス］チェックボックスをオンにします。この設定を行わないと、

ブラウザでドメインエイリアスを指定してサイトを訪問したユーザに対し、

ウェブサーバがウェブコンテンツを表示しません。 

8. Linuxプラットフォームがべースのホスティングサービスを使用しており、

ドメインエイリアス経由でアクセス可能にしたいサイトにJavaアプリケーシ

ョンがインストールされている場合は、［Javaウェブアプリケーション］チェ

ックボックスをオンにします。 

9. ［OK］をクリックします。 

 エイリアスのプロパティを変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 
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2. ドメイン名のリストで、必要なエイリアス名をクリックします。 

3. ［ツール］グループの［設定］をクリックします。 

4. 必要に応じてドメインエイリアスのプロパティを変更し、［OK］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： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

2. ドメイン名のリストで、必要なエイリアス名をクリックします。 

3. ［DNS］をクリックします。 

4. 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、［新しいレコードの追加］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］列で当該レコードの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、削除するレコードのチェックボックスをオンにして［削除］をクリ

ックします。 

 ドメインからエイリアスを削除するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

2. 削除するドメインエイリアスのチェックボックスをオンにします。 

3. ［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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（Linux）ワイルドカードサブドメインを追加する 

ワイルドカードサブドメインは、存在しないサブドメインへの訪問者を、いずれかのウェブサイト（通

常はメインウェブサイト）にリダイレクトするために使用します。この機能を使用して、次のような

ことが可能です。 

 ウェブサイトの構成を改良し、マーケティングキャンペーンを実施する。 

例えば、「vps-limited-offer」というサブドメインが存在せず、「limited-vps-offer.example.com」

から「example.com」にユーザを転送したい場合があります。 

 ユーザがサブドメイン名を誤入力しても、ウェブサイトを閲覧できるようにする。 

ウェブサイト名の「www」という接頭辞を「ww.example.com」のように誤入力してしまうのはよ

くあるエラーです。 

 後に、一部のウェブサイトアプリケーション（WordPress など）では、ユーザエクスペリエン

ス向上のために、ワイルドカードサブドメインを使用して動的サブドメインを作成します。 

注： ワイルドカードサブドメインを追加しても、既存のサブドメインへのトラフィックに影響はあり

ません。 

ワイルドカードサブドメインを追加するには 

1 つの契約下のドメイン名に対し、ワイルドカードサブドメインを 1 つずつ追加することができます。

これを行うには、［ウェブサイトとドメイン］タブで、名前が「*」の新しいサブドメインを任意のド

メイン名に追加します。例えば、「*.example.com」のように入力します。このサブドメインに、カス

タマイズしたスクリプトやウェブサイトコンテンツを挿入するには、サブドメインに対してカスタム

のドキュメントルートを指定します。 

ワイルドカードサブドメインの制限事項 

ワイルドカードサブドメインは通常のサブドメインと同様に機能しますが、以下の例外があります。 

 Linux 限定の機能である。現在、ワイルドカードサブドメインに対応しているのは Panel for Linux
のみです。 

 名前の変更ができない。このようなサブドメインは名前を変更できません。 

 DNS ゾーンを持たない。ワイルドカードサブドメインは、Panel の DNS サーバで独自のゾーンレ

コードを持ちません。代わりに、対応するドメイン名に関連付けられた IP アドレスをポイントす

る A レコードを持ちます。 

 APS アプリケーションをインストールできない。Panel ユーザは、APS アプリケーションをワイ

ルドカードサブドメインにインストールできません。 

 Web Presence Builder サイトを使用できない。Panel ユーザは、ワイルドカードサブドメインに対

して Web Presence Builder のサイトを編集および公開できません。 

 
 



 

560 ウェブホスティング管理 
 

（高度）ドメイン用に DNS を構成する 

ドメインネームシステム（DNS）とは、階層構造のネーミングシステムであり、人が理解できるドメ

イン名をウェブホストに関連付けられた数字の識別子（IP アドレス）に変換します。このような変換

を「名前解決」と呼びます。ドメイン名を追加するときは（［ウェブサイトとドメイン］>［新しいド

メインを追加する］）、リソースの名前解決用の Panel の役割を選択する必要があります。すべての

変換リクエストを直接処理することや、バックアップサーバとして機能することや、変換リクエスト

をリモートサーバに受け渡すことができます。この役割は、既存のドメイン名に対して変更すること

ができます（［ウェブサイトとドメイン］でドメイン名をクリックし、［DNS 設定］を選択）。各役

割の詳細や、役割の割り当て方法については、このセクションで後ほど説明します。 

DNS 名前解決 

DNS のベースになるのは、「ドメイン名前空間」という階層状のツリー構造です。このグローバルな

名前空間にはすべての可能なドメイン名が含まれ、「ドメインゾーン」と呼ばれる複数の論理パーツ

に分割されます（下図参照）。ドメインゾーンとは名前空間の一部であり、特定ドメインのアドレス

が含まれます。アドレスは、当該ゾーンに対して権限を持つ別のネームサーバ上のファイルに保存さ

れています。例えば、ブラウザが「www.example.com」へのアクセスを試行すると、「example.com」
ゾーンに対して権限を持つサーバからサイトの IP アドレスが通知されます。DNS がどのように機能す

るのかについて詳しくは、該当する参考文書を参照してください。例えば、インターネット上にも

Microsoft TechNet 『http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958978.aspx』 などの様々な情報源

があります。 
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ドメインを購入すると、レジストラから、このドメインとそのサブドメインに対応する DNS ゾーンの

設定へのアクセスが提供されます。レジストラにゾーンの管理を任せることも、ゾーンの管理を Panel
に移管することもできます。後者のオプションを選択すると、顧客アカウントでゾーンを直接管理す

ることができます。Panel にゾーン管理を移管する方法について詳しくは、「Panel をマスター DNS サ

ーバとして利用する（562ページ）」のセクションを参照してください。 

上級ユーザは、ゾーンに対して権限を持たせたい DNS サーバが他にあれば、Panel をスレーブ（別名

「セカンダリ」）DNS サーバとしてセットアップすることができます。この場合、Panel にはゾーン

のコピーのみが保存され、コントロールパネルからゾーンを管理するオプションはありません。Panel
の DNS サーバは、プライマリネームサーバがアクセス不能になった場合やプライマリネームサーバが

停止した場合にのみ利用されます。Panel をセカンダリ DNS サーバとして使用する方法について詳し

くは、「Panel をスレーブ DNS サーバとして利用する（566ページ）」のセクションを参照してくださ

い。 

Panel を DNS サーバとして利用しない場合、すべてのゾーン管理作業をドメインレジストラのサイト

で行う必要があります。一部のレジストラでは、リモート DNS ゾーン管理をサポートしています。お

使いのホスティングプロバイダがこの機能を提供している場合も、権限を持つネームサーバがどこに

あろうとも、コントロールパネルで DNS ゾーンを変更することが可能です。Panel の DNS サーバを

オフにして、ゾーンをリモート管理する方法について詳しくは、「Panel におけるレジストラの DNS 設

定（568ページ）」のセクションを参照してください。 

 

このセクションの内容: 

Panel をマスター DNS サーバとして利用する .................................................................... 562 
Panel をスレーブ DNS サーバとして利用する ..................................................................... 566 
Panel におけるレジストラの DNS 設定 ............................................................................... 568 
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Panelをマスター DNSサーバとして利用する 

Panel はそれぞれの新しいドメイン名に対し、サービスプロバイダによって構成された設定に従う

DNS ゾーンを自動作成します。自動構成で問題ないはずですが、ドメイン名ゾーンにカスタマイズを

施す必要がある場合は、Parallels Panel で実行できます。 

 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： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、表示したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

画面に、該当ドメインのリソースレコードがすべて表示されます。 

 ゾーンに新しいリソースレコードを追加するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［レコードを追加する］をクリックします。 

4. 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。 

 【NS レコード】（ドメインの DNS ゾーンを決めるネームサーバのドメイン名を指定するレコ

ード）の場合： ドメイン名（またはサブドメイン）を指定して、該当するネームサーバのドメ

イン名を入力する必要があります。メインドメインの NS レコードを定義する場合は、ドメイ

ン名フィールドを空欄にしてください。サブドメイン用のネームサーバを定義する場合は、ド

メイン名の入力フィールドにサブドメイン名を入力してください。その後、ネームサーバの入

力フィールドにネームサーバのドメイン名を入力します。例えば、「ns1.mynameserver.com」

のように入力します。 

 【A および AAAA レコード】（IP アドレスとドメイン名を関連付けるレコード）の場合：ドメ

イン名と IP アドレスを指定する必要があります。メインドメインのレコードを定義する場合は、

ドメイン名の入力フィールドを空欄にしてください。ネームサーバのレコードを定義する場合

は、ドメイン名のフィールドに「ns1」または「ns2」と入力します。次に、ドメイン名を関連

付ける IP アドレスを入力します。 

 【CNAME レコード】（ドメインネームシステムでメインのドメインアドレスに関連付けるサ

ブドメイン（または www など、サブドメインに似たドメインエイリアスを指定するレコード）

の場合：サブドメイン名または www エイリアスを入力してから、メインドメイン名を入力し

ます。 

 【MX レコード】（該当ドメインで推奨されるメールサーバのホスト名を指定するレコード）

の場合：メールドメイン（またはサブドメイン）、メールを受信するメールエクスチェンジサ

ーバのドメイン名、およびサーバの優先度を指定する必要があります。メインドメインに 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、メールサーバのド

メイン名を入力します。「mail.myhostname.com」という名前のリモートメールサーバを実行

している場合は、［メールエクスチェンジサーバ］フィールドに「mail.myhostname.com」と

入力します。続いて、優先度を指定します。優先度は「0」が 高で「50」が 低となります。 
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 【PTR レコード】（リバース DNS ルックアップ（IP アドレスをドメイン名に変換）に必要な

レコード）の場合：IP アドレス/マスクを入力してから、この IP アドレスを変換する際のドメ

イン名を入力します。 

 【TXT レコード】（人間が判読できるテキストの入力に使用するレコード）の場合：任意のテ

キスト文字列または SPF レコードを入力することができます。 

 【SRV レコード】メール以外のサービスのロケーション指定に使用するレコードの場合：サー

ビス名、プロトコル名、ポート番号、および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の先頭はアンダースコア（_）にします。ターゲットホストの優先度

も指定できます。優先度が同じフィールドは、重み付けすることができます。 

   4. ［OK］をクリックして［アップデート］をクリックします。 

 リソースレコードのプロパティを変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［ホスト］列で、変更したいリソースレコードに対応するハイパーリンクをク

リックします。 

4. レコードを変更して［OK］をクリックし、［アップデート］をクリックします。 

上記で説明したリソースレコードに加えて、SOA（Start of Authority）レコードもあります。このレコ

ードは、この DNS ネームサーバがドメインの DNS ゾーン用であることを表します。また、ドメイン

ネームシステム内の DNS ゾーンに関する情報の伝搬に影響を与える設定も含まれています。 

 ドメインの SOA レコード内のエントリを変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［SOAレコード］をクリックします。 

4. 必要な値を指定します。 

 更新間隔： セカンダリネームサーバが、マスターネームサーバに対して、ドメインのゾーンフ

ァイルに変更がないかを確認する間隔です。Panel でのデフォルト値は 3 時間です。 

 再試行間隔： 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機する時間です。

一般に、この時間は更新間隔より短くします。Panel でのデフォルト値は 1 時間です。 

 失効間隔： 更新期間中にゾーンが変更または更新されなかった場合に、セカンダリサーバが問

い合わせに応答しなくなるまでの時間です。Panel でのデフォルト値は 1 週間です。 

 小 TTL： セカンダリサーバがマイナスの応答をキャッシュするまでの時間です。Panel での

デフォルト値は 3 時間です。 

 デフォルト TTL： 他の DNS サーバがレコードをキャッシュに保存するまでの時間です。Panel
でのデフォルト値は 1 日です。 
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5. ［OK］をクリックして［アップデート］をクリックします。 

一部のハイレベル DNS ゾーン（大部分はヨーロッパ）に登録されたドメインでは、IETF と RIPE の推

奨するシリアル番号フォーマットを使用することが義務付けられています。これらのゾーンに登録さ

れているドメインを使用しており、レジストラにSOAシリアル番号を拒否された場合は、IETFとRIPE
が推奨するシリアル番号フォーマットを使用すれば問題が解決します。 

Panel が管理するサーバは、UNIX タイムスタンプ構文を使用して DNS ゾーンを構成します。UNIX タ

イムスタンプとは、1970 年 1 月 1 日（Unix Epoch）を起点にした秒数です。この 32 ビットのタイム

スタンプは、2038 年 6 月 8 日にオーバーフローしてしまいます。 

RIPE では、YYYYMMDDNN フォーマットの使用を推奨しています。YYYY は年（4 桁）、MM は月（2
桁）、DD は日（2 桁）、NN は同じ日付に作成されたバージョンです（2 桁）。YYYYMMDDNN フォ

ーマットは 4294 年までオーバーフローしません。 

 ドメインの SOA シリアル番号フォーマットを YYYYMMDDNN フォーマ
ットに変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［SOAレコード］をクリックします。 

4. ［IETFとRIPEが推奨するシリアル番号フォーマットを利用する］チェックボック

スをオンにします。 

注： 選択したフォーマットで生成した SOA シリアル番号のサンプルを参照してください。生成し

た番号が現在のゾーン番号よりも小さい場合、変更によってこのドメイン用の DNS が一時的に誤

動作する場合があります。ゾーンの更新は、しばらくの間インターネットユーザに表示されない可

能性があります。 

5. ［OK］をクリックして［アップデート］をクリックします。 

 ゾーンからリソースレコードを削除するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. 削除するレコードのチェックボックスをオンにします。 

4. ［削除］をクリックします。 

5. 削除を確認して［OK］をクリックして、［アップデート］をクリックします。 

 サーバで使用されているデフォルト DNSテンプレート設定に従って元
のゾーン構成に復元するには： 
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1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［デフォルトに復元する］をクリックします。 

4. ［IPアドレス］メニューで、ゾーンの復元に使用するIPアドレスを選択しま

す。 

5. ドメインにwwwエイリアスが必要かどうかを指定します。 

6. ［DNSゾーンの復元を確認する］チェックボックスをオンにして、［OK］をク

リックします。 

 ドメインの SOA シリアル番号フォーマットをデフォルト（UNIX タイム
スタンプ）に戻すには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［SOAレコード］をクリックします。 

4. ［IETFとRIPEが推奨するシリアル番号フォーマットを利用する］チェックボ

ックスをオフにします。 

注： 選択したフォーマットで生成した SOA シリアル番号のサンプルを参照してください。生成し

た番号が現在のゾーン番号よりも小さい場合、変更によってこのドメイン用の DNS が一時的に誤

動作する場合があります。ゾーンの更新は、しばらくの間インターネットユーザに表示されない可

能性があります。 

5. ［OK］をクリックして［アップデート］をクリックします。 

デフォルトでは、DNS ゾーン転送が許可されるのは、各ゾーンに含まれる NS レコードで指定されて

いるネームサーバのみです。Windows ベースのアカウントを使用している場合、ゾーン転送の設定を

変更できます。 

 ドメイン名レジストラから、すべてのゾーンへの転送を許可するよう
求められている場合は、以下を実行してください。 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［ゾーン転送］をクリックします。すべてのゾーンへのDNSゾーン転送が許可

されているホストがすべて表示されます。 
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4. レジストラのIPアドレスまたはネットワークアドレスを指定して、［ネットワ

ーク追加］をクリックします。 
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Panelをスレーブ DNSサーバとして利用する 

自らのアカウントでウェブサイトをホスティングしており、こ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 サーバが存在する場合は、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 Panel の DNS サーバをセットアップすることができます。 

 Panel 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： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［DNSサービスモードを切り替える］をクリックします。 

4. ［レコードを追加する］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. ［OK］をクリックして［アップデート］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ウェブサイトごとに、

ステップ2～6を繰り返します。 

 Panel の DNS サーバをプライマリバックとして機能させるには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［DNSサービスモードを切り替える］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。 
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Panelにおけるレジストラの DNS設定 

一部のウェブサイトを管理する外部プライマリネームサーバとセカンダリネームサーバがある場合、

これらの各サイトに対して Panel の DNS サービスをオフに切り替えてください。 

 外部ネームサーバで管理しているサイトに対して Panel の DNS サービ
スをオフに切り替えるには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［DNS設定］に進みます。 

2. ドメイン名が複数存在する場合は、管理したいDNS設定を持つドメイン名を

選択してください。 

3. ［DNSサービスを無効にする］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、ネームサーバのリストだけが表示され

ます。リストに含まれるネームサーバのレコードは、システムに影響を与えません。これらのレコ

ードはクリッカブルリンクとして画面に表示され、リンクをクリックすると、権限を持つ外部のネ

ームサーバで管理されているゾーンの構成を確認することができます。 

4. 権限のあるネームサーバで管理されているゾーンの構成を確認するには： 

a. ゾーンに対して権限のある該当ネームサーバのエントリをリストに

追加します。［レコードの追加］をクリックし、ネームサーバを指定

して［OK］をクリックし、［アップデート］をクリックします。 

b. テストするネームサーバごとに、これを繰り返します。レコードが

リストに表示されます。 

c. 作成したレコードをクリックします。 

Panel は、リモートネームサーバからゾーンファイルを取得し、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ていることを確認します。結果が解釈され、画面に表示されます。 

コントロールパネルが課金システムと統合されている場合、ドメインに対する以下の操作をパネルか

ら実行できます。 

 レジストラのサイトでドメイン管理パネルにアクセスするためのパスワードを設定する 

 他のプロバイダへの移管のためにドメインをロック/ロック解除する 

 ドメイン登録者やその他の連絡先情報を変更する 

 ドメインレジストラが管理しているドメインゾーンの DNS 設定を変更する 

 ドメイン名登録事業者でのドメインアカウントの自動更新を構成する 

 レジストラのサイトでドメイン管理コントロールパネルにアクセスす
るための新しいパスワードを設定するには： 

1. [アカウント]タブに進みます。 



 

 ウェブホスティング管理 569 
 

2. 設定を変更するドメイン名の横にある［ドメイン情報を表示する］リンクをク

リックします。 

3. ［ドメインパスワードを変更する］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。 

 他のプロバイダへの移管のためにドメイン名をロック/ロック解除す
るには： 

1. [アカウント]タブに進みます。 

2. 設定を変更するドメイン名の横にある［ドメイン情報を表示する］リンクをク

リックします。 

3. ［レジストラのロック設定を変更する］をクリックします。 

4. ドメイン名転送を許可するには、［ロック］チェックボックスをクリアして、

［OK］をクリックします。 

 ドメイン所有者の連絡先情報、技術情報、管理情報、課金情報などを
変更するには： 

1. [アカウント]タブに進みます。 

2. 設定を変更するドメイン名の横にある［ドメイン情報を表示する］リンクをク

リックします。 

3. ［連絡先情報を編集する］をクリックします。 

4. 必要な変更を加えて［OK］をクリックします。 

 ドメインの DNS 設定を変更するには： 

1. [アカウント]タブに進みます。 

2. 設定を変更するドメイン名の横にある［ドメイン情報を表示する］リンクをク

リックします。 

3. ［DNS設定を編集する］をクリックします。 

4. ウェブサイトのDNSゾーンを管理するドメインネームサーバと、ウェブサイ

トをホスティングしているサーバのIPアドレスを指定します。 

5. ウェブサイトのDNSゾーンがドメインレジストラによって管理されている場

合、貴社のウェブサイトのサービスにインターネット経由でアクセスする方

法に影響を与えるその他のリソースレコードを指定することもできます。 

6. ［OK］をクリックすると変更が保存されます。 
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 ドメイン名の自動更新を構成するには： 

1. [アカウント]タブに進みます。 

2. 設定を変更するドメイン名の横にある［ドメイン情報を表示する］リンクをク

リックします。 

3. ［ドメイン登録の自動更新を許可する］をクリックします。 

4. ドメイン登録の自動更新を許可するには、［自動更新をオンにする］チェック

ボックスをオンにして、［OK］をクリックします。  
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ホスティング設定を変更する 
Panel では、以下のような各種ホスティング設定を管理することができます。 

 基本設定： ドメイン名やホスティングタイプなど。 

 セキュリティ設定： サイト接続のセキュリティを SSL 証明書で強化するには、まず 初に SSL
サポートを有効化する必要があります。 

 スクリプティング設定： サイトでサポートするスクリプティング言語を指定することができます。

詳しくは、「ウェブスクリプティング設定（573ページ）」のセクションを参照してください。さ

らに、Panel は、PHP 言語および ASP.NET 言語のサイト単位（サブドメイン単位）でのカスタム

構成をサポートします。調整可能な設定について詳しくは、「PHP 設定」および「ASP.NET 設定

（Windows）（577ページ）」のセクションを参照してください。 

 ホスティング設定を確認したり、サイトでサポートするホスティング
機能やスクリプト言語を選択するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースにアクセスできる場合、画面上部にある［契約］メニ

ューで、ウェブサイトがホスティングされているウェブスペースを選択して

ください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. 画面の下部にあるウェブサイトのリストで、ウェブサイトのアドレスをクリ

ックします。 

4. 次のホスティング設定とオプションをレビューまたは変更します。 

 ホスティングタイプ： デフォルトで選択されているホスティング構成のタイプは、ウェブサイ

トホスティングです。つまり、ウェブサイトはこのサーバでホスティングされます。また、訪

問者を他のウェブサイトにリダイレクトすることもできます（別名「ウェブ転送」）。メール

ボックスとメーリングリストのみをこのドメインでホスティングする必要がある場合は、ウェ

ブホスティングサービスをオフにしてください。あるいは、ウェブサイトのドメイン名の下で

ホスティングされているウェブサイトとすべてのメールボックスおよびメーリングリストを

一時停止することもできます。 

 訪問者を他のサイトにリダイレクトするには、［変更］リンクをクリックし、［転送］オ

プションを選択して転送先のアドレスを入力し、転送方法を選択して［OK］をクリックし

ます。 

 ウェブサービスをオフにして、ドメイン下のメールサービスのみを使用するには、［変更］

リンクをクリックし、［ウェブホスティングなし］オプションを選択して、［OK］をクリ

ックします。 

 ウェブサイトとそれに関連付けられたすべてのサービス（メールを含む）を一時停止する

には、［一時停止］リンクをクリックします。このドメインまたはウェブサイトをオンラ

インに戻す必要がある場合、［ウェブサイトとドメイン］タブでドメイン名を選択し、［ア

クティベート］リンクをクリックします。 

 ドキュメントルート： サイトのすべてのファイルとサブディレクトリを格納しているディレク

トリの場所です。デフォルトディレクトリの「httpdocs」を使用することも、他のディレクト

リを指定することもできます。 
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 SSL サポートを有効にする： 一般に、SSL 暗号化は、専用 IP アドレスで機能する e-コマース

ウェブサイトでのオンライントランザクション中に機密データの転送を保護するために使用

します。暗号化プロセスで使用される SSL 証明書は、通常、単一 IP アドレスの単一ドメイン

名に適用されます。そのため、SSL による保護が必要なサイトは、専用 IP アドレス上でホス

ティングする必要があります。例外はサブドメインであり、ワイルドカード証明書で保護する

ことができます。ドメイン名の異なる複数のウェブサイトを単一の IP アドレス上でホスティン

グするウェブサーバに SSL 証明書をインストールすることは技術的には可能ですが、この方法

はお勧めしません。暗号化は行われますが、ユーザがセキュアサイトに接続しようとすると警

告メッセージが表示されます。ウェブサイトの SSL 暗号化を許可するには、［SSL サポートを

有効にする］チェックボックスをオンにしてください。 

 スクリプティング言語： ウェブサーバでサポートするプログラミング言語およびスクリプテ

ィング言語を、Active Server Pages（ASP）、Server Side Includes（SSI）、PHP hypertext 
preprocessor（PHP）、Common Gateway Interface（CGI）、Fast Common Gateway Interface
（FastCGI）、Perl、Python から指定します。デフォルトでは、PHP はセーフモードで動作す

るように構成されています。これは、機能的な制限を加えてホスティングセキュリティを強化

するためです。PHP セーフモードについて詳しくは、http://php.net/features.safe-modeを参照

してください。 

 Microsoft FrontPage 設定： Microsoft FrontPage は一般的なウェブサイト開発ツールです。ユー

ザがMicrosoft FrontPageでコンテンツを作成および公開できるようにするためには、［Microsoft 
FrontPage サポート］、［Microsoft FrontPage over SSL サポート］、および［リモート FrontPage
オーサリング許可］オプションを選択します。 

 ウェブ統計： ウェブサイト訪問者に関するグラフィカルレポートとチャートを表示するために

使用するウェブ統計ソフトウェアを選択します。また、パスワード保護されたディレクトリで

ある http://your-website/plesk-stat/webstat にアクセスして統計レポートを利用できるようにす

るためには、対応するチェックボックスをオンにしてください。 

 カスタムエラードキュメント： サイトの訪問者が要求したページが見つからない場合、ウェブ

サーバはエラーメッセージを示す標準 HTML ページを生成して表示します。独自のエラーペー

ジを作成してウェブサーバ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

ェックボックスをオンにします。 

 追加の書込/編集パーミッション（Windows ホスティングのみ）： このオプションは、httpdocs
ディレクトリの root にあるファイルベースのデータベース（Jet など）をサイトのウェブアプ

リケーションで使用する場合に必要です。このオプションを選択すると、ウェブサイトのセキ

ュリティが著しく低下する恐れがあります。 

5. ホスティング設定の表示または変更の完了後、［OK］をクリックします。 

 

cgi-bin ディレクトリのロケーション 

ドメインの作成時に表示される cgi-bin ディレクトリは様々な可能性があります（［CGI サポート］

チェックボックス）。サンプルを用いて説明します。 

Panel 11 の一般的なドメインファイル構成は次の通りです。 

 /var/www/vhosts/webspace1.com/example1.com/ 

 /var/www/vhosts/webspace1.com/example2.com/ 

 /var/www/vhosts/webspace1.com/example3.com/ 

ここで example ドメインは webspace1.com ウェブスペースの下に作成されています。 
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example3.com ドメインの cgi-bin ディレクトリをウェブスペースのルートディレクトリとして指定す

ると、絶対パスは次のようになります。 

/var/www/vhosts/webspace1.com/cgi-bin/ 

cgi-bin ディレクトリをこのドメインのドキュメントルートとして指定すると、絶対パスは次のように

なります。 

/var/www/vhosts/webspace1.com/example3.com/cgi-bin/ 

このドメインの旧スタイルのルートを指定すると、絶対パスは次のようになります（このオプション

は、Panel を旧バージョンからアップグレードしなければ表示されません）。 

/var/www/vhosts/domain3.com/cgi-bin  

このオプションは、ファイルシステムでのドメインファイルの構成が旧式でも対応できます。 
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ウェブスクリプト設定 ........................................................................................................... 573 
 

 

ウェブスクリプト設定 

契約内の各ウェブサイトに対して、ウェブサーバでサポートしたいプログラミング言語およびスクリ

プト言語を、Active Server Pages（ASP）、Server Side Includes（SSI）、PHP hypertext preprocessor
（PHP）、Common Gateway Interface（CGI）、Fast Common Gateway Interface（FastCGI）、Perl、
Python から指定します。 Panel 10.4 以降、契約内の各ウェブサイト（またはサブドメイン）の PHP
設定を個別に構成することが可能になりました。 この機能は、適切なパーミッションが契約に付与さ

れている場合のみ使用できます。 PHP のカスタム構成について詳しくは、「PHP 設定」のセクション

を参照してください。 

 

このセクションの内容: 

PHP 設定 .......................................................................................................................... 574 
ASP.NET 設定（Windows） ................................................................................................ 577 
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PHP設定 

PHP とは、動的なウェブページの作成で一般的に使用されるスクリプト言語です。 新のウェブサイ

トやウェブアプリケーションの多くは、PHP スクリプトをベースにしています。従って、サイト管理

者は PHP スクリプトの実行を制御する方法を明確に理解しておく必要があります。 

特定のウェブサイトに対して PHP スクリプトをどのように実行するのかは、PHP ハンドラのタイプと

サイトに対する PHP 設定値という 2 つの側面で完全に定義されます。特定のウェブサイトに対してこ

れらのパラメータをセットアップするには、［ウェブサイトとドメイン］でリストからサイトを選択

します。 

PHP ハンドラ 

訪問者が PHP スクリプトでサイトにアクセスすると、ウェブサーバはサイトスクリプトを解釈し、訪

問者に表示するページを生成します。PHP ハンドラは、解釈のために必要な PHP ライブラリを呼び出

します。PHP ハンドラは、ISAPI（Windows）、Apache モジュール（Linux）、FastCGI、または CGI
アプリケーションなどから選択できます。どの PHP ハンドラを選択するのかは、セキュリティ、スク

リプト実行速度、メモリ消費量など様々な要因を検討して決定します。 

［ウェブサイトとドメイン］でウェブサイトを選択し、［全般］タブで［PHP 対応］を選択して、い

ずれかの PHP ハンドラを選択してください。 

 
 

パフォーマンス 
 

メモリ

使用量 
セキュリティ 
 

Apache モジ

ュール（Linux
のみ） 

高 

Apache ウェブサー

バの一部として機能

します。 

低 このハンドラ（別名「mod_php」）で

は、すべての PHP スクリプトが

apache ユーザで実行されるため、セ
キュリティが も低いオプションとな

ります。つまり、任意のプラン契約者
のPHPスクリプトで作成されるすべて

のファイルに、同じ所有者（apache）
と同じパーミッションが設定されま

す。したがって、理論上、ユーザが自

分以外のユーザのファイルや重要なシ

ステムファイルに影響を与えることが

可能です。 

注記： PHP safe_mode オプション

をオンにすることで、いくつかのセ

キュリティ問題を回避することが

できます。このオプションは、セキ

ュリティに関する潜在的なリスク

をもたらす多数の PHP 機能を無効

化します。この結果、一部のウェブ

アプリケーションが機能しなくな

る場合があります。safe_mode オプ

ションは推奨されておらず、PHP 
5.3 では廃止予定となっています。 
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ISAPI 拡張

（Windows
のみ。PHP 
5.3 以降は非
対応） 

高 

IIS ウェブサーバの

一部として機能しま

す。 

低 ISAPI 拡張は、専用 IIS アプリケーショ

ンプールが契約に対してオンになって

いれば、サイト分離を実現します。サ

イト分離とは、異なる顧客のサイトで

当該顧客のスクリプトが独立して実行

されるということです。したがって、

あるPHPスクリプトでエラーが発生し

ても、他のスクリプトの機能には影響

がありません。さらに、PHP スクリプ

トはホスティングアカウントに関連付

けられたシステムユーザの代理として

実行されます。 

注記： ISAPI 拡張ハンドラは、PHP 
5.3 以降はサポートされません。 

CGI アプリケ

ーション 

低 
各要求に対して新し

いプロセスを作成

し、要求が処理され

るとプロセスが終了

します。 

低 CGI ハンドラでは、PHP スクリプトが

ホスティングアカウントに関連付けら

れたシステムユーザの代理で実行され

ます。Linux でこの動作が可能なのは、

Apache ウェブサーバの suEXEC モジ

ュールがオン（デフォルト）の場合の

みです。オフの場合、すべての PHP ス

クリプトは apache ユーザで実行され

ます。 

CGI アプリケーションハンドラはフォ

ールバックとしてのみ使用することを

お勧めします。 

FastCGI アプ

リケーショ

ン 

高（Apache モジュー

ルと ISAPI 拡張に近

い） 

さらなる受信要求を

処理するためにプロ

セスの実行を続けま

す。 

高 FastCGI ハンドラは、PHP スクリプト

を、ホスティングアカウントに関連付

けられたシステムユーザの代理として

実行します。 

注記： PHP を Apache モジュールから FastCGI アプリケーションに切り替えると、既存の PHP スクリ

プトが正しく機能しなくなる可能性があります。 

Windows ホスティングを使用する場合、追加で PHP バージョンを選択することができます。古い PHP
アプリケーションのホスティングにPHP 4.xが必要な場合を除き、必ずPHP 5.xを使用してください。 

PHP 設定 

PHP の挙動は、様々な構成設定によって定義されます。これらの設定により、パフォーマンス（たと

えばスクリプトで使用できるメモリ量）やセキュリティ（たとえばファイルシステムとサービスへの

アクセス）などに関する様々なスクリプト実行の仕様が決まります。これらの設定は、様々な理由か

ら調整することができます。 

 スクリプトの誤記述によるメモリリークやサーバハングアップを防ぐため。 
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 悪意あるスクリプトからデータを保護するため。 

 特定のウェブアプリケーションの要件を満たすため。 

 自社開発のスクリプトなどをテストするため。 

カスタマイズ可能なすべての PHP 設定は、コントロールパネルの［ウェブサイトとドメイン］でウェ

ブサイトを選択すると、［PHP 設定］タブに表示されます。便宜上、すべての PHP 設定は以下の 3 つ

のグループに分類されています。 

 パフォーマンス設定： 
これらの設定は、スクリプトがシステムリソースをどのように使用するのかを定義します。例：

memory_limit パラメータを使用してスクリプト用のメモリ量を制限し、メモリリークを防ぎま

す。さらに、max_execution_time でスクリプトの 大許容実行時間を制限し、スクリプトによ

るサーバの拘束を防止することができます。 

 共通設定： 
このグループには、その他の一般的な PHP 設定が含まれます。主な設定には、セキュリティ設定

（例：PHP セーフモードのオン/オフ切り替え、グローバル変数の登録パーミッション）、エラー

報告設定（例：エラーログディレクティブ）などがあります。 

PHP 設定の各パラメータの値を設定するには、事前設定値を選択するか、カスタム値を入力するか、

あるいはデフォルト値を使用します。デフォルト値の場合、Panel はサーバ全体の php.ini ファイルに
定義された値を使用します。個々の PHP 設定に関する情報は、該当するドキュメントを参照してくだ

さい。例えば、http://php.net/manual/en/ini.list.php などが参考になります。 

パラメータ値では次の 3 つのプレースホルダを使用できます。 

 {DOCROOT}： カスタム PHP 構成を取得するドメインのドキュメントルートディレクトリ。 

 {WEBSPACEROOT}： 契約（ウェブスペース）のルートディレクトリ。 

 {TMP}： 一時ファイルを保存するディレクトリ。 

注記：ウェブサイトのカスタム PHP 構成は、このサイトのすべてのサブドメインに対してプリセット

として機能します。ウェブサイトと同じ方法で、サブドメイン単位の PHP 構成を設定することもでき

ます。  
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ASP.NET設定（Windows） 

 サイト用の ASP.NET 設定を構成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある

［ASP.NET設定］に進みます。 

3. 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用デ

ータを決める文字列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。 

ASP.NET 構成画面に初めてアクセスすると、共通の構造のサンプル接続パラメータが表示さ

れます。サンプルを削除し、独自の文字列に変更することができます。 

 文字列を追加するには、［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、横にある  をクリックします。 

 文字列を削除するには、横にある  をクリックします。 

4. ［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］メニューで適切な

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が有効化されます。 

 オフ： カスタムエラーメッセージが無効化され、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対してのみ表示され、

ローカルホストユーザには ASP.NET エラーが表示されます。 

 新規カスタムエラーメッセージ（※［オフ］モードを選択していなければ適用されます）を追

加するには、［ステータスコード］フィールドと［リダイレクト 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： エラーページにリダイレクトされる HTTP ステータスコードを定義し

ます。 

 リダイレクト URL： エラーに関する情報をクライアントに提供するエラーページのアドレ

スを定義します。 

競合を避けるため、既存のエラーコードに対して新規の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、既存のコードの 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、横にある  をクリックします。 

5. ［コンパイルおよびデバッグ］フィールドで、コンパイル設定を構成します。 

 動的コンパイルファイルのデフォルトとして使用するプログラミング言語を決定するには、

［ウェブページのデフォルト言語］リストからエントリを選択します。 
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 リテールバイナリのコンパイルを有効化するには、［デバッグの有効化］チェックボックスを

クリアしておきます。 

 デバッグバイナリのコンパイルを有効にするには、［デバッグをスイッチオンする］チェック

ボックスをオンにします。この場合、ソースコードの一部にエラーがあると、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時に使用して、本稼働段階では無効にす

ることをお勧めします。 

6. ［グローバリゼーション設定］セクションで、ASP.NETアプリケーションのエ

ンコーディング設定を構成します。 

 すべての受信リクエストに適用するエンコーディングを設定するには、［リクエストのエンコ

ーディング］フィールドにエンコーディング値を入力します（デフォルトは「utf-8」）。 

 すべてのレスポンスに適用するエンコーディングを設定するには、［レスポンスのエンコーデ

ィング］フィールドにエンコーディング値を入力します（デフォルトは「utf-8」）。 

 .aspx、.asmx、.asax ファイルの解析時のデフォルトとして使用するエンコーディングを設

定するには、［ファイルのエンコーディング］フィールドにエンコーディング値を入力します

（デフォルトは「Windows-1252」）。 

 受信するウェブリクエストに対してデフォルトで使用するカルチャーを設定するには、［カル

チャー］リストから適切なアイテムを選択します。 

 ロケールに依存するリソースの検索時にデフォルトで使用するカルチャーを設定するには、［UI
カルチャー］リストで適切なアイテムを選択します。 

7. 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］フィールドに設定します。 

CAS 信用レベルとは、アプリケーションの実行を割り当て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できるサーバリソースを定義します。 

重要： アセンブリに割り当てた信用レベルが低すぎると、アセンブリは正しく機能しません。パ

ーミッションレベルについて詳しくは
http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_01
0 を参照してください。 

8. ［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化し

ます。ウェブサイトで検証ウェブコントロールを使用している場合は、スク

リプトライブラリ設定を指定する必要があります。このオプションは

ASP.NET 1.1.xでのみ有効です。 

 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指定してくださ

い。これを行うには、［Microsoft スクリプトライブラリへのパス］フィールドに、スラッシュ

に続けてドメインのルートディレクトリから始まるパスを入力するか、［Microsoft スクリプト

ライブラリへのパス］フィールドの横のフォルダアイコンをクリックして必要な場所を選択し

ます。 

 スクリプトを含むファイルの指定場所への自動インストールを開始するには、［インストール］

チェックボックスをオンにします。既存のファイルは上書きされます。 



 

 ウェブホスティング管理 579 
 

9. クライアントセッションパラメータを［セッション設定］フィールドに設定し

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］リストで

適切なアイテムを選択します。IIS 認証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。 

 セッションがアイドル状態のまま維持される時間をセットアップするには、［セッションタイ

ムアウト］ボックスに分単位で時間を入力します。 

10. ［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。 
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ウェブサイトを一時停止または起動する 
ウェブサイトを一時停止すると、このサイトはインターネット経由でアクセスできなくなり、サイト

のドメイン名を使用するメールアドレスは機能が停止します。 

 ウェブサイトを一時停止するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. 一時停止するサイトのドメイン名をクリックします。 

4. ［ホスティングタイプ］フィールドの横にある［停止する］リンクをクリック

します。 

 ウェブサイトを起動するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. 起動するサイトのドメイン名をクリックします。 

4. ［ホスティングタイプ］フィールドの横にある［起動する］リンクをクリック

します。 

 

このセクションの内容: 

ウェブサイトをメンテナンスのために一時停止する ............................................................... 581 
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ウェブサイトをメンテナンスのために一時停止する 

サイトメンテナンスモードに切り替えると、サイトをメンテナンス用にシャットダウンし、一時的に

閲覧できないことを訪問者に知らせて後で再アクセスするよう呼びかけることができます。サイトを

メンテナンスモードにすると、ウェブサイトの訪問者に実際のサイトページではなく「503 Service 
Unavailable」エラーページが表示されます。 

ウェブサーバのエラー文書（「カスタムエラーページ」オプション）をカスタマイズするオプション

がホスティングプランに含まれている場合、ファイルマネージャを使用してエラーメージを開いてカ

スタマイズすることができます。「Service Temporarily Unavailable」メッセージの代わりに、「この

サイトは現在メンテナンス中です。まもなく復旧いたしますのでお待ちください」といった独自のメ

ッセージを記述することができます。 

メンテナンス作業の終了後、サイトのメンテナンスモードをオフにして、訪問者がアクセスできるよ

うにしてください。 

 ウェブサイトのメンテナンスモードをオンにするには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

2. ［ウェブサイトのメンテナンスモード］（［高度なオペレーション］グループ内）

をクリックします。 

3. 複数のウェブサイトがある場合、一時的に停止するサイトを特定し、［管理］

リンクをクリックします。 

4. ［ウェブサイトのメンテナンスモードに切り替える］チェックボックスをオンに

します。 

5. ［OK］をクリックします。 

カスタムエラードキュメントオプションがサイトに対してオンになっている場合、「503 Service 
Temporarily Unavailable」ドキュメントを編集して、独自のテキストを追加できます。エラーページの

カスタマイズ方法について詳しくは、「カスタムエラーページをセットアップする（613ページ）」の

セクションを参照してください。 

 メンテナンスモードをオフにしてサイトをオンラインに戻すには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

2. ウェブサイトのリストで、オンラインに戻すウェブサイトを探します。この

サイトのステータスインジケータは「メンテナンスのためにオフになっていま

す」です。 

3. ［変更］リンクをクリックします。 

4. ［ウェブサイトのメンテナンスモードに切り替える］チェックボックスをクリア

します。 

5. ［OK］をクリックします。 
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ウェブサイトコンテンツを管理する 
ウェブサイトを作成し、必要なコンテンツ（テキスト、画像、動画など）を追加するには、Panel に用

意されたいずれかの方法に従ってください。 

 ウェブサイト作成および管理ツールを使用する： ウェブサイトをまだお持ちでなければ、ウェブ

サイトの作成、編集、公開用のツールを利用して自力でセットアップすることをご検討ください。

このツールは、ウェブプログラミングやデザインのスキルを持たないユーザでも利用することがで

きます。次のようなツールをお勧めします。 

 Web Presence Builder - コントロールパネルと統合されたウェブサイトエディタです。 

 サードパーティ製コンテンツ管理システム（CMS） - ウェブサイトの作成および編集用のウェ

ブアプリケーションです。 

 既存のウェブサイトをホスティングアカウントにアップロードする：  

 FTP クライアントプログラム： 無料の FTP クライアントをインターネットで入手するか、

Windows ユーザの場合は Windows Explorer を使用します。これにより、ホスティングサーバ

上のディレクトリにアクセスし、ファイルを管理することが可能になります。他のユーザ（プ

ログラマーやデザイナー）と協力してウェブサイトを管理している場合、これらのユーザにデ

ィレクトリへの FTP アクセス権を付与して、各ユーザにウェブサイトを編集させることができ

ます。 

 ： Panel のウェブインターフェースを利用してウェブサイトファイルやディレクトリをアップ

ロードまたは管理するためのツールです。 

注： Microsoft FrontPage エディタで作成したウェブサイトがある場合、このサイトを Panel で管理す

る方法について詳しくは、「Microsoft Frontpage ウェブサイトを使用する（Windows）（623ページ）」

のセクションを参照してください。 

ここでは、コンテンツの詳しい管理方法を説明します。 

Web Presence Builder 

Web Presence Builder は、HTML マークアップやグラフィックデザインのスキルがないユーザでもプ

ロが作成したようなサイトを作成できる便利なツールです。適切なページデザインとコンテンツテン

プレートを選択し、ページにテキストを追加して、サイトを公開するだけです。 

ホスティングサービスのオプションに Web Presence Builder が含まれていれば、これを利用してウェ

ブサイトを作成し、公開することができます。含まれていない場合や、 大許容サイト数を既に作成

および公開済みの場合も、Web Presence Builder で新しいウェブサイトを作成して編集することは可

能です。ただし、このウェブサイトを公開するためには、ホスティングプランをアップグレードする

必要があります。 

Web Presence Builder でウェブサイトの作成を開始するか、既存の Web Presence Builder サイトを編

集するには、［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイン］タブを開き、［Web Presence Builder
を起動する］をクリックしてください。ドメイン名またはサブドメインが複数存在する場合、該当す

る［Web Presence Builder で編集する］リンクをクリックしてください。Web Presence Builder による

ウェブサイト作成および編集について詳しくは、「Web Presence Builder でウェブサイトを構築する」

のセクションを参照してください。 

サードパーティ製コンテンツ管理システム 
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ウェブサイトを作成および保守するには、サードパーティ製コンテンツ管理システム（CMS）を利用

することができます。CMS とは、ウェブサイトの構造とコンテンツを GUI で簡単に編集できるウェブ

アプリケーションです。Drupal や Joomla などのシステムがあります。 

CMS は通常、サーバアプリケーションであるため、利用するためにはホスティングアカウントにイン

ストールする必要があります。したがって、CMS の利用を予定している場合は、ホスティング契約で

このようなアプリケーションのインストールが許可されることを確認してください。 

 CMS を利用してウェブサイトを作成するには： 

1. ［アプリケーション］タブに進みます。 

2. 利用可能なアプリケーションのリストで、必要なCMSを探し、「ウェブサイ

トアプリケーションを導入する（594ページ）」のセクションに従ってインス

トールします。 

3. CMSでウェブサイトを作成および編集します。CMSによるウェブサイトの

作成方法について詳しくは、該当CMSのマニュアルを参照してください。 

 

FTP 経由でアップロードする 

すべてのウェブサイトファイルとディレクトリが既にある場合は、ホスティングアカウントに FTP 経

由でアップロードすることを検討してください。ファイルを単にアップロードするだけで、サーバ上

での編集や管理は不要であれば、これが も簡単な方法となります。 

 FTP 経由でファイルをアップロードするには：  

1. FTPクライアントプログラムで自社のFTPアクセスクレデンシャルを使用し

て、サイトのドメイン名に接続します。これらのクレデンシャルの構成方法

について詳しくは、「FTPアカウントを追加する（690ページ）」のセクション

を参照してください。 

2. サーバ上のディレクトリに、ウェブサイトファイルとディレクトリをコピー

します。 

 

ファイルマネージャ 

Panel 外で作成したウェブサイトを公開するためのもう 1 つの方法は、ウェブインターフェースでファ

イル管理機能を提供するツール「ファイルマネージャ」です。ファイルマネージャは、コントロール

パネルの［ウェブサイトとドメイン］タブから利用できます。 

自分のコンピュータから Panel サーバにウェブサイトをアップロードするためにファイルマネージャ

を使用するには、［ウェブサイトとドメイン］>［ファイルマネージャ］ページに進み、［ディレクト

リ作成］をクリックし、ウェブサイトが含まれるディレクトリを Panel にアップロードしてください。

ウェブサイトが ZIP ファイルに圧縮されている場合、［新しいファイルを追加する］をクリックして

このファイルをアップロードしてから、［ファイルを展開］をクリックして展開することができます。 
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ウェブサイトのページを編集したい場合、ファイルマネージャで実行できます。このツールには HTML
ページをビジュアル編集できる HTML エディタが用意されており、HTML タグを直接入力する必要は

ありません。HTML エディタでファイルを編集するには、ファイル名の横の［ツール］列にある  ボ
タンをクリックしてください。 

また、必要に応じてファイルマネージャのテキストエディタでファイルを編集することもできます。

テキストエディタでファイルを開くには、ファイル名の横の［ツール］列にある  ボタンをクリッ

クしてください。 

ファイルやウェブページにインターネット上でアクセスできないようにするには、ファイルマネージ

ャでこれらのファイルのアクセスパーミッションを変更します。ファイルまたはディレクトリのアク

セスパーミッションを編集するには、［パーミッション］列で該当するリンクをクリックします。パ

ーミッションのレビューおよび編集方法については、「ファイルおよびディレクトリのアクセスパー

ミッションを設定する」のセクションを参照してください。 

 

このセクションの内容: 
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Web Presence Builder でウェブサイトを作成する 

 Web Presence Builder でウェブサイトの作成を開始するには： 

1. ［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイン］タブに進み、［Web Presence 
Builderを起動する］をクリックします。 

ドメイン名が 1 つだけ構成されている場合、Web Presence Builder は新しいウィンドウまたはタ

ブで起動します。 

2. ドメイン名またはサブドメインが複数存在する場合、該当する［Web Presence 
Builderで編集する］リンクをクリックしてください。新しいブラウザウィンド

ウまたはタブでWeb Presence Builderウィザードが開きます。 
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FTP 経由でコンテンツをアップロードする 

 FTP 経由でウェブサイトを公開するには： 

1. 自分のFTPアカウントのユーザ名とパスワードを使用して、FTPクライアン

トプログラムでサーバのウェブスペースに接続します。 

Panel でユーザ名とパスワードを変更するには、［ウェブサイトとドメイン］タブで［ウェブホス

ティング設定］を選択します。 

FTP アドレスは ftp://your-domain-name.com という形式（your-domain-name.com はサイトのイン

ターネットアドレス）にします。 

ファイアウォールを使用している場合は、パッシブモードを有効にします。 

2. サイトの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

します。 CGIスクリプトを使用する場合、cgi-binディレクトリにスクリ

プトを置きます。 

3. FTPセッションを終了します。 

また、ウェブサイトコンテンツに関して他のユーザとコラボレーションする必要がある場合は、追加

の FTP アカウントをセットアップすることもできます。 詳しくは、「FTP アカウントを追加する」の

セクションを参照してください。 
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コンテンツマネージャを使用する 

 Panel のファイルマネージャ経由でファイルをアップロードするに
は： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［ファイルマネージャ］をクリックします。 

4. ファイルまたはディレクトリを作成し、アップロードします。 

サイトのファイルとディレクトリを httpdocs ディレクトリに置きます。CGI スクリプトを使用

する場合、cgi-bin ディレクトリにスクリプトを置きます。 

 コンピュータからファイルをアップロードするには、［新しいファイルを追加する］をクリッ

クし、［参照］ボタンをクリックしてファイルを探すか、［ファイルへのパス］ボックスでフ

ァイルのパスを指定してから［OK］をクリックします。 

 サーバに ZIP アーカイブをアップロードしてコンテンツを抽出するには、［新しいファイルを

追加する］をクリックし、［参照］ボタンをクリックしてアーカイブファイルを探し、［OK］
をクリックしてください。ファイルのアップロード後、左側のチェックボックスをオンにして、

［ファイルの抽出］をクリックします。 

 現在のディレクトリ内に新しいディレクトリを作成するには、［新しいディレクトリを追加］

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、［新しいファイルを追加する］をクリ

ックします。［ファイルを作成する］オプションをオンにしてファイル名を指定し、ファイル

マネージャで新しいファイルに基本的な HTML タグを挿入させる場合は）［HTML テンプレー

トを使用する］チェックボックスをオンにして、［OK］をクリックします。新しいページが開

きます。ここで、新しいファイルのコンテンツまたは HTML 形式のソースを入力します。終了

したら［OK］をクリックします。 

 ZIP アーカイブにファイルを追加するには、圧縮するファイルを選択して［アーカイブに追加］

をクリックし、アーカイブファイルの名前を指定してください。 

ウェブ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、Panel はファイルや

ディレクトリに対して適切なアクセスパーミッションを自動的に設定します。Linux ベースのサーバで

は、パーミッションを「rwx rwx r--」のように 3 セットの文字組み合わせで表現します。1 番目のセッ

トはファイルまたはディレクトリの所有者がどのような権限を持つかを示し、2 番目のセットはファイ

ルまたはディレクトリが属するユーザグループと、そのグループがファイルまたはディレクトリに対

して持つ権限を示し、3 番目のセットは、他のユーザ（そのサイトを訪問したインターネットユーザな

ど）がファイルまたはディレクトリに対して持つ権限を示します。「R」はファイルまたはディレクト

リの読み取り、「W」はファイルまたはディレクトリへの書き込み、「X」はファイルの実行またはデ

ィレクトリ内の閲覧を許可するパーミッションです。 
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Linux ベースのアカウントでファイルまたはディレクトリのパーミッションを変更するには、［パーミ

ッション］列でパーミッションのセットを示すハイパーリンクをクリックします。Windows ベースの

アカウントを使用する場合、  アイコンをクリックしてください。必要に応じてパーミッションを変

更して［OK］をクリックします。 

ファイルのソースコードを編集するには、  をクリックします。 

内蔵されたビジュアルエディタでウェブページを編集するには（Microsoft Internet Explorer ユーザの

み可能）、  をクリックします。HTML ファイルを編集する際は、デフォルトで内蔵の WYSIWYG
エディタが起動します。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。 

ファイルを表示するには  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。 

ディレクトリやファイルを新しい場所にコピーまたは移動するには、対応するチェックボックスで必

要なディレクトリやファイルを選択し、［コピー/移動］アイコンをクリックします。コピーまたは名

称変更するディレクトリやファイルのコピー先または移動先を指定し、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に更新されます。 

ファイルをダウンロードするには、対応するアイコン  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、対応するチェックボックスを選択し、［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。 

ファイルおよびディレクトリのアクセスパーミッションを設定する（Linux ホスティング） 

 ファイルおよびディレクトリのパーミッションセットを確認または変
更するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［ファイルマネージャ］をクリックします。 

ファイルとディレクトリに設定されているパーミッションが［パーミッション］列に表示されます。

パーミッションは「rwx rwx r--」のような文字の組み合わせ 3 セットで表現されます。1 番目のセ

ットはファイルまたはディレクトリの所有者がどのような権限を持つかを示し、2 番目のセットは

ファイルまたはディレクトリが属するユーザグループと、そのグループがファイルまたはディレク

トリに対して持つ権限を示し、3 番目のセットは、他のユーザ（そのサイトを訪問したインターネ

ットユーザなど）がファイルまたはディレクトリに対して持つ権限を示します。「R」はファイル

またはディレクトリの読み取り、「W」はファイルまたはディレクトリへの書き込み、「X」はフ

ァイルの実行またはディレクトリ内の閲覧を許可するパーミッションです。 
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4. パーミッションを変更したいファイルまたはディレクトリを探し、［パーミッ

ション］列でハイパーリンクをクリックします。 

5. 必要に応じてパーミッションを変更して［OK］をクリックします。 

  

ファイルおよびディレクトリのアクセスパーミッションを設定する（Windows ホスティング） 

 ファイルまたはディレクトリのアクセスパーミッションを設定するに
は： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［ファイルマネージャ］に進みます。 

3. アクセスパーミッションを設定したいファイルまたはディレクトリを特定し、

該当するアイコン  をクリックします。 

4. 以下を実行してください。 

 親フォルダからファイルまたはフォルダにパーミッションを継承するには、［親フォルダから

このオブジェクト（およびすべての子オブジェクト）へのパーミッション継承を許可する。こ

こで明示的に定義したエントリを含める。］チェックボックスをオンにします。 

 このフォルダに含まれるファイルとフォルダに、定義したフォルダパーミッションを継承させ

るには、［すべての子オブジェクトのパーミッションエントリを、ここに表示されるエントリ

に置き換える］チェックボックスをオンにします。 

 グループまたはユーザのパーミッションを変更または削除するには、パーミッションの名前を

［グループまたはユーザ名］リストでクリックします。該当するグループまたはユーザが［グ

ループまたはユーザ名］リストに存在しない場合は、リストの上にあるメニューで必要なユー

ザまたはグループ名を選択し、  をクリックします。すると、リストにユーザ/グループが表

示されるので、これを選択します。 

選択したユーザ/グループのパーミッションを許可または却下するには、［次のユーザ/グルー

プのパーミッション：<ユーザ/グループ名>］にリストされたパーミッションに対して［許可］

または［却下］チェックボックスをオンにします。［許可］または［却下］列でチェックボッ

クスがグレー表示されている場合、このパーミッションは親フォルダから継承されたものです。 

 親フォルダから継承されたパーミッションを却下するには、［却下］列のチェックボックスを

オンにします。これにより、このファイルまたはフォルダに継承されたパーミッションは上書

きされます。 

 親フォルダから「拒否」として継承されたパーミッションを「許可」に設定するには、［親フ

ォルダからこのオブジェクト（およびすべての子オブジェクト）へのパーミッション継承を許

可する。ここで明示的に定義したエントリを含める。］チェックボックスをクリアします。こ

れにより、継承されたパーミッションが削除されます。次に、必要に応じて［許可］および［却

下］列でチェックボックスをオンにします。 

 グループまたはユーザからアクセスパーミッションを削除するには、［グループまたはユーザ

名］リストで必要な名前を選択し、横にある  アイコンをクリックします。 
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5. パーミッションを詳細に設定する必要がある場合は、［拡張］ボタンをクリッ

クして以下の作業を行ってください。 

 グループまたはユーザのパーミッションエントリを作成するには、該当する名前を［グループ

またはユーザ名］リストで選択して  をクリックします。 

 グループまたはユーザにファイル/フォルダパーミッションを設定または変更するには、［グル

ープまたはユーザ名］リストで名前を選択し、［次のユーザ/グループのパーミッション：<ユ
ーザ/グループ名>］にリストされたパーミッションに対して［許可］または［却下］チェック

ボックスをオンにします。 

 グループまたはユーザのパーミッションエントリを削除するには、［グループまたはユーザ名］

リストで名前を選択して  をクリックします。 

 ［次のユーザ/グループのパーミッション：<ユーザ/グループ名>］で定義したパーミッションが

フォルダの子オブジェクトに継承されるようにするには、［すべての子オブジェクトのパーミ

ッションエントリを、子オブジェクトに適用されるここに示すエントリに置き換える］チェッ

クボックスをオンにして、［適用先］リストでパーミッション継承先オブジェクトのチェック

ボックスをオンにします。 

6. ［OK］をクリックします。 

 

 

 
 



 

590 ウェブホスティング管理 
 

（高度）コンテンツへのアクセスを制限する 
許可されたユーザのみが閲覧できるディレクトリをサイトに作成する場合、パスワード保護により、

これらのディレクトリへのアクセスを制限します。 

 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： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ホストテンプレート］に進みます。 

3. ［保護ディレクトリの追加］をクリックします。 

4. ［ディレクトリ名］ボックスで、パスワード保護するディレクトリのパスを指

定します。 

サイトに存在する任意のディレクトリ（/private など）にできます。保護したいディレクトリを

まだ作成していない場合、パスとディレクトリ名を指定すると、Panel によって自動的に作成され

ます。 

5. Linuxベースのアカウントを使用している場合、cgi-binディレクトリに保

存されているCGIスクリプトも保護できます。これには、［ディレクトリ名］

ボックスを「/」のまま残し、［cgi-bin］チェックボックスをオンにします。 

6. ［保護エリアのタイトル］ボックスに、リソースの説明または保護エリアにユ

ーザが訪問すると表示されるウェルカムメッセージを入力します。 

7. ［OK］をクリックします。指定したディレクトリは保護されます。 

8. 許可されたユーザを追加するには、［新規のユーザの追加］をクリックしま

す。 

9. 保護されたエリアへのアクセスに使用するユーザ名とパスワードを指定しま

す。パスワードは5～14文字にします。［OK］をクリックします。 

 保護ディレクトリに許可されたユーザを追加するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ホストテンプレート］に進みます。 

3. 必要なディレクトリ名をクリックします。 
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4. ［新規ユーザの追加］アイコンをクリックします。 

5. 保護されたエリアへのアクセスに使用するユーザ名とパスワードを指定しま

す。パスワードは5～14文字にします。 

6. ［OK］をクリックします。 

 保護ディレクトリで許可されたユーザのパスワードを変更するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ホストテンプレート］に進みます。 

3. 必要なディレクトリ名をクリックします。許可されたユーザのリストが開き

ます。 

4. ユーザ名をクリックします。 

5. 新しいパスワードを指定し、確認のために再入力します。 

6. ［OK］をクリックします。 

 保護ディレクトリにユーザがアクセスするパーミッションを無効にす
るには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ホストテンプレート］に進みます。 

3. 必要なディレクトリ名をクリックします。許可されたユーザのリストが開き

ます。 

4. 該当するユーザ名に対応するチェックボックスをオンにします。 

5. ［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。 

 パスワード保護を解除し、リソースをすべてのユーザが利用できるよ
うにするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 
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2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ホストテンプレート］に進みます。 

3. 保護を解除するディレクトリ名のチェックボックスをオンにします。 

4. ［保護を解除する］をクリックします。保護が解除され、ディレクトリの内容

は制限なくすべてのユーザに公開されます。 
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ウェブサイトをプレビューする 
ドメインの購入後、登録が完了するまではしばらく時間がかかります。このような遅延が発生するの

は、ネームサーバによるゾーン情報の更新が間隔をあけて実行されるためです。したがって、ゾーン

に関する情報がすべてのネームサーバに行き渡るまで、このドメイン名でサイトにアクセスすること

はできません。ただし、［ウェブサイトとドメイン］タブのボタンを使用すれば、ドメイン名がまだ

伝搬中でもサイトにアクセスできます。 

他のユーザも、ドメイン名の伝搬中にこのサイトにアクセスできます。これを実現するために、Panel
はプロバイダのいずれかのサイトのサブドメインとして当該ウェブサイトを登録します。例えば、自

分（自社）のウェブサイトが「my-domain.tld」であり、プロバイダがプレビューサービスを

「provider-domain.tld」にて構成している場合、「my-domain.tld.192-0-2-12.provider-domain.tld」を指

定して自分のサイトにアクセスできます。ここで「192-0-2-12」は、サイトの IP アドレスのドットを

ダッシュに置き換えたものです。 

注： ［ウェブサイトとドメイン］ページにサイトプレビューボタンがない場合は、ホスティングプロ

バイダにお問い合わせください。 
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ウェブサイトアプリケーションを使用する 
別のウェブアプリケーションを使用して、ウェブサイトの機能を大幅に増強することができます。ウ

ェブサイトにこれらのアプリケーションをインストールすることで、様々な作業を実行できます。個

人ユーザの場合、自分のブログを作成したり、メディアファイル用のオンラインストレージを構成す

ることができます。企業の場合、e-コマース や CRM ウェブアプリケーションなどを使用して、一部

の業務をオンラインに移行できます。すべてのアプリケーションを示すリストは、コントロールパネ

ルの［アプリケーション］タブに表示されます。 

利用可能なアプリケーションは、ホスティングプランによって決まります。例えば、無料アプリケー

ションのみが含まれる場合も、アプリケーションが全く含まれない場合もあります。利用可能なアプ

リケーションについて詳しくは、ホスティングプロバイダにお問い合わせください。 

アプリケーションの種類 

ウェブアプリケーションには 2 つのタイプがあります。 

 ウェブサイトに直接インストールするアプリケーション（WordPress ブログプラットフォーム、

Joomla! コンテンツ管理システムなど） 

 外部サーバにインストールされた、サードパーティが提供するアプリケーション。 

アプリケーションが無料か有料かは、インストールの種類に依存しません。商用アプリケーションは、

使用するためにライセンスキーを指定する必要があり、［アプリケーション］タブには［今すぐイン

ストール］ではなく［今すぐ購入］ボタンが表示されます。商用アプリケーションを使用することを

決めた場合、「商用アプリケーションのライセンスを管理する」のセクションで、アプリケーション

ライセンスの取得と管理に関する説明をお読みください。 

アプリケーションのインストールとメンテナンス 

インストール作業に、特別なスキルは不要です。アプリケーション設定（管理者のクレデンシャルな

ど）を指定するだけで、アプリケーションのインストールは Panel が行います。アプリケーションの

更新や削除を Panel で直接実行できるため、インストール後のアプリケーション管理も簡単です。さ

らに、アプリケーションにログインすることなく、アプリケーションの一部の機能をコントロールパ

ネルで実行することができます。例えば、SugarCRM のユーザアカウントをコントロールパネルで直

接追加することができます。アプリケーションのこのような機能は、アプリケーションが提供する「サ

ービス」です。 

アプリケーションのインストール後に、他の補助ユーザアカウントにもアクセス権を付与すれば、こ

れらのユーザもアプリケーションを使用できるようになります。アプリケーションの管理を始めるに

は、「アプリケーションを管理する」のセクションを参照してください。 

アプリケーションへのアクセス 

特定の補助ユーザがアプリケーションを利用できるようにするには、当該ユーザのパーミッションを

変更してください。あるアプリケーションへのアクセスをユーザに対して許可すると、このユーザの

［ホーム］ページに当該アプリケーションへのリンクが表示されます。アプリケーションへのアクセ
スは、ユーザグループ単位でコントロールします。したがって、既存のグループのパーミッションを

変更するか、新しいグループを作成してユーザを割り当てます。アプリケーションへのアクセスにつ

いて詳しくは、「補助ユーザにアプリケーションへのアクセス権を付与する（596ページ）」のセクシ

ョンを参照してください。 
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デフォルトで、Panel のアプリケーション管理者とは、「所有者」の役割を持つユーザです。このユー

ザは、［ホーム］ページでアプリケーションにアクセスできるほか、契約にアプリケーションをイン

ストールし、管理することができます。これらの管理ツールは、［アプリケーション］タブにありま

す（アプリケーション管理者のみに表示されます）。これらのツールへのアクセス権を、他の契約ユ

ーザに付与することができます。このオペレーションについて詳しくは、「補助ユーザにアプリケー

ションへのアクセス権を付与する（596ページ）」のセクションを参照してください。 

アプリケーションおよび補助ユーザアカウント 

一部のアプリケーションでは、ユーザアカウントの作成と管理を Panel で直接実行できます。例えば

SugarCRM アプリケーションの場合、アプリケーションにログインせずに SugarCRM ユーザを追加で

きます。このような「アカウントサービス」が提供されているすべてのアプリケーションでは、アプ

リケーションのユーザを Panel 契約のユーザ（代替ユーザ）と関連付けることが可能です。関連付け

を行うには、補助ユーザにアカウントサービスへのアクセス権を付与する必要があります（アプリケ

ーションにアクセス権を付与する作業と同じです）。アカウントの関連付けについて詳しくは、「ア

プリケーションと補助ユーザアカウントを関連付ける（596ページ）」のセクションを参照してくださ

い。 

アプリケーションのインストール、構成、更新、削除をコントロールパネルで直接実行できます。 

 

このセクションの内容: 
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アプリケーションを構成する 

基本的には、コントロールパネルですべてのアプリケーションのメインパラメータを構成できます。

［アプリケーション］>［インストール済みアプリケーションの管理］のリストでアプリケーションを

選択すると、このアプリケーションの設定にアクセスできます。アプリケーションを選択してから、

以下を構成できます。 

 一般設定 
［設定を変更］で変更可能な、アプリケーションの基本設定（管理者パスワードなど）。 

 サービス設定 
アプリケーションが機能の一部をサービスとして Panel に提供している場合、これらのサービスを

構成するオプションがあります。例えば SugarCRM アプリケーションの場合、ユーザアカウント

の作成機能をサービスとしてコントロールパネルで提供しています。［提供されているサービス］

でこのサービスを選択すると、すべてのアプリケーションユーザアカウントの表示や、新規ユーザ

アカウントの作成を実行できます。 
一部のアプリケーションでは、アプリケーションアカウントと補助ユーザアカウントを関連付ける

ことができます。アカウントの関連付けについて詳しくは、「アプリケーションと補助ユーザアカ

ウントを関連付ける（596ページ）」のセクションを参照してください。 



 

596 ウェブホスティング管理 
 

 
 

補助ユーザにアプリケーションへのアクセス権を付与する 

デフォルトで、インストールが完了したアプリケーションにアクセスできるのは、所有者の役割を持

つユーザのみです。他の契約ユーザがアプリケーションにアクセスできるようにするには： 

 ［ユーザ］>［ユーザ役割］で、該当アプリケーションへのアクセスパーミッションを特定のユー

ザグループに付与します。 

 必要なユーザを選んでグループに追加してください。 

ユーザに対してアプリケーションへのアクセスを許可すると、このユーザの［ホーム］ページにアプ

リケーションへのリンクが表示されます。 

デフォルトで、アプリケーションの管理者とは、「所有者」の役割を持つ契約ユーザです。このユー

ザは、［ホーム］ページでアプリケーションにアクセスできるほか、契約にアプリケーションをイン

ストールし、管理することができます。これらの目的のために、ユーザのインターフェースに［アプ

リケーション］タブが追加されます。他の契約ユーザにも同じ管理権限を付与するには、［ユーザ］>
［ユーザ役割］で該当ユーザに「アプリケーションのインストールと管理」パーミッションを付与し

ます。これによって、契約内のすべてのアプリケーションに対するフル管理アクセスがユーザに提供

されます。管理者と同じく、このパーミッションを持つユーザも、コントロールパネルの［アプリケ

ーション］タブでアプリケーションをインストール、構成、更新、削除することができます。 
 

アプリケーションと補助ユーザアカウントを関連付ける 

一部のアプリケーションでは、アプリケーションにログインせずにユーザアカウントを作成および管

理できます。アプリケーションにこのような「アカウントサービス」機能があれば、Panel 契約のユー

ザをアプリケーションのアカウントと関連付けることができます。関連付けを行うには： 

1. ユーザを 1 つのグループにまとめます（［ユーザ］>［ユーザ役割］）。 

2. 次のグループパーミッションのいずれかを付与します。 

 パブリックアクセス 
これを付与すると、グループ内の全ユーザが［ホーム］ページのリンクからアプリケーション

にアクセスできるようになります。 

 パーソナルアクセス 
これを付与すると、アプリケーションはグループ内の全ユーザに対してアカウントを自動作成
します。その後、ユーザの［ホーム］ページにリンクが追加され、アプリケーションのパーソ

ナルアカウントにログインできるようになります。パーソナルアクセスパーミッションを却下

すると、アプリケーションはこのグループに関連付けられた全アカウントを自動的に削除しま
す。 
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インストール済みアプリケーションを更新する 

基本的に、アプリケーションの更新はサービスプロバイダが行います。アップデートが公開されると、

プロバイダが顧客のためにアップデートを適用しますが、ユーザ自身が行うこともできます。後者の

場合、新しいバージョンの変更点をユーザ自身が確認し、それに従って、アプリケーションを更新す

るか現行バージョンのまま維持するかを決定します。更新用のリンクは、［アプリケーション］>［イ

ンストール済みアプリケーションを管理］に表示されます。 

商用アプリケーションのライセンスを管理する 

コントロールパネルでアプリケーションのライセンスを購入することを決定した場合、［アプリケー

ション］タブで該当するボタンをクリックすると Storefront が表示されます。このオンラインストア

で、注文を完了します。Storefront はストアの機能だけではなく、顧客のライセンスによって各種オペ

レーションを実行できる独自のウェブインターフェースも含まれています。例えば、ライセンス更新、

ライセンスのキャンセル、支払方法の変更などを実行できます。この章では、以下のオペレーション

の実行方法を説明します。 

Storefront の基本 

Storefront で初めてライセンスを注文すると、アカウントが作成されます。このアカウントには、顧客

の個人情報と支払関連情報が含まれます。顧客はこのアカウントで Storefront にログインし、付与さ

れたライセンスで様々なオペレーションを実行できます。 

Storefront でのチェックアウトのたびに、注文書が生成されます。これは、注文したカートアイテムを

リストした文書です。Storefront では、注文に様々なステータスを割り当てます。これらのステータス

は、注文の現在の状況（未払い、キャンセル、正常に提供など）を説明するものです。 

Storefront と Panel は、サービスプランビジネスモデルを共有します。Storefront では、各アプリケー

ションは個別のサービスプランとして提示され、顧客がアプリケーションのライセンスを注文すると、

いずれかのサービスプランを契約することになります。つまり、顧客が購入する各ライセンスは、ウ

ェブインターフェースで契約として表示されます。例えば、ライセンス価格、条件、または失効日を

確認したい場合、該当する契約を開く必要があります。 

注記：Panel ライセンスに、特定の有償アプリケーション用のライセンスがバンドルされている場合、

これらのアプリケーションは Storefront に進まずにインストールすることができます。これらのアプ

リケーションは購入済みと見なされるため、［今すぐ購入］ボタンではなく［今すぐインストール］

ボタンが表示されます。使用済みアプリケーションと未使用アプリケーションのライセンスキーのプ

ールは、［ツールと設定］>［ライセンス管理］>［追加ライセンスキー］で表示されます。 

ライセンスファイルまたはキーを取得するには 

ライセンスを注文し、支払が完了すると、Storefront からライセンスファイルまたはキーが添付された

メールが送信されます。この情報の再送をリクエストしたり、ウェブインターフェース上でライセン

スを確認することはできないため、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。ライセンスファ

イルまたはキーが添付されたメールが届かない場合は、https://support.parallels.com/ でお問い合わせ

ください。 

実行可能なオペレーション 

Storefront で実行できるオペレーションには、次の 3 つのグループがあります。 
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 ユーザアカウントに関するオペレーション： 個人情報およびプリファレンスの表示および変更、

ユーザアカウントのパスワード変更などのオペレーションが含まれます。 

 支払や支払方法に関するオペレーション： クレジットカード、支払、および注文に関するオペレ

ーションが含まれます。 

 契約に関するオペレーション： 新しいライセンスの取得、既存のライセンスに関する情報の取得、

特定の契約の契約更新方法の確認などのオペレーションが含まれます。 

これらのオペレーションについて詳しくは、本セクションのサブセクションで説明します。 

 

このセクションの内容: 

ユーザアカウント ................................................................................................................ 599 
支払いおよび支払方法 ....................................................................................................... 600 
契約 ................................................................................................................................... 601 
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ユーザアカウント 

ユーザアカウントに関して、以下のオペレーションを実行できます。 

アカウント情報の表示および変更 

システムは、アカウント情報を使用して個人情報や支払関連情報を請求書に追加します。詳細を更新

する必要がある場合は、［ナビゲーション］メニューで［連絡先情報］サブメニューを開き、［アカ

ウント情報］を選択します。 
 

個人情報を表示および変更する 

個人情報の多くは、アカウント情報と重複します。財務ドキュメントには表示されませんが、一部の

サービスはこの情報を技術連絡先情報として使用します。例えば、Storefront でドメイン名を注文する

と、Storefront からドメインネームレジストラへ、個人情報が（技術連絡先として）送信されます。 
個人情報を確認するには、左側のパネルで［連絡先情報］>［個人情報］メニューを開きます。ここで、

個人情報を編集することや、Storefront アカウントのパスワードを変更することもできます。 
 

メール通知を構成する 

メール通知は、各種イベントの発生時にアカウントの連絡先メールアドレス宛てに送信されます。イ

ベントは多数のカテゴリに分類されます。例えば、契約の更新や失効、クレジットカードの失効など

です。各メッセージグループに対してメッセージのフォーマットを選択したり、特定のメッセージを

送信するか否かを決定することができます。受信するメッセージタイプを構成するには、［連絡先情

報］>［通知方法］を開きます。  
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支払いおよび支払方法 

このセクションでは、Storefront で実行可能な支払いおよびクレジットカードに関するオペレーション

について説明します。 

クレジットカードを登録する 

オンライン支払いでクレジットカードを使用するためには、Storefront に登録する必要があります。ク

レジットカードを登録するには、［Billing Manager］>［財務情報］>［支払方法］を開き、該当するボ

タンをクリックします。 

自動支払を構成する 

登録されたいずれかのクレジットカードを、注文の自動支払のために割り当てることができます。こ

うすることによって、注文の支払を毎回手動で行う必要がなくなります。自動支払で使用する支払方

法を割り当てると、それまでのデフォルトは自動的に選択解除されます。つまり、自動支払で使用で

きる支払方法は 1 つだけです。 

カードによる自動支払をオンにするには、［Billing Manager］>［財務情報］>［支払方法］で ID または

タイプをクリックし、 後に、カードのプロパティ画面で自動支払を有効化します。 

支払を行う 

新しい支払を追加するには、［Billing Manager］>［新しい支払］リンクをダッシュボードで開きます。

新しい支払の追加ウィザードが起動します。保留中のドキュメントのリストが画面に表示されます。

保留中のドキュメントがない場合、［キャンセル］をクリックしてウィザードを終了します。あるい

は、支払設定を指定してウィザードを続行します。 

オープンな注文を表示する 

オープンな注文は、［Billing Manager］>［財務情報］>［オープンな注文］サブメニューで確認できま

す。 
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契約 

Storefront には、パワフルで総合的な契約（ライセンス）管理方法があり、以下のオペレーションを実

行できます。 

新しい契約を購入する 

Storefront で提供されている追加アプリケーションライセンスや追加サービスを購入する場合、コント

ロールパネルで行う必要はありません。Storefront ウェブインターフェースには、購入用のすべての機

能が用意されています。契約注文ウィザードを起動するには、［Billing Manager］>［契約管理］を開き、

［新しい契約の購入］をクリックします。 

契約を手動で更新する 

自動更新機能を構成していない場合、手動で更新しない限り契約は失効します。自動更新のセットア

ップ手順は、このセクションで後ほど説明します。契約を手動で更新するには、［Billing Manager］>
［契約管理］>［契約の更新］を開き、ウィザードのステップに従います。 

契約を自動更新する 

契約の自動更新を構成すると、契約がタイムリーに更新されるようになります。自動更新を許可する

には、［Billing Manager］>［契約管理］>［契約更新］を開き、オプションをオンにする契約をクリッ

クして、［自動更新をオンにする］をクリックします。自動更新をキャンセルするには、オプション

をクリアします。 

契約をキャンセルする 

契約をキャンセルすると、契約サービスが失効し、料金が払い戻されます。契約をキャンセルするに

は、［Billing Manager］>［契約管理］>［契約の更新］を開き、キャンセルする契約をクリックしてキ

ャンセルウィザードを起動し、［契約をキャンセル］をクリックします。 

（高度）ウェブサイトのセキュリティを強化する 

このセクションの内容: 

接続を SSL 証明書で保護する ........................................................................................... 602 
ホットリンクからサイトを保護する（Windows） ...................................................................... 607 
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接続を SSL 証明書で保護する 

個人情報（訪問者のクレジットカード番号など）を転送するウェブサイトでは、SSL セキュアチャネ

ルを使用することをお勧めします。このようなチャネルをセットアップするには、ウェブサイト用の

SSL 証明書を購入する必要があります。 

SSL 証明書は、インターネット上にセキュアな通信チャネルを確立するためだけではなく、ウェブサ

イトの身元を確認するためにも使用されます。セキュアなオンラインストアにユーザが訪問すると、

クレジットカード番号などの重要情報がセキュアチャネル経由で受送信されるという通知が表示され

ます。 

SSL 証明書は、SSL 証明書プロバイダという特別な団体が発行します。ただし、ホスティングプロバ

イダによっては、顧客が Panel で SSL 証明書を直接購入することができます。 

SSL 証明書を購入する 

ホスティングプロバイダに応じて、次の方法で SSL 証明書を購入することができます。 

 Panel で SSL 証明書を注文する： この方法は、対応する Panel 設定をプロバイダが構成している

場合に利用できます。Panel にある SSL 証明書購入リンクによって、オンラインストアでプロバイ

ダから証明書を購入したり、MyPlesk アウトレットで Parallels から証明書を購入することができ

ます。Panel で SSL 証明書を注文する方法は、「Panel で SSL 証明書を購入する（602ページ）」

のセクションを参照してください。 

 SSL 証明書プロバイダから SSL 証明書を注文する： この場合、Panel でウェブサイト用の証明書
署名リクエスト（CSR）を作成し、SSL 証明書プロバイダに送信します。リクエストの作成方法

と、リクエストを利用して証明書を購入する方法は、「証明書署名リクエスト（CSR）を生成する

（604ページ）」のセクションを参照してください。 

 

ウェブサイトをセキュリティ保護する 

ウェブサイトの証明書を取得した後で、この証明書によってウェブサイトへの接続をセキュリティ保

護する必要があります。この手順は、「ウェブサイトをセキュリティ保護する（605ページ）」のセク

ションで説明します。 

 

ウェブサイトを共用 SSL 証明書で保護する 

Windows システムでは、独自の SSL 証明書を購入することなくウェブサイトをセキュリティ保護する

ことができます。この機能は、ホスティングプロバイダが共用 SSL 証明書を提供している場合に利用

できます。ウェブサイトを共用 SSL 証明書でセキュリティ保護する方法は、「共用 SSL 証明書を使用

する（Windows）（606ページ）」のセクションで説明します。 

このセクションの内容: 

Panel で SSL 証明書を購入する ........................................................................................ 603 
証明書署名リクエスト（CSR）を生成する ............................................................................. 604 
ウェブサイトをセキュリティ保護する ..................................................................................... 605 
共用 SSL 証明書を使用する（Windows） ............................................................................ 606 
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Panelで SSL証明書を購入する 

Panel にある SSL 証明書購入リンクによって、プロバイダから証明書を購入したり（※プロバイダが

独自の証明書を提供している場合）、MyPlesk アウトレットで Parallels から証明書を購入することが

できます。プロバイダの選択によっては、これらのリンクが顧客に提供されていません。 

 Panel で SSL 証明書を購入するには： 

1. 該当する契約をコントロールパネルで開きます。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］>［サイトをセキュリティ保護する］ページに進み

ます。 

3. ［SSL証明書を追加］をクリックします。 

4. 以下の証明書パラメータを指定します。 

 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 より大きい値を入力すること

をお勧めします。 

 所在地と組織名： 64 文字まで入力可能です。 

 SSL 証明書を購入するドメインの名前： 完全修飾ドメイン名で入力してください。例えば、

「your-domain.com」のように入力します。 

 ウェブサイト管理者のメールアドレス：  

5. この情報を基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。 

6. ［SSL証明書を購入］をクリックします。 

7. オンラインストアでのSSL証明書の購入手続きがすべて完了すると、SSL証
明書がメールで送られます。  
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証明書署名リクエスト（CSR）を生成する 

ホスティングプロバイダが、Panel での SSL 証明書の購入を許可しない場合、顧客は証明書署名リク

エストを作成し、SSL 証明書プロバイダに送信することができます。プロバイダはこのリクエストに

基づいてウェブサイト用の SSL 証明書を生成します。 

 証明書署名リクエストを生成するには： 

1. 該当する契約をコントロールパネルで開きます。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］>［サイトをセキュリティ保護する］ページに進み

ます。 

3. ［SSL証明書を追加］をクリックします。 

4. 以下の証明書パラメータを指定します。 

 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 より大きい値を入力すること

をお勧めします。 

 所在地と組織名： 64 文字まで入力可能です。 

 SSL 証明書を購入するドメインの名前： 完全修飾ドメイン名で入力してください。例えば、

「your-domain.com」のように入力します。 

 ウェブサイト管理者のメールアドレス：  

5. この情報を基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。 

6. ［リクエスト］をクリックします。Panelが秘密鍵と証明書署名リクエストを

生成し、顧客の証明書リポジトリに追加します（［ウェブサイトとドメイン］

>［サイトをセキュリティ保護する］）。 

7. 証明書のリストで、必要な証明書の名前をクリックします。 

8. ページ内でCSRセクションを検索し、「-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----」から

「-----END CERTIFICATE REQUEST-----」までのテキストをクリップボードにコピー

します。 

9. SSL証明書を購入する証明書認証機関のウェブサイトを開き、サイトのリン

クを辿って証明書の注文処理を開始します。CSRテキストを入力するよう指

示されたら、クリップボードからオンラインフォームへデータを貼り付けて、

［続行］をクリックします。入力した情報に基づいて、認証局がSSL証明書を

作成します。 
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ウェブサイトをセキュリティ保護する 

ウェブサイト用の SSL 証明書を受信したら、この証明書でウェブサイトをセキュリティ保護します。 

 SSL 証明書でウェブサイトをセキュリティ保護するには： 

1. コントロールパネルにログインし、画面上部の［契約］メニューで、セキュリ

ティ保護するウェブサイトが含まれる契約を選択します。 

2. 選択した契約のSSL証明書リポジトリに進みます（［ウェブサイトとドメイン］

タブ>［サイトをセキュリティ保護する］）。 

3. SSL証明書をアップロードします。画面中央にある［ブラウズ］をクリックし、

保存された証明書の保存場所を開きます。証明書を選択し、［ファイル送信］

をクリックします。 

これにより、該当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。 

4. サイトに証明書をインストールするには、［ウェブサイトとドメイン］ タブに

戻り、セキュリティ保護するウェブサイトのドメイン名をクリックします。 

5. SSL保護をスイッチオンするには、［SSLサポートを有効にする］チェックボッ

クスをオンにします。 

6. ［SSL証明書］メニューでSSL証明書を選択し、［OK］をクリックします。 
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共用 SSL証明書を使用する（Windows） 

ホスティングサービスプロバイダが、サイトへのアクセスをセキュリティ保護するために共用 SSL を

提供している場合、独自の SSL 証明書を購入せずに SSL 暗号化をオンにできます。 

 プロバイダが共有設定している SSL 証明書を使用して、サイトへの接
続をセキュリティ保護するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［共

有SSL］に進みます。 

3. セキュリティ保護するサイトのドメイン名を選択します。 

4. ［共有SSLをスイッチオンする］チェックボックスをオンにします。 

5. 該当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が、SSL証明書が共有されているドメイン（「マスター 
SSLドメイン」）の下に作成されます。このディレクトリは、SSL経由でサイ

トにアクセスするために使用されます。 

例えば、「mydomain.com」という名前のドメインを所有しており、マスター SSL ドメインが

「master_ssl_domain.com」と定義されているときに、仮想ディレクトリの名前として

「my_virtual_dir」と指定するとします。この場合、SSL 経由で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： 共有 SSL を使用している場合、自社ドメイン名（例：mydomain.com）を使用して SSL 経由

でサイトにアクセスすることはできません。 

6. 保護されたウェブサイトコンテンツが保存されているディレクトリを指定し

ます。指定したディレクトリ内のドキュメントはSSL経由でしかアクセスで

きません。 

7. ドメインへのSSL経由のアクセスのみを許可する場合は、［セキュア接続によ

ってのみ、このウェブサイトへのアクセスを許可］チェックボックスをオンにし

ます。 

8. ［OK］をクリックします。 

 
 



 

 ウェブホスティング管理 607 
 

ホットリンクからサイトを保護する（Windows） 

ホットリンク（別名：ファイルリーチング、リモートリンク、ダイレクトリンク、帯域幅盗用、帯域

幅流用など）とは、<IMG> タグなどを使用して、あるドメイン所有者のウェブページから別のドメイ

ン所有者のウェブページ上の画像（もしくはその他のマルチメディアファイル）に直接リンクするこ

とです。ドメインがホットリンクされると、帯域幅使用率が過剰になるという問題が起こります。 

 ウェブサイトをホットリンクから保護するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ホ

ットリンク保護］に進みます。 

3. ［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。 

4. ［保護されるファイル拡張子］フィールドに、ホットリンクから保護するファ

イルの拡張子（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。 

5. 特定のサイトから自分のファイルへの直接リンクを許可する場合は、該当す

るウェブサイトのアドレスを［許容するウェブサイトのアドレス］フィールド

に入力し、［追加］をクリックします。 

6. ［OK］をクリックします。 
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（高度）拡張ウェブサイト管理 
Panel は、上級ユーザのために、様々なウェブサイトとドメイン用オペレーションを提供しています。 
サードパーティ製アプリケーションおよびサービスの利用、システムサービスの詳細設定などが可能

です。 このセクションでは、これらすべてのオペレーションについて詳しく説明します。 

 

このセクションの内容: 

ステージングサイトを使用する ............................................................................................ 609 
モバイルサイトをセットアップする ........................................................................................ 611 
カスタムエラーページをセットアップする .............................................................................. 613 
ドメインフォワーダを追加する ............................................................................................. 616 
Google サービスを使用する ............................................................................................... 618 
ドメイン下で個人ウェブページをホスティングする ................................................................. 620 
ウェブサイトへの接続の帯域幅と数を制限する ................................................................... 622 
Microsoft Frontpage ウェブサイトを使用する（Windows） ................................................... 623 
仮想ディレクトリを使用する（Windows） .............................................................................. 628 
IIS アプリケーションプールをセットアップする（Windows） .................................................... 641 
Web Deploy によるウェブパブリッシング（Windows） .......................................................... 643 
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ステージングサイトを使用する 

本稼働ウェブサイトに対し、大規模な変更を計画している場合、ステージングサイトのセットアップ

を検討することをお勧めします。ステージングサイトとはサーバ上の独立したロケーションであり、

変更を本稼働サイトに適用する前に、ここでサイトコピーに対して更新を加えてテストすることがで

きます。 

ステージングサイトによる作業は、次のように進めることを推奨します。 

1. 開発コピーをホスティングして開発環境を準備する場所を決めます。同じウェブスペース内でホス

ティングすることも、同じサーバ上の別のウェブスペースでホスティングすることも、他のサーバ

の FTP アカウントにアップロードすることもできます。 

同じウェブスペースを選択した場合、ドメインまたはサブドメインを追加して新しいウェブサイト

をセットアップする必要があります。 

2. （オプションのステップ）Panel の自分のアカウントを使用して開発環境をセットアップしており、

Panel を使用して（［アプリケーション］タブで）本稼働サイトに APS アプリケーションをイン

ストールしている場合は、開発環境内のサイトアプリケーションは、本稼働サイトと同じサブディ

レクトリにインストールしてください。このステップはオプションですが、アプリケーションスク

リプトのデータベース接続設定を手作業で変更してしまうことを防止できます。 

3. ウェブサイトのコピーを作成し、ステージング環境に配置します。 

4. サイトで使用するデータベースのコピーを作成し、ステージング環境にデプロイします。 

5. スクリプト内のデータベース接続設定を変更し、ステージング環境内のデータベースを指すように

します。 

6. （オプションのステップ）APS アプリケーションのセットアップを完了します。開発サイト用の

［アプリケーション］タブに進み、インストールされているアプリケーションのリストでアプリケ

ーションを探し、［設定］画面を開き、パラメータを保存し直します。この操作を行うと、APS
スクリプトの接続先が本稼働データベースではなくなり、アプリケーションの接続先がコピーのデ

ータベースに変更されます。このステップは、本稼働サイトに Panel 経由で APS アプリケーショ

ンがインストールされており、この手順のステップ 2 を実行済みである場合に必要になります。 

7. ステージング環境でサイトコピーに必要な変更を加えてテストして、意図したとおりに機能するこ

とを確認してください。 

8. 更新したサイトを公開します。これには、本稼働サイトのドキュメントルートをステージングサイ

トのロケーションにします。 

 ステージング用にサイトをセットアップするには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

2. ［新しいドメインを追加する］または［新しいサブドメインを追加する］をクリ

ックします。 

ステージングにはサブドメインを使用することをお勧めします。 

3. 「ドメインを追加する（553ページ）」または「サブドメインを追加する（555
ページ）」の手順に従います。 
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インターネットユーザがステージングサイトにアクセスできないようにするには、新しく追加したド

メインまたはサブドメインの名前をドメイン名レジストラに登録しないでください。あるい

は、.htaccess ファイル（Linux ホスティングの場合）を使用してアクセスを制限してください。 

 ウェブサイトファイルのコピーを作成するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

2. ［ウェブサイトのプレビュー］（［高度なオペレーション］グループ内）をクリ

ックします。 

3. 複数のウェブサイトがある場合、必要なサイトをクリックし、［管理］をクリ

ックしてください。 

4. 既存のサイトのドキュメントルートにウェブサイトファイルをコピーするに

は： 

a. ［Panel内のウェブサイト］オプションを選択します。 

b. ［サイト名］メニューでコピー先サイトを選択します。 

c. コピー先ディレクトリに既に存在する可能性があるファイルに対し

て行う作業を指定します。 

5. このサーバまたは他のサーバ上のFTPアカウントにウェブサイトファイルを

コピーするには： 

a. ［FTPストレージ］オプションを選択します。 

b. サーバのホスト名と、FTPアカウントへの接続用のクレデンシャルを

指定します。 

c. ［FTP接続方法］フィールドは［アクティブモード］オプションを選択

したままにします。Panelが外部FTPアカウントの接続できない場合、

ここで［パッシブモード］オプションを選択してください。 

6. ［OK］をクリックします。 

サイトで、データベースを操作するスクリプトを使用している場合、このデータベースをステージン

グ環境にコピーします。 

 このデータベースを、Panel 10 で管理している同一サーバ上でホスティングしている場合は、下

の手順でコピーしてください。 

 Panel 10 で管理していないサーバ上でホスティングしている場合は、mysqldump ユーティリティ

を使用してデータベースをエクスポートし、生成されるデータダンプファイルをステージング環境

に移動して、ここでデプロイしてください。ステージング環境でサイトのスクリプトを変更して、

コピーされたデータベースに接続するようにします。 

 Panel で管理するサーバからデータベースをコピーするには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［データベース］を選択し、データベース名
をクリックします。 
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2. ［コピーを作成する］をクリックします。 

3. 以下を指定します。 

 コピー先データベースサーバ：同じ Panel で管理するデータベースサーバを選択することも、

別の場所にあるデータベースサーバを選択することもできます。外部データベースサーバの場

合、ホスト名または IP アドレス、およびアクセス用のクレデンシャルを指定します（データベ

ースおよびデータベーステーブルの新規作成が許可されているデータベース管理システムユ

ーザのユーザ名とパスワード）。 

 コピー先データベース：新しいデータベースを作成することも、既存データベースにデータを

コピーすることもできます。 

 フルコピーを作成する：データベース構造とすべてのデータをコピーするには、このオプショ

ンをオンにしておきます。 

4. ［OK］をクリックします。 

データベースのコピーがコピー先サーバにデプロイされます。 

5. ステージング環境でサイトのスクリプトを変更して、コピーされたデータベ

ースに接続するようにします。 

ステージング環境のサイトコピーが更新され、本稼働の準備が整い次第、次の手順に従ってこれを公

開します。 

 更新されたサイトを本稼働環境に公開するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブに進みます。 

2. ドメイン名のリストで、本稼働サイトのアドレスを探し、クリックします。 

3. ［ドキュメントルート］ボックスで、ステージングサイトのドキュメントルー

トディレクトリを指定します。 

4. ［OK］をクリックします。 

これにより、本稼働サイトアドレスの訪問者がステージングサイトロケーションにある更新されたサ

イトコピーにアクセスできるようになります。 

モバイルサイトをセットアップする 

自社のサービスプランに、モバイルデバイス用に 適化されたウェブサイトコピーを作成するオプシ

ョンを含めることができます。コピーは、外部の UNITY Mobile オンラインサービスでホスティングさ

れます。 

重要：Panel 10.4 では、顧客が［アプリケーション］タブで Unity Express を注文すると、システム

で Unity One と混同される場合がありました。この問題が発生した場合、Unity Express を購入する

ためには、Unity One で作成されたサイトを削除して、サイトを新規作成することが推奨されました。 
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 モバイルデバイスでの閲覧用に 適化されたウェブサイトのコピーを
作成するか、新しいモバイルウェブサイトをセットアップするには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［モバイルウェブサイト］に進みます。 

2. ［モバイルサイトを作成する］リンクをクリックします。 

3. モバイルサイトのアドレスを指定します。 

たとえば、サイトにアクセスするためのドメイン名が「example.com」である場合、「mobile」
のようなプレフィックスを入力すると、 適化されたウェブサイトのコピーに

「mobile.example.com」というアドレスでアクセスできるようになります。 

4. ［OK］をクリックします。 

5. ［サイトコンテンツを編集する］をクリックします。UNITY Mobileサイトが新

しいブラウザウィンドウまたはタブで開き、すでにアカウントにログオンし

た状態になっています。 

6. メインウェブサイトのドメイン名を示す［Import from the web］セクションで、

 ボタンをクリックします。 

7. 画面に表示される指示に従ってウェブサイトインポートウィザードを完了し

ます。 

モバイルサイトが作成されると、メインサイトにモバイルサイトへのリンクを追加できます。 

コントロールパネルにあるリンクから、モバイルサイトに対して次の操作を実行可能です。 

 サイトエディタを開く。 

 モバイルサイトを削除する。 
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カスタムエラーページをセットアップする 

サイトの訪問者が要求したページが見つからない場合、ウェブサーバはエラーメッセージを示す標準

HTML ページを生成して表示します。独自のエラーページを作成して、サイトや個別の仮想ディレク

トリで使用することができます。以下に、よくカスタマイズされるエラーメッセージを示します。 

 400 Bad File Request -通常は、URL の構文が正しくないことを意味します（例：大文字を小文字

にすべきである、句点記号が違う）。 

 401 Unauthorized -サーバが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。

あるいは、入力したパスワードが正しくない場合もあります。 

 403 Forbidden/Access denied -401 に類似のエラーです。 サイトへのアクセスに、特別なパーミ

ッションが必要です（登録の問題の場合はパスワードまたはユーザ名）。 

 404 Not Found -サーバが、要求されたファイルを検索できません。ファイルが移動または削除さ

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正しくありません。これは も一

般的なエラーです。 

 500 Internal Server Error -サーバの構成上の問題により、HTML ドキュメントを取得できませんで

した。 

 503 Service Temporarily Unavailable -サイトはメンテナンスのために一時的に使用できません。 

 

このセクションの内容: 

Windows サーバでカスタムエラーページをセットアップする .................................................  
Linux サーバでカスタムエラーページをセットアップする .......................................................  
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Windowsサーバでカスタムエラーページをセットアップする 

 サイト内のサイトまたはディレクトリにカスタムエラーページを表示
するようにウェブサーバを構成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. カスタムエラードキュメントのサポートをオンにします。 

a. ［ウェブサイトとドメイン］タブにあるドメインのリストで、必要なド

メイン名をクリックします。 

b. ［カスタムエラードキュメント］チェックボックスをオンにします。 

c. ［OK］をクリックします。 

3. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［仮想ディレクトリ］に進み、ルートウェブ

ディレクトリ用のエラードキュメントのリストを表示します。ここに表示さ

れるエラードキュメントは、選択したサイトのすべてのウェブページで使用

されます。特定の仮想ディレクトリ用のエラーページをカスタマイズするに

は、該当ディレクトリに進んでください。 

4. ［エラードキュメント］タブをクリックし、必要なエラードキュメントをリス

トからクリックします。 

 このエラーページ用に IIS が提供するデフォルトドキュメントを使用するには、［タイプ］メ

ニューから［デフォルト］を選択します。 

 ドメインの仮想ホストディレクトリにある error_docs ディレクトリに存在しているカスタ

ム HTML ドキュメントを使用するには、［タイプ］メニューから［ファイル］を選択し、［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 ドキュメントを使用す

る場合は、［タイプ］メニューから［URL］を選択して［ロケーション］フィールドにドキュ

メントへのパスを入力します。これは、仮想ホストルート（<vhosts>¥<domain>¥httpdocs）
を基準にした相対パスにする必要があります。 

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ドキュメントとして使

用するには、次のパスを［ロケーション］フィールドに入力します。
/my_errors/forbidden_403_1.html 

注： カスタムエラードキュメントをサーバにアップロードするには、FTP またはファイルマネー

ジャ経由の接続を使用できます。デフォルトでは、すべてのエラードキュメントは 
/vhosts/your-domain.com/error_docs/ ディレクトリ（デフォルトでは C:¥InetPub の

下）に保存されます。 

5. ウェブサーバを再起動すると、カスタムエラードキュメントが使用されるよ

うになります。 
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Linuxサーバでカスタムエラーページをセットアップする 

 サイトでカスタムエラーページが表示されるようにウェブサーバを構
成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. カスタムエラードキュメントのサポートをオンにします。 

a. ［ウェブサイトとドメイン］タブにあるドメインのリストで、必要なド

メイン名をクリックします。 

b. ［カスタムエラードキュメント］チェックボックスをオンにします。 

c. ［OK］をクリックします。 

3. FTPアカウントに接続してerror_docsディレクトリに移動します。 

4. 必要なファイルを編集するか、置き換えます。ファイル名が正しいことを確

認します。 

 400 Bad File Request - bad_request.html 

 401 Unauthorized - unauthorized.html 

 403 Forbidden/Access denied - forbidden.html 

 404 Not Found - not_found.html 

 405 Method Not Allowed - method_not_allowed.html 

 406 Not Acceptable - not_acceptable.html 

 407 Proxy Authentication Required - proxy_authentication_required.html 

 412 Precondition Failed - precondition_failed.html 

 414 Request-URI Too Long - request-uri_too_long.html 

 415 Unsupported Media Type - unsupported_media_type.html 

 500 Internal Server Error - internal_server_error.html 

 501 Not Implemented - not_implemented.html 

 502 Bad Gateway - bad_gateway.html 

 503 Service Temporarily Unavailable - maintenance.html 

ウェブサーバの再起動後、数時間で、カスタムエラードキュメントが使用されるようになります。 
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ドメインフォワーダを追加する 

新しいドメイン名をセットアップするか、既存のドメイン名を再構成して、訪問者を他のウェブサイ

トにリダイレクトすることができます。 

 新しいドメインフォワーダを追加するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付けられ

た複数のウェブスペースへのアクセス権がある場合は、画面上部にある［契

約］メニューで必要なウェブスペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［新しいドメインの追加］をクリックします。 

4. 以下を指定します。 

a. ［ドメイン名］ボックスに、サービスプロバイダまたはドメイン名登

録機関に登録したドメイン名を入力します。 

b. ［DNSサーバ設定］で、［このサーバのマスター DNSゾーンを維持する］

オプションを選択します。 

c. ［ホスティングタイプ］で［転送］オプションを選択します。 

d. ［転送先アドレス］ボックスに、訪問者のリダイレクト先にするイン

ターネットアドレスを入力します。 

e. ［転送タイプ］で、希望する転送タイプを選択します。標準転送では、

ユーザはそのサイトにリダイレクトされ、ユーザのブラウザには実

際のサイトURLが表示されます。従って、他のURLにリダイレクト

されたことをユーザが認識できます。フレーム転送では、サイトが実

際には別のロケーションにあることをユーザが認識できないように

してユーザをリダイレクトします。従って、標準転送より望ましい

選択肢となります。 

5. ［OK］をクリックします。 

 既存のドメインを再構成し、ドメインフォワーダにするには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブでドメイン名を選択します。 

2. ［ホスティングタイプ］フィールドの横にある［変更］リンクをクリックしま

す。 

3. 以下を指定します。 

a. ［ホスティングタイプ］で［転送］オプションを選択します。 

b. ［転送先アドレス］ボックスに、訪問者のリダイレクト先にするイン

ターネットアドレスを入力します。 
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c. ［転送タイプ］で、希望する転送タイプを選択します。標準転送では、

ユーザはそのサイトにリダイレクトされ、ユーザのブラウザには実

際のサイトURLが表示されます。従って、他のURLにリダイレクト

されたことをユーザが認識できます。フレーム転送では、サイトが実

際には別のロケーションにあることをユーザが認識できないように

してユーザをリダイレクトします。従って、標準転送より望ましい

選択肢となります。 

4. ［OK］をクリックします。 
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Google サービスを使用する 

Panel内のリンクを使用して、サイトに Googleカスタム検索エンジンを挿入するコードを生成したり、

ウェブマスターツールでウェブサイトの情報を Google に送信したり、AdSense プログラムに登録し

たり、YouTube 動画、Google 翻訳サービス、その他の Google 製品をサイトに埋め込むことができま

す。 

Google カスタム検索とは、Google が提供する検索エンジンです。Google カスタム検索により、自分

のウェブサイトに検索機能を追加して、検索結果ページの外観をウェブサイトに合わせて調整するこ

とができます。個人および非営利団体のウェブサイトで、無料で使用できます。一方、一般企業や営

利団体の場合は、Google からの広告が表示されるカスタム検索エンジンを使用するか、Google Site 
Search サービスを契約してください（1 年 $100 より）。Google Site Search の詳細や価格について

は、http://www.google.co.jp/intl/ja/sitesearch/index.htmlで確認してください。 

Google ウェブマスター ツールにより、ウェブマスターはウェブサイトの情報を Google に送信して、

検索統計を確認することができます。ウェブマスターツールの詳細については、

http://www.google.com/support/webmasters/?hl=jpを参照してください。 

Google AdSense により、ウェブマスターは関連性の高い Google 広告をウェブサイトに表示し、収益

を得ることができます。AdSense の詳細については、https://www.google.com/adsense/login/jp/ を参

照してください。 

Google Web Elements により、ウェブマスターは任意の Google 製品をウェブサイトに簡単に追加で

きます。ニュース、マップ、YouTube 動画などのコンテンツをウェブページに埋め込んだり、Google 
Friend Connect を使用してコミュニティサイトの機能やサービスを充実させることができます。

Google Web Elements の詳細については、http://www.google.com/webelements/ を参照してください。 

Google サービスを使用する前に、Google Terms of Service（利用条件）に同意し、サイトの所有権を

確認する必要があります。 

 Google の利用条件に同意し、サイトの所有権を確認するには： 

1. ［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイン］タブに進み、［Google Services 
for Websites］リンクをクリックします。 

2. Panelで利用条件のリンクをクリックし、ドキュメントを読みます。 

3. 利用条件に同意する場合は、チェックボックスをオンにして［確認］をクリッ

クします。 

これで、以下を実行できます。 

 ［Google ウェブマスター ツール］をクリックしてサイト情報を Google に送信し、サイトの認知

度を向上する。 

 ［新しいカスタム検索エンジンを追加する］をクリックして、サイトに検索機能を追加する。 

 ［Google AdSense］をクリックして、AdSense プログラムに登録する。 

 ［Google Web Elements］をクリックして、Google 製品を埋め込む。 

 Google にサイト情報を送信するには： 
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1. ［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイン］タブに進み、［Google Services 
for Websites］リンクをクリックします。 

2. ［Googleウェブマスター ツール］をクリックします。 

［Google ウェブマスター ツール］エリアが別のブラウザウィンドウまたはタブに表示されます。 

3. http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=1
56184の指示に従ってサイトマップを作成し、それをGoogleに送信します。 

 サイトにカスタム検索エンジンを追加するには： 

1. ［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイン］タブに進み、［Google Services 
for Websites］リンクをクリックします。 

2. ［カスタムサイト検索］をクリックします。 

3. ［新しいカスタム検索エンジンを追加する］をクリックします。 

4. 検索エンジン名を入力して、ウェブサイトを選択します。 

5. 利用条件に同意して［OK］をクリックします。 

新しい検索エンジンのレコードが Panel に追加されます。 

6. ［コードを取得する］リンクをクリックして、生成されたコードをクリップボ

ードにコピーし、ウェブサイトページのソースコードに貼り付けます。 

カスタム検索エンジンのリストにあるその他のリンクを使用して、以下の操作を実行できます。 

 収益を得る：カスタム検索エンジンを Google AdSense アカウントと関連付けます。ユーザが広告

をクリックして表示すると、収益を得られます。複数のカスタム検索エンジンを使用している場合、

すべてのエンジンは同じ AdSense アカウントに自動的に関連付けられます。 

 管理する：カスタム検索エンジンを管理します。 

 デザインを変更する：検索ボックスと検索結果ページの外観を調整します。 

 アップグレードする：カスタム検索エンジンを、広告のない Google Site Search にアップグレー

ドします。 

 統計：サイト検索レポートを確認します。 

 削除する：カスタム検索エンジンを削除します。 

 Google AdSense プログラムに参加するには： 

1. ［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイン］タブに進み、［Google Services 
for Websites］リンクをクリックします。 

2. ［Google AdSense］をクリックします。 

3. ［Google AdSense］アカウントをクリックします。 

4. 必要事項を入力して新しいAdSenseアカウントを作成するか、既存のアカウ

ントを選択して［OK］をクリックします。 

今後の手順を説明する確認メールが送信されます。 
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ドメイン下で個人ウェブページをホスティングする 

専用のドメイン名を必要としないユーザの個人用ウェブページを、貴社のウェブサーバでホスティン

グできます。このような個人用ページのウェブアドレスは「http://your-domain.com/~username」のよ

うになります。 

 ドメイン下で個人用ウェブページをホスティングし、公開用の FTP ア
カウントをセットアップするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ウ

ェブユーザ］に進みます。 

3. ［設定］をクリックします。 

4. 個人用ウェブページに埋め込まれたスクリプトを実行できるようにするには、

［ウェブユーザにスクリプトの使用を許可する］チェックボックスをオンにし

ます。 

5. ［OK］をクリックします。 

ステップ 4 で定義した設定は、貴社のウェブサーバでホスティングするすべての個人用ウェブペー

ジで共通となります。従って、今後新しいウェブユーザアカウントをセットアップする際に、ステ

ップ 3 ～ 5 を実行する必要はありません。 

6. ［新しいウェブユーザを追加する］をクリックします。 

7. FTPを使用してウェブスペースにアクセスし、ウェブページを公開する時に

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

はアルファベット文字にします。空白は使用できません。パスワードには引用符、空白、ユーザの

ログイン名を使用できず、長さは 5～14 文字と決められています。 

8. このウェブページコンテンツで使用できるディスク容量を制限する場合、

［ハードディスククォータ］ボックスに、必要な値をメガバイト単位で入力し

ます。 

指定した制限値を超えると、ウェブページの所有者はウェブスペースにファイルを追加できなくな

ります。 

9. ウェブ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、ウェブページを PHP で記述する場合、［PHP 対応］チェックボックスをオンにします。 
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10. Windowsベースのホスティングアカウントを使用しており、この個人用ウェ

ブページのアプリケーションでhttpdocsディレクトリのルートにあるファ

イルベースのデータベース（Jetなど）を使用する必要がある場合は、［追加

の書込/変更パーミッション］オプションを選択してください。このオプション

を選択すると、ウェブサイトのセキュリティが著しく低下する恐れがありま

す。 

11. ［OK］をクリックします。 

これで FTP アカウントのクレデンシャルをユーザに伝え、このユーザが自分のウェブページを公開で

きるようになります。 

 ウェブページ所有者の FTP パスワードを変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［ウェブユーザ］に進みます。 

2. 必要なユーザ名をクリックします。 

3. ［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。 

4. ［OK］をクリックします。 

 ウェブページ所有者へのディスク容量割り当てを増やすには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［ウェブユーザ］に進みます。 

2. 必要なユーザ名をクリックします。 

3. ［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。 

4. ［OK］をクリックします。 

 ウェブページ所有者のアカウントをウェブページごと削除するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［ウェブユーザ］に進みます。 

2. 削除するユーザアカウントのチェックボックスをオンにして、［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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ウェブサイトへの接続の帯域幅と数を制限する 

帯域幅の過剰な使用を回避し、サイトを DoS 攻撃から防御するために、サイトの帯域幅使用率と同時

接続可能数を制限することができます。 

 サイトへの帯域幅使用率と接続数を制限するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［帯

域幅制限］に進みます。 

3. ［帯域幅制限をスイッチオンする］チェックボックスをオンにします。 

4. ［帯域幅使用率の上限（KB/s）］ボックスに、キロバイト単位で 大転送速度

を指定します。 

5. ［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。 

6. ［接続数の上限］ボックスに、サイトへの同時接続数の上限を指定します。 

7. ［OK］をクリックします。 
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Microsoft Frontpage ウェブサイトを使用する（Windows） 

Microsoft FrontPage は、ディスクベースとサーバベースという 2 種類のウェブサイトに対応していま

す。ディスクベースのウェブサイトの場合、ローカルハードディスク上で FrontPage ウェブサイトを

作成してからウェブサーバに公開します。サーバベースのウェブサイトの場合、ウェブサーバ上でウ

ェブサイトを直接作成して作業するため、改めて公開手続きを行う必要はありません。ここでは、デ

ィスクベースのウェブサイトを公開する手順のみ説明します。 

ディスクベースのウェブサイトは、FTP または HTTP 経由で公開できます。ホスティングサーバで

FrontPage Server Extensions を実行している場合、HTTP 経由でサイトを公開します。例えば、

http://your-domain.com/MyWebSite のようなアドレスになります。ホスティングサーバが FTP をサポ

ートしていれば、FTP ロケーションでサイトを公開することになります。例えば、

ftp://ftp.your-domain.com/myFolder のようなアドレスになります。 

公開後、FrontPage Server Extensions を使用して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： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［高度なオペレーション］グループで［FrontPage］をクリックします。 

4. 以下のいずれかを行います。 

 HTTP 接続経由でサイトを管理する場合、［Frontpage Webadmin］をクリックします。 

 セキュア SSL 接続経由でサイトを管理する場合、サイトに対して SSL サポートが有効になっ

ていれば、［Frontpage SSL Webadmin］をクリックします。 

5. FrontPage管理者のユーザ名とパスワードを入力し、［OK］をクリックしま

す。 

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 のウェブサイトを参照してください。 

Panel では、次の FrontPage 設定を変更可能です。 

 Microsoft FrontPage IIS Index Server を使用してウェブサイトのフルテキストインデックスを

構築する。 

 SMTP メールサーバおよび送信者のメールアドレス。これらのオプションは、サイトからメー

ルで情報を送信する FrontPage フォームを使用する場合に適用されます。デフォルトでは、ド

メインのDNSゾーンに指定されたSMTPサーバがメール送信に使用されます。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。 
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 これらのいずれかの設定を変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［FrontPage］>［設定］に進みます。 

2. 必要な変更を行い、［OK］をクリックします。 

 

このセクションの内容: 

FrontPage ウェブサイトを公開する ..................................................................................... 625 
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FrontPage ウェブサイトを公開する 

 FTP 経由でファイルを公開するには： 

1. FrontPageプログラムを開きます。 

2. FrontPageのウェブサイトを開きます。［ファイル］メニューで［サイトを開

く］アイテムを選択します。 

3. ［リモートWebサイト］ビューに進みます。［Webサイト］タブをクリックして

から、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. リモートウェブサイトのプロパティをセットアップします。 

 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。 

 リモートウェブサーバとして［FTP］を選択します。 

 ［リモート Web サイトの場所］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］ボックスに、ホスティング事業者から指定された FTP ディレクトリを入

力します。指定されていない場合は、空欄にしておいてください。 

 コンピュータまたはネットワークがファイアウォールで防御されている場合、［パッシブ FTP
を使用する］チェックボックスをオンにします。 

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、ローカルサイトと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。  

 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： 

1. FrontPageプログラムを開きます。 

2. FrontPageのウェブサイトを開きます。［ファイル］メニューで［サイトを開

く］アイテムを選択します。 

3. ［リモートWebサイト］ビューに進みます。［Webサイト］タブをクリックして

から、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サイト］タブの［リモートWebサーバーの種類］で、FrontPageまた

はSharePoint Servicesをクリックします。 
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6. ［リモートWebサイトの場所］ボックスで、フォルダやファイルの公開先リモ

ートウェブ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入力する

か（http://www.your-domain.comなど）、［参照］をクリックしてサイトを探

します。 

7. 以下のいずれかを実行します。 

 SSL を使用して安全な通信チャネルを確立し、機密情報を盗難から防御するには、［暗号化接

続の要求（SSL）］をクリックします。ウェブサーバ上で SSL 接続を行うには、公認認証局が

発行したセキュリティ証明書をサーバに設定する必要があります。サーバが SSL をサポートし

ていない場合、このチェックボックスをオフにします。オンのままにすると、フォルダやファ

イルをリモートウェブサイトに公開できません。 

 ウェブページ公開時に特定のタイプのコードを削除するには、［HTML の 適化］タブで希望

のオプションを選択します。 

 公開のデフォルトオプションを変更するには、［公開］タブ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、ローカルサイトと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。 
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FrontPage アカウントを追加する 

ウェブサイトコンテンツで他のユーザとコラボレーションするためにMicrosoft FrontPageを使用する

には、追加の Microsoft FrontPage アカウントを作成する必要があります。 

 追加の Microsoft FrontPage アカウントを作成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［高度なオペレーション］グループで［FrontPage］をクリックします。 

4. ［新しいFrontPageアカウントを追加する］をクリックします。 

5. 以下を指定します。 

 アカウントのユーザ名とパスワード。 

 ディスク容量の上限。このアカウントで使用できるディスク容量を制限するには［無制限］チ

ェックボックスをオフにして［ハードディスククォータ］ボックスに上限をメガバイト単位で

入力します。 

指定した上限に到達すると、ユーザはウェブスペースにファイルをそれ以上アップロードでき

なくなります。 

6. ［OK］をクリックします。 

 追加の Microsoft FrontPage アカウント設定を変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［FrontPage］に進みます。 

2. 一覧から必要なアカウント名をクリックします。 

3. 必要に応じて設定を調整し、［OK］をクリックして変更を保存します。 

 追加の Microsoft FrontPage アカウントを削除するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［FrontPage］に進みます。 

2. 削除するアカウントのチェックボックスをオンにします。 

3. ［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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仮想ディレクトリを使用する（Windows） 

仮想ディレクトリとは、サーバのハードディスク上にあ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 構成、アクセスパーミッション、パスワード保護などの様々

な設定があります。 

各仮想ディレクトリはカスタマイズ ASP.NET 構成などの設定を独自に持つことができるため、仮想デ

ィレクトリは、ASP.NET で記述されたウェブアプリケーションをセットアップする際などに非常に便

利です。例えば、ASP.NET バージョン 1.1 を使用しているウェブアプリケーションが 3 つあり、

ASP.NET バージョン 2.0 を使用しているウェブアプリケーションを 1 つインストールする必要がある

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、このディレクトリ用の

ASP.NET 設定を構成してバージョン 2.0 に対応させ、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。 

仮想ディレクトリをエイリアスとして使用することもできます。例えば、物理ディレクトリ 
/my_data/web_apps/forum のドメイン「example.com」にウェブアプリケーションがインストー

ルされているとします。このウェブアプリケーションにアクセスするためには、ユーザは

「example.com/my_data/web_apps/forum」と入力する必要がありますが、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」と関連付けます。 ウェブアプリケーションに

アクセスしたいユーザは「example.com/forum」と入力するだけでウェブアプリケーションを利用

できます。 これは短いため覚えるのも簡単です。 
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仮想ディレクトリを作成する 

 仮想ディレクトリを作成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。ここがウェブサイトのルートになります。 

3. 新しい仮想ディレクトリを作成するディレクトリに進みます。 

4. ［仮想ディレクトリを作成する］をクリックします。 

注：仮想ディレクトリの代わりに物理ディレクトリを作成する場合は、［ディレクトリを作成する］

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。 

5. 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名の物理ディレクトリを作成する］チェックボックスをオンにす

ると、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場合は、［仮想ディレクトリと同名の物理ディレクト

リを作成する］チェックボックスをオフにしてフィールドにパスを指定してください。 

 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オンにすると、読み取りまたは書き

込みパーミッションが設定されているユーザはソースコードにアクセスできます。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。 

 読み取りパーミッション：このチェックボックスをオンにすると、ユーザはファイルまたはデ

ィレクトリ、および関連するプロパティを読み取ることができます。 

 書き込みパーミッション：このチェックボックスをオンにすると、ユーザはファイルおよび関

連プロパティを仮想ディレクトリにアップロードしたり、書き込み可能なファイルのコンテン

ツを変更することができます。書き込みパーミッションは、HTTP 1.1 プロトコルの PUT 機能

がサポートされているブラウザのみで有効です。 

 ディレクトリの参照：このチェックボックスをオンにすると、ユーザは仮想ディレクトリのフ

ァイルとサブディレクトリのハイパーテキストリストを参照できます。 

 訪問をログに保存する：このチェックボックスをオンにすると、仮想ディレクトリへの訪問者

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オンにすると、ディレクトリが IIS アプリ

ケーションになります。当該ディレクトリはウェブサイトの他の部分から論理的に独立します。 

 実行パーミッション：仮想ディレクトリで許可されるプログラムの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へのアクセスのみを許可します。 

 スクリプトのみ：スクリプトの実行のみを許可します。その他の実行可能ファイルを実行

することはできません。 
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 スクリプトと実行可能ファイル：制限がすべて解除され、すべてのファイルタイプを実行

できます。 

 ASP 設定：ASP ベースのウェブアプリケーションに固有の設定を行います。 

 使用している ASP ベースのウェブアプリケーションが、IIS で設定しているデータ転送制

限では正常に動作しない場合、変更したいフィールドの横の［親ディレクトリの定義を使

用］チェックボックスをクリアして、必要な数値を入力してください。 

 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、［親ディレクトリの定義

を使用］チェックボックスをクリアして［ASP サーバサイドスクリプトのデバッグを有効

にする］チェックボックスをオンにします。 

 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

の定義を使用］チェックボックスをクリアして［ASP クライアントサイドスクリプトのデ

バッグを有効にする］チェックボックスをオンにします。 

root 仮想ディレクトリの ASP 設定を変更する場合、デフォルトのチェックボックスは［親ディ

レクトリの定義を使用］ではなく［IIS の定義を使用］であることに注意してください。 

6. ［OK］をクリックします。 

  

 仮想ディレクトリを削除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. 削除したいディレクトリのチェックボックスをオンにします。 

4. ［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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仮想ディレクトリの ASP.NET設定 

 仮想ディレクトリの ASP.NET 設定を構成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. 必要なディレクトリを検索し、名前のリンクをクリックします。 

4. ［ASP.NET設定］をクリックします。 

5. 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

タを決める文字列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。サンプルを削除し、独自の文字列に変更することができます。 

 文字列を追加するには、［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、横にある  をクリックします。 

 文字列を削除するには、横にある  をクリックします。 

6. 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］メニューで適切な

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が有効になります。 

 オフ：カスタムエラーメッセージが無効になり、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］モードを選択していなければ適用されます）を追

加するには、［ステータスコード］および［リダイレクト 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：エラーページにリダイレクトされる HTTP ステータスコードを定義し

ます。 

 リダイレクト URL：エラーに関する情報をクライアントに提供するエラーページのアドレ

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、既存のコードに対して 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、横にある  をクリックします。 
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7. ［コンパイルおよびデバッグ］フィールドで、コンパイル設定を構成します。 

 動的コンパイルファイルのデフォルトとして使用するプログラミング言語を決定するには、

［ウェブページのデフォルト言語］メニュー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

クリアしておきます。 

 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、ソースコードの一部にエラーがあると、診断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時に使用して、本稼働段階では無効にす

ることをお勧めします。 

8. ［グローバリゼーション設定］セクションで、ASP.NETアプリケーションのエ

ンコーディング設定を構成します。 

 すべての受信リクエストに適用するエンコーディングを設定するには、［リクエストのエンコ

ーディング］フィールドにエンコーディングの値を入力します（デフォルトは「utf-8」です）。 

 すべてのレスポンスに適用するエンコーディングを設定するには、エンコーディング値を［レ

スポンスのエンコーディング］フィールドに入力します（デフォルトは「utf-8」です）。 

 .aspx、.asmx、.asax ファイルの解析にデフォルトで使用するエンコーディングを設定する

には、エンコーディング値を［ファイルのエンコーディング］フィールドに入力します（デフ

ォルトは「Windows-1252」です）。 

 受信するウェブリクエストに対してデフォルトで使用するカルチャーを設定するには、［カル

チャー］リストから適切なアイテムを選択します。 

 ロケールに依存するリソースの検索時にデフォルトで使用するカルチャーを設定するには、［UI
カルチャー］リストで適切なアイテムを選択します。 

9. 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］フィールドに設定します。 

CAS 信用レベルとは、アプリケーションの実行を割り当て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できるサーバリソースを定義します。 

重要： アセンブリに割り当てられた信用レベルが低すぎると、アセンブリは正しく機能しません。

パーミッションレベルの詳細については 
http://msdn.microsoft.com/library/jp-jp/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_01
0を参照してください。 

10. ASP.NET 1.1.xを使用している場合は、［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できます。ウェブサイトで検証ウェブ

コントロールを使用している場合は、スクリプトライブラリ設定を指定する

必要があります。 

 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指定してくださ

い。これを行うには、［Microsoft スクリプトライブラリへのパス］フィールドに、スラッシュ

に続けてドメインのルートディレクトリから始まるパスを入力するか、［Microsoft スクリプト

ライブラリへのパス］フィールドの横にあるフォルダアイコンをクリックして必要なロケーシ

ョンを選択します。 
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 スクリプトを含むファイルを特定のロケーションに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オンにします。既存のファイルは上書きされます。 

11. クライアントセッションパラメータを［セッション設定］フィールドに設定し

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］リストで

適切なアイテムを選択します。IIS 認証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。 

 許可されるセッションアイドル時間をセットアップするには、［セッションタイムアウト］フ

ィールドに適切な値を分単位で入力してください。 

12. ［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。 
 

仮想ディレクトリ用の PHPを構成する 

PHP4 または PHP5 が必要なウェブアプリケーションを使用するには、個別の仮想ディレクトリに対

して必要な PHP バージョンを選択できます。 

 仮想ディレクトリの PHP バージョンを選択するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. 必要なディレクトリを検索し、名前のリンクをクリックします。 

4. ［ツール］グループで［PHP設定］をクリックします。 

5. 必要なPHPバージョンを選択し、［OK］をクリックします。 
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仮想ディレクトリへのアクセスをセットアップする 

 仮想ディレクトリのアクセス権限を設定するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. 現在の仮想ディレクトリにアクセス権限を設定するには、［ツール］グループ

で［ディレクトリアクセスパーミッション］をクリックします。現在のディレ

クトリの下にあるサブディレクトリにパーミッションを設定するには、  
アイコンをクリックします。 

4. 以下を実行してください。 

 親フォルダから当該ファイル/フォルダにパーミッションを継承させるには、［親フォルダから

このオブジェクト（およびすべての子オブジェクト）へのパーミッション継承を許可する。こ

こで明示的に定義したエントリを含める。］チェックボックスをオンにします。 

 このフォルダに含まれるファイルとフォルダに、定義したフォルダパーミッションを継承させ

るには、［すべての子オブジェクトのパーミッションエントリを、ここに表示されるエントリ

に置き換える］チェックボックスをオンにします。 

 グループまたはユーザのパーミッションを変更または削除するには、パーミッションの名前を

［グループまたはユーザ名］リストでクリックします。該当するグループまたはユーザが［グ

ループまたはユーザ名］リストに存在しない場合は、リストの上にあるメニューで必要なユー

ザまたはグループ名を選択し、  をクリックします。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。 

選択したユーザ/グループのパーミッションを許可または却下するには、［次のユーザ/グルー

プのパーミッション：<ユーザ/グループ名>］にリストされたパーミッションに対して［許可］

または［却下］チェックボックスをオンにします。［許可］または［却下］列でチェックボッ

クスがグレー表示されている場合、このパーミッションは親フォルダから継承されたものです。 

 親フォルダから継承されたパーミッションを却下するには、［却下］列のチェックボックスを

オンにします。これにより、このファイルまたはフォルダに継承されたパーミッションは上書

きされます。 

 親フォルダから「拒否」として継承されたパーミッションを「許可」に設定するには、［親フ

ォルダからこのオブジェクト（およびすべての子オブジェクト）へのパーミッション継承を許

可する。ここで明示的に定義したエントリを含める。］チェックボックスをクリアします。こ

れにより、継承されたパーミッションが削除されます。次に、必要に応じて［許可］および［却

下］列でチェックボックスをオンにします。 

 グループまたはユーザからアクセスパーミッションを削除するには、［グループまたはユーザ

名］リストで必要な名前を選択し、横にある  アイコンをクリックします。 

5. パーミッションを詳細に設定する必要がある場合は、［拡張］ボタンをクリッ

クして以下の作業を行ってください。 
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 グループまたはユーザのパーミッションエントリを作成するには、該当する名前を［グループ

またはユーザ名］リストで選択して  をクリックします。 

 グループまたはユーザにファイル/フォルダパーミッションを設定または変更するには、［グル

ープまたはユーザ名］リストで名前を選択し、［次のユーザ/グループのパーミッション：<ユ
ーザ/グループ名>］にリストされたパーミッションに対して［許可］または［却下］チェック

ボックスをオンにします。 

 グループまたはユーザのパーミッションエントリを削除するには、［グループまたはユーザ名］

リストで名前を選択して  をクリックします。 

 ［次のユーザ/グループのパーミッション：<ユーザ/グループ名>］で定義したパーミッションが

フォルダの子オブジェクトに継承されるようにするには、［すべての子オブジェクトのパーミ

ッションエントリを、子オブジェクトに適用されるここに示すエントリに置き換える］チェッ

クボックスをオンにして、［適用先］リストでパーミッション継承先オブジェクトのチェック

ボックスをオンにします。 

6. ［OK］をクリックします。 

 

 仮想ディレクトリ内のファイルとディレクトリへのアクセスを制限す
るには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［仮想ディレクトリ］に進みます。 

3. 保護したいディレクトリに進み、［保護］タブをクリックします。 

4. ［保護］をクリックします。 

5. ディレクトリにアクセスできるユーザを指定するには、［ユーザを追加する］

をクリックし、ユーザ名とパスワードを指定して、［OK］をクリックします。 

6. ユーザがディレクトリにアクセスしようとすると表示される、保護エリアの

タイトルを指定するには、［設定］をクリックし、タイトルを指定して［OK］
をクリックします。 

 ユーザがディレクトリにアクセスする際のパーミッションを無効にす
るには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［仮想ディレクトリ］ > ［保護］タブに進

みます。 

2. ユーザ名に対応するチェックボックスを選択し、［削除する］をクリックしま

す。 
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 ディレクトリの保護を解除し、一般ユーザがディレクトリコンテンツ
を無制限に参照できるようにするには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［仮想ディレクトリ］ > ［保護］タブに進

みます。 

2. ［保護を解除する］をクリックします。 

3. ［OK］をクリックして削除を確認します。 
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仮想ディレクトリ設定を変更する 

 仮想ディレクトリの設定を変更するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. プリファレンスを変更するディレクトリを開いて  をクリックするか、当

該ディレクトリ内で［ディレクトリプロパティ］をクリックします。 

4. 必要に応じて、設定を変更してください。 

 名前：仮想ディレクトリ名を指定します。 

 パス：仮想ディレクトリと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オンにすると、読み取りまたは書き

込みパーミッションが設定されているユーザはソースコードにアクセスできます。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。 

 読み取りパーミッション：このチェックボックスをオンにすると、ユーザはファイルまたはデ

ィレクトリ、および関連するプロパティを読み取ることができます。 

 書き込みパーミッション：このチェックボックスをオンにすると、ユーザはファイルおよび関

連プロパティを仮想ディレクトリにアップロードしたり、書き込み可能なファイルのコンテン

ツを変更することができます。書き込みパーミッションは、HTTP 1.1 プロトコルの PUT 機能

がサポートされているブラウザのみで有効です。 

 ディレクトリの参照：このチェックボックスをオンにすると、ユーザは仮想ディレクトリのフ

ァイルとサブディレクトリのハイパーテキストリストを参照できます。 

 訪問をログに保存する：このチェックボックスをオンにすると、仮想ディレクトリへの訪問者

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。当該ディレクトリはウェブサイトの他の部分から論理的に独立します。 

 実行パーミッション：仮想ディレクトリで許可されるプログラムの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へのアクセスのみを許可します。 

 スクリプトのみ：スクリプトの実行のみを許可します。その他の実行可能ファイルを実行

することはできません。 

 スクリプトと実行可能ファイル：制限がすべて解除され、すべてのファイルタイプを実行

できます。 
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 親パスの使用を許可する：このチェックボックスをオンにすると、現在のウェブディレクトリ

の 1 つ上のフォルダを、パス名にダブルピリオドを使用して表現できます。これによってユー

ザは、具体的な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できます。

このオプションを選択する場合、親パスディレクトリのプロパティで［実行パーミッション］

チェックボックスをオンにすることはできません。 これにより、親パスで許可されないプログ

ラムをアプリケーションで実行することはできなくなります。 

 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実行を許可する：このチ

ェックボックスをオンにすると、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。選択をクリアすると、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 では、各アプリケーションプールは専用のプロセ

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使用する：このチェックボックスをオンにすると、現在のウェブデ

ィレクトリでデフォルトドキュメントを使用することができます。デフォルトドキュメントと

は、ユーザがファイル名を指定せずにウェブ上のディレクトリにアクセスした場合に送信され

るドキュメントです（例えば、「http://www.parallels.com」にアクセスすると

「http://www.parallels.com/index.html」が表示されます）。このチェックボックスをオフにし

て、［ディレクトリの参照］チェックボックスをオンにすると、ウェブサーバがフォルダのリ

ストを返します。このチェックボックスをオフにして、［ディレクトリの参照］チェックボッ

クスもオフにすると、ウェブサーバは「アクセス禁止」のエラーメッセージを返します。 

 デフォルトドキュメントの検索順序：IIS がデフォルトドキュメントを検索する順序を指定しま

す。 初に検索されたファイルがユーザに提供されます。一致するドキュメントがない場合、

IIS はデフォルトコンテンツページが無効である場合と同じ結果を返します。 

 匿名アクセスを許可する：このチェックボックスをオンにすると、インターネットユーザは認

証なしでディレクトリにアクセスできます。 

 SSL が必要：このチェックボックスをオンにすると、SSL 暗号化された接続でしかフォルダに

アクセスできなくなります。 

 ASP 設定：ASP ベースのウェブアプリケーションに固有の設定を行います。 

 使用している ASP ベースのウェブアプリケーションが、IIS で設定しているデータ転送制

限では正常に動作しない場合、変更したいフィールドの横の［親ディレクトリの定義を使

用］チェックボックスをクリアして、必要な数値を入力してください。 

 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、［親ディレクトリの定義

を使用］チェックボックスをクリアして［ASP サーバサイドスクリプトのデバッグを有効

にする］チェックボックスをオンにします。 

 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

の定義を使用］チェックボックスをクリアして［ASP クライアントサイドスクリプトのデ

バッグを有効にする］チェックボックスをオンにします。 

root ディレクトリの ASP 設定を変更する場合、デフォルトのチェックボックスは［親ディ

レクトリの定義を使用］ではなく［IIS の定義を使用］であることに注意してください。 

5. ［OK］をクリックして変更を保存します。 
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MIMEタイプを追加および削除する 

MIME（Multipurpose Internet Mail Exchange）タイプは、サーバから受信するファイルをウェブブラウ

ザまたはメールアプリケーションがどのように処理するのかを決定します。例えば、ウェブブラウザ

は、サーバ上のアイテムを要求するときに、そのオブジェクトの MIME タイプも同時に要求します。

グラフィックなど一部の MIME タイプは、ブラウザ内で表示することができます。ワープロ文書など

その他のタイプを表示するには、外部のアプリケーションが必要になります。 

ウェブサーバは、クライアントのウェブブラウザにウェブページを提供するときに、データの MIME
タイプも同時に通知します。特定形式のファイルが添付または埋めこまれている場合、IIS はクライア

ントアプリケーションに対し、当該ファイルの MIME タイプについても通知します。この結果、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のように処理または表示すればよいのかを

判断できます。 

IIS は、登録されている MIME タイプのファイルしか処理できません。MIME タイプは、グローバル IIS
レベルでも、ウェブサイトまたは仮想ディレクトリレベルでも定義することができます。ウェブサイ

トのメインディレクトリまたは仮想ディレクトリレベルで定義された MIME タイプは、定義したエリ

アのみで使用されますが、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。このような継承が行われないと、登録されていない MIME タイプのファイル

に対する要求がウェブサーバに受信されたときに、ウェブサーバは 404.3（Not Found）エラーを返す

ことになってしまいます。 

 仮想ディレクトリに新規 MIME タイプを追加するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. 必要な仮想ディレクトリに進み、関連する名前のリンクをクリックします。 

4. ［MIMEタイプ］タブをクリックします。 

5. ［MIMEタイプの追加］をクリックします。 

6. 以下を指定します。 

 ファイルの拡張子を［拡張子］フィールドに入力します。ファイル拡張子の先頭はドット（.）
にします。 あるいは、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。 

 リストから適切な値を選択することも、新規コンテンツタイプを定義することもできます。新

規コンテンツタイプを定義するには［カスタム］を選択し、入力ボックスにコンテンツタイプ

を入力します。 

7. 作成を完了したら［OK］をクリックします。 
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 仮想ディレクトリの MIME タイプを編集するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. 必要な仮想ディレクトリに進み、関連する名前のリンクをクリックします。 

4. ［MIMEタイプ］タブを選択します。 

5. リストから必要なMIMEタイプを選択します。 

 ファイルの拡張子を［拡張子］フィールドに入力します。ファイル拡張子の先頭はドット（.）
にします。 あるいは、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。 

 リストから適切な値を選択することも、新規コンテンツタイプを定義することもできます。新

規コンテンツタイプを定義するには［カスタム］を選択し、入力ボックスにコンテンツタイプ

を入力します。 

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 MIME タイプを削除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［仮

想ディレクトリ］に進みます。 

3. 必要な仮想ディレクトリに進み、関連する名前のリンクをクリックします。 

4. ［MIMEタイプ］タブを選択します。 

5. 削除したいMIMEタイプに該当するチェックボックスをオンにします。 

6. ［削除］をクリックします。 

7. 削除を確認して［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をセットアップする（Windows） 

IIS アプリケーションプールには、サイトにインストールされたすべてのウェブアプリケーションが含

まれます。サービスプロバイダによりサイトに専用 IIS アプリケーションプールが付与されている場合、

自分のドメインで使用するウェブアプリケーションを、同じサーバ上でウェブサイトをホスティング

している別のホスティングユーザが使用しているウェブアプリケーションから分離することができま

す。各アプリケーションプールは独立して動作するため、あるアプリケーションプールでエラーが発

生しても、別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がありません。 

一度アプリケーションプールを有効にすると、ドメイン上のすべてのウェブアプリケーションで使用

されます。 

 ウェブサイト用の専用 IIS アプリケーションプールをスイッチオンす
るには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ウ

ェブサイト用の専用IISアプリケーションプール］に進みます。 

3. ［スイッチオン］をクリックします。 

4. このアプリケーションプールで使用できるCPUリソース量を制限するには、

［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オンにして［ 大

CPU使用率（%）］フィールドにパーセント値を入力します。 

5. ［OK］をクリックします。 

 アプリケーションプールで稼働しているアプリケーションをすべて停
止するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ウ

ェブサイト用の専用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内のアプリケーションをすべて起動するに
は： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ウ

ェブサイト用の専用IISアプリケーションプール］に進みます。 

2. ［起動］をクリックします。 

既知のメモリリークがあるか、長期的な使用により状態が不安定になったアプリケーションを実行し

ている場合は、アプリケーションを再起動した方がよい場合があります。 
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 アプリケーションプールで稼働しているアプリケーションをすべて再
起動するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ウ

ェブサイト用の専用IISアプリケーションプール］に進みます。 

2. ［リサイクル］をクリックします。 

 ウェブサイト用の専用 IIS アプリケーションプールをスイッチオフす
るには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ウ

ェブサイト用の専用IISアプリケーションプール］に進みます。 

2. ［スイッチオフ］をクリックします。 
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Web Deploy によるウェブパブリッシング（Windows） 

Web Deploy（ウェブデプロイメントツール）とは、ウェブサイトおよびウェブアプリケーションの移

行、管理、導入を簡素化するMicrosoft製のツールです。具体的には、Visual Studio®（IDE）やWebMatrix®
（開発ツール）などのローカル環境でコードを作成してから、Web Deploy を使用して本稼働サーバに

更新内容を定期的に発行します。 

Visual Studio® と WebMatrix® の違い 

アカウントにコードの更新内容をシームレスに発行できる環境を必要とするユーザにとって、Visual 
Studio® または WebMatrix® が主な選択肢となります。 

 Visual Studio® は、あらゆる規模の .NET アプリケーションやサイトを作成するための標準的な統

合開発環境（IDE）です。基本的な機能を拡張できる様々なプラグインが用意されています。ただ

し、Visual Studio® でアプリケーションを実行およびデバッグするためには、追加の構成を行う必

要があります（データベースおよび環境設定の準備など）。したがって、このツールは上級ユーザ

向けです。 

 一方、WebMatrix® は、アプリケーションテンプレートや作業用アプリケーション（WordPress、
Joomla）を設定なしで使用できます。リストからアプリケーションを選択するだけで、顧客アカ

ウントにアプリケーションを追加したり、アプリケーションを実行することができ、構成は

WebMatrix® によって透過的に行われます。さらに、WebMatrix® 内でプロジェクト用のホスティ

ングプランを簡単に探し、契約することができます。従って、このツールは初心者ユーザにも適し

ており、設定不要なアプリケーションやテンプレートを活用して迅速に開発を進めることができま

す。WebMatrix® のインストールおよび使用について詳しくは、

http://www.microsoft.com/web/webmatrix/ を参照してください。 

お好みでプロジェクトに適したツールを選択してください。 

Visual Studio® および WebMatrix® でウェブパブリッシングを構成する 

一般に、自分（自社）の環境でウェブパブリッシングをセットアップするには、公開の設定用画面で、

顧客アカウントの IP アドレスとコントロールパネルへのログイン用ユーザ名/パスワードを指定しま

す。 

WebMatrix® では、公開の設定は［ホーム］>［公開］で行います。これらの設定は、手動で指定する

ことも、XML ファイルで指定することもでき、Panel が自動的に生成します。特定のウェブサイト用

のファイルをダウンロードするには、［ウェブサイトとドメイン］>［高度なオペレーション］>［Web 
Deploy パブリッシングの設定］で、対応する［ダウンロード］リンクをクリックします。これらの設

定は、Web Deploy が Panel サーバにインストールされ、実行されている場合にのみ指定できます。こ

れらの設定が表示されない場合は、ホスティングプロバイダにご相談ください。 

WebMatrix® でのウェブパブリッシングのセットアップ方法について詳しくは、

http://www.microsoft.com/web/post/how-to-publish-a-web-application-using-webmatrix（英語）を参照

してください。 

Visual Studio® での発行設定について詳しくは、http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/7z83t16a.aspx
を参照してください。 

注： 顧客アカウントに更新内容をセキュア接続で送信したい場合は、発行設定の対応するオプション

を選択してください。ホスティングプロバイダが有効な SSL 証明書を所有していない場合は、発行を

試みるとエラーメッセージが表示されます。この問題を解決するには、ホスティングプロバイダに相

談するか、セキュア接続の使用を中止してください。 
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WebMatrix® パブリッシング設定をセキュリティ保護する 

WebMatrix® パブリッシング設定を保持する XML ファイルには、顧客アカウントのパスワードが含ま

れています。管理者には、Panel を構成して XML ファイルからこれらのパスワードを除外できるオプ

ションがあります。管理者がシステムのセキュリティを向上し、パスワード盗難を防止したい場合は、

XML ファイルからパスワードを除外するように指定できます。この場合、顧客が WebMatrix® にパス

ワードを直接入力する必要があります。オプションは［ツールと設定］>［サーバ設定］ページにあり

ます。 

Web Presence Builder でウェブサイトを

構築する 

Parallels Web Presence Builder（別名「エディタ」）は、小規模企業の事業主や個人がウェブサイト

を簡単に作成することを可能にするビジュアルエディタです。Web Presence Builder では、コードを

記述したりサーバを構成することなく、ブログやオンラインストアなどのウェブサイトをセットアッ

プすることができます。サイトを構成するコンテンツブロック（テキスト、画像ギャラリー、オンラ

インストア）をページ上にドラッグするだけでページにコンテンツブロックが追加され、これらのブ

ロックにコンテンツを追加したり、完成したページを公開することができます。これで完了です。 

ウェブサイトの作成を開始する 

ウェブサイトの作成を開始する際は、テキストの記述、画像の検索、サイトの外観の調整などを行う

必要はありません。ウェブサイトに も適したトピックを選択すると、Web Presence Builder によっ

て、選択したトピックに関連するページ、画像、テキストのセットが含まれるサイトテンプレートが

生成されます。Web Presence Builder は、ウェブサイトを生成するたびにエレメントデザインを無作

為に選んで使用するため、同じウェブサイトのデザインが繰り返し作成されることはありません。 

ユーザがトピックを選択すると、追加の情報の入力が求められ、これらの情報は Web Presence Builder
によってウェブサイトのページに追加されます。例えば、電話番号を入力すると、連絡先のページに

表示されます。 

ウェブサイトの作成を開始する手順について詳しくは、「ウェブサイトを作成する（648ページ）」の

セクションを参照してください。 

SiteBuilder 4.5 で作成したウェブサイトをインポートする 

SiteBuilder 4.5 で作成したウェブサイトが既に別の場所でホストされている場合、このウェブサイトを

新しい顧客アカウントにインポートすることができます。SiteBuilder 4.5 ウェブサイトを Web 
Presence Builderにインポートする方法は、「SiteBuilder 4.5からサイトをインポートする（649ページ）」

のセクションで確認してください。 

サイトにコンテンツを追加する 

Web Presence Builder でウェブサイトが作成されると、このウェブサイトにコンテンツを追加するこ

とができます。主に使用する編集ツールは、Web Presence Builder のメインメニューです。このメニ

ューで、以下の作業を実行できます。 

 サイトの構造を変更する： ページの追加または削除 
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 ウェブサイトデザインを編集する： 色およびレイアウトの変更 

 サイトにコンテンツを追加する： 不要な事前定義済みコンテンツの削除や、独自の要素の追加： 

 テキスト 

 画像および画像ギャラリー 

 動画 

 スクリプト 

 ブログ 

 検索ボックス 

 その他の要素 

 訪問者によるソーシャルメディア（Facebook、Twitter など）でのウェブサイト共有を可能にする： 
サイトのページにソーシャルメディアボタンを追加します。 

エディタで実行できる作業について詳しくは、「Web Presence Builder エディタに慣れる（646ページ）」

のセクションを参照してください。 

ウェブサイトの外観とコンテンツの管理について詳しくは、「ウェブサイトを編集する（651ページ）」

のセクションを参照してください。 

インターネット上にサイトを公開する 

ウェブサイトの編集が完了したら、インターネット上にウェブサイトを公開します。自社のドメイン

名で訪問者がサイトを閲覧できるようにするには、メインメニューで［公開］をクリックします。こ

のリンクをクリックすると、Web Presence Builder によって、ウェブサイトを構成する静的ページと

スクリプトが生成され、サーバ上の適切な場所に保存されます。これにより、ブラウザでドメイン名

を指定したユーザがウェブサイトを閲覧できるようになります。ウェブサイトの公開について詳しく

は、「ウェブサイトをインターネットに公開する（683ページ）」のセクションを参照してください。 

また、サイトのコピーを人気ソーシャルネットワークの Facebook に作成して、サイト訪問者を増や

すことができます。この方法は、「ウェブサイトコピーを Facebook に公開する（684ページ）」のセ

クションを参照してください。 
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Web Presence Builderに慣れる 
Web Presence Builder エディタのインターフェースには、ウェブサイトとメインメニューという 2 つ

のメインパートがあります。 

ウェブサイトは、多数のエレメントまたはモジュールから構成されます。各モジュールは、個別に編

集可能です。ここでは、ウェブサイトモジュール編集の基本原理を説明します。これらは、すべての

モジュールで類似しています。 

ページにモジュールを追加する際は、現在のページのみに表示するか（ページ固有のモジュール）、

サイトの全ページに表示するか（サイト共通モジュール）を選択することができます。ただし、検索、

広告、サイトロゴ、ナビゲーション、ブレッドクラムの各モジュールは例外となります。これらのモ

ジュールは、追加するとウェブサイトの全ページに表示されます。 

現在のページのみにモジュールを表示するには、［モジュール］タブの下でモジュールを選択し、「ペ

ージ固有のエリア」とマークされている任意のエリアにドラッグします。このようなエリアは、メイ

ンのコンテンツブロック内および各サイドバーの上部付近にあります。 

ウェブサイトのすべてのページにモジュールを表示するには、［モジュール］タブの下でモジュール

を選択し、「サイト共通エリア」というテキストでマークされた任意のエリアにドラッグします。こ

のようなエリアは、メインのコンテンツブロックの上と下、サイドバー内、ヘッダ、フッタにありま

す。 

ウェブサイトモジュールを配置または編集するには、ウェブサイト内の変更したい場所の上にカーソ

ルを動かします。モジュールの周囲に、点線のフレームが表示されます。モジュールの移動、編集、

または削除を確認するパネルが、このフレームの横に表示されます。 

ページ固有のモジュールの周囲にある点線フレームは緑色、サイト共通モジュールの点線フレームは

青色です。 

エディタのメインメニューでは、ウェブサイト編集オプションが次の 5 つのタブの下にまとめられて

います。 

 モジュール：ここでは、必要なモジュールを選択してページ内の任意の場所にドラッグすることに

よって、ウェブサイトにコンテンツを追加できます。 

 デザイン：ここでは、ウェブサイトのレイアウトと一般的なカラースキームの選択、各種要素の色

変更、フォントや境界スタイルの選択などが可能です。 

 ページ：ここでは、ページの追加や削除、名前変更、ページのメタ情報（検索エンジンに利用され

る説明やキーワードなど）の編集、ページの非表示化（訪問者がサイトメニューからアクセスでき

なくなる）などが可能です。 

 ドキュメント：ここでは、ドキュメント、画像、その他のファイルを各種フォーマットでホスティ

ングアカウントにアップロードできます。アップロードした後は、これらのドキュメントへのリン

クをウェブサイト内のページに簡単に挿入できます。あるいは、社内で使用するために、ホスティ

ングアカウントにファイルを保存しておくことも可能です。 

 設定：検索エンジンに使用されるウェブサイト名、説明、およびキーワードの編集、サイトアイコ

ン（ファビコン）のアップロード、検索エンジンの検索結果におけるウェブサイトランキングの

適化、Google Analytics へのサイトの登録、Facebook ページへのサイトコピーの追加を実行でき

ます。 

メインメニューでは、以下の作業も実行できます。 
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 ダッシュボードにアクセスして以下の作業を行います。 

 ウェブサイトの訪問統計を参照する。統計情報は Google Analytics から提供されます。 

 ウェブサイトのページに訪問者が残した新しいコメントを参照する。コメント機能は Disqus
から提供されます。 

 オンラインストアを訪問した顧客からの新しい注文を参照する。オンラインストア機能は

Ecwid から提供されます。 

 ［保存］または［元に戻す］オプションを使用して、ウェブサイトのコピーを保存または読み込む

ことができます。 

 Web Presence Builder ビデオチュートリアルにアクセス、ユーザガイドを閲覧、またはフィードバッ

クを送る。［ヘルプ］メニューから、該当するオプションを選択します。 

 ［公開］ボタンを使用してウェブサイトを公開する。 

 ［その他］>［やり直す］で、サイトに加えた変更を取り消し、サイトを新たに作成する。この操

作を行っても、既に公開済みのサイトコピーは削除されません。 

 ［その他］>［サイトを削除する］を選択して、現在のウェブサイトのドラフトをエディタから削

除する。この操作を行っても、既に公開済みのサイトコピーは削除されません。 

必要に応じてメインメニューをページ内の任意の場所にドラッグしたり、 小化することができます。 

また、ページ内の任意の場所でコンテキストメニューを使用して、メインメニューのすべてのオプシ

ョンにアクセスすることができます。コンテキストメニューは、右クリックで表示されます。 
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ウェブサイトを作成する 
ウェブサイトの作成を簡素化するために、Web Presence Builder には事前定義されたウェブサイトト

ピックのセットが用意されています。ウェブサイトの作成を開始して、 適なトピックを選択すると、

Web Presence Builder によって、このトピックに関連するコンテンツ付きでウェブサイトが生成され

ます。例えば小売店のウェブサイトには価格表テンプレートが、アーチストのサイトには画像ギャラ

リーが含まれます。 適なトピックが見当たらない場合は、サービスプロバイダに、テンプレートを

作成してトピックのリストに加えるように依頼することができます。 

また、ウェブサイトの作成を開始すると、Web Presence Builder から、必要な情報を入力するように

指示されます。Web Presence Builder は、この情報を必要に応じて特定のページ（例えば会社情報ペ

ージやお問い合わせページ）に自動的に追加します。 

注記： Web Presence Builder は、顧客のウェブサイトページ以外の場所で、これらの情報を保存また

は使用しません。この情報は、後で変更または削除することができます。 

 Web Presence Builder でウェブサイトの作成を開始するには： 

1. 該当するリンクをクリックしてWeb Presence Builderを起動します。 

 契約にドメイン名が 1 つだけ存在する場合は、［ホーム］タブまたは［ウェブサイトとドメイ

ン］タブで［Web Presence Builder を起動する］をクリックします。 

 複数のドメイン名がある場合、利用可能なドメイン名のリストで、該当する［Web Presence 
Builder で編集する］リンクをクリックしてください。 

2. ウェブサイトのトピックを選択します。 

3. ウェブサイト名を入力して、ウェブサイトの言語を選択します。 

4. ウェブサイトに含めたい情報を入力します。 

5. ［送信してサイトを作成］をクリックします。 
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SiteBuilder 4.5からサイトをインポートする 
SiteBuilder 4.5 で作成したサイトを、Web Presence Builder にインポートすることができます。 

注： 4.5 より古いバージョンの SiteBuilder や別のコンテンツ管理システムからのサイトのインポート

はサポートされません。 

バージョン 4.4 以前の SiteBuilder で作成したサイトを移管するには、以下の手順に従ってください。 

 ホスティングプロバイダに対し、アカウントを 新バージョンの Web Presence Builder にアップ

グレードするよう依頼します。 

 コンテンツのコピー＆ペーストによって、サイトを手動で移管します。 

サイトのインポートを行うと、サイトの構造およびコンテンツの大部分は正常に移管されますが、す

べてのコンテンツが移管されることは保証されません。 

以下の要素は、ほとんどの場合正常にインポートされます。 

 サイトマップ 

 静的ページ（テキストモジュール内のリンクや画像を含む）。30 KB を超えるテキストブロックは、

一部のテキストが削除される可能性があります。 

 バナー（カスタム画像ではない場合） 

 スローガン、サイトタイトル 

 ロゴ（カスタム画像ではない場合） 

 フッタのテキスト 

 メタ情報（キーワード、説明） 

これら以外のモジュールは、静的コンテンツ、リンク、画像を含むテキストウィジェットとしてのみ

インポート可能です。ボタンは機能しません。画像ギャラリーの構造は、画像なしでインポート可能

です。 

 SiteBuilder 4.5 からサイトをインポートするには： 

1. Web Presence Builderエディタを開き、トピック選択画面で［SiteBuilder 4.5か
らサイトをインポート］をクリックします。 

2. インポートするサイトのインターネットアドレス（ドメイン名）を入力しま

す。例えば「http://example.com」のように入力します。 

3. チェックボックスをオンにして、インポートで発生する可能性がある問題に

ついて同意して［サイトをインポート］をクリックします。 

4. サイトをインポートしてから、必要に応じてレビューおよび編集（651ペー

ジ）します。インポートされたサイトバージョンをオリジナルサイトと比較

し、不足している情報を手動で追加できます。 

5. 編集が終了したら、顧客アカウントでサイトを公開します（683ページ）。 
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SiteBuilder 4.5 で作成したサイトをホストしているウェブスペースで新しいサイトを公開すると、古い

方のサイトが上書きされます。 
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ウェブサイトを編集する 
Web Presence Builder では、ウェブサイトのほとんどの要素を変更することができます。大部分の要

素は、実際に使用する場所で変更することができます。つまり、使用するページで要素を編集した後

で、変更結果をすぐに確認することが可能です。サイト全体で共通の要素（検索ブロックや広告ブロ

ック）は、一箇所で変更するとすべてのページに変更が適用されます。 

注記： Internet Explorer を使用している場合、ブラウザの拡大機能を使用してブラウザウィンドウに

表示されるテキストをサイズ変更しないでください。Web Presence Builder で作成されるウェブサイ

トの機能と外観は、標準の拡大率（100%）に合わせて 適化されています。 
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ページを追加および削除する 

サイトには、2 レベルのページ階層を設定できます。 

 ウェブサイトに新しいページを追加するには： 

1. [ページ] タブに進みます。 

2. ［ページを追加するをクリックします。新しいページが、緑色にハイライト

されて表示されます。 

3. 新しいページを適切な場所にドラッグするか、矢印を使用して配置します。 

4. ページのタイトルを指定します。 

5. 検索エンジンの結果ページに表示されるページコンテンツの概要と、検索エ

ンジンでページの検索に使用される可能性があるキーワードを指定します。 

注： ［ページ名］と［ページリンク名］は入力必須フィールドです。［説明］と［キーワード］

はオプションフィールドです。1 ページに複数のキーワードを指定する場合は、スペースを使用せ

ずにコンマでキーワードを区切ります。 

6. ウェブサイトの訪問者に対してページを表示しない場合、［ページを表示しな

い］チェックボックスをオンにします。 

7. パスワード認証でページへのアクセスに制限を加えるには、［ページを保護す

る］チェックボックスをオンにして、ユーザ名とパスワードを指定します。 

8. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 ページの場所またはプロパティを変更するには：  

1. [ページ]タブを開きます。 

2. 編集するページを選択します。 

3. ページを適切な場所にドラッグするか矢印を使用してページを配置します。 

4. ページのタイトルを編集します。 

5. 検索エンジンの結果ページに表示されるページコンテンツの概要と、検索エ

ンジンでページの検索に使用される可能性があるキーワードを編集または削

除します。 

注： ［ページ名］と［ページリンク名］は入力必須フィールドです。［説明］と［キーワード］

はオプションフィールドです。1 ページに複数のキーワードを指定する場合は、スペースを使用せ

ずにコンマでキーワードを区切ります。 

6. ウェブサイトの訪問者に対してページを表示しない場合、［ページを表示しな

い］チェックボックスをオンにします。 
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7. パスワード認証でページへのアクセスに制限を加えるには、［ページを保護す

る］チェックボックスをオンにして、ユーザ名とパスワードを指定します。 

8. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 ウェブサイトからページを削除するには： 

1. [ページ]タブを開きます。 

2. 削除するページを選択します。 

3. ［ページを削除する］をクリックします。 

4. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 
 

ナビゲーションリンクを追加および削除する 

デフォルトで、サイトページへのリンク付きの水平ナビゲーションバーはサイトのヘッダの下または

上に挿入されます。サイトにページを追加、サイトでページを変更または移動、サイトからページを

削除すると、自動的に更新されます。 

サイトでサイドバーを使用する場合、ヘッダの下の水平バーには第 1 階層のページへのリンクのみが

含まれ、第 2 階層と第 3 階層のリンクはサイドバーに表示されます。 

ナビゲーションブロックは、サイト内の他のエリアにドラッグして移動することができます。 

それぞれのナビゲーションブロックに対して、メニューに含めるページ階層を指定したり、メニュー

の配列を変更したり（例： デフォルトの左揃えから中央揃えに変更）、リンクで使用するフォントの

色、スタイル、サイズを変更することができます。これらの任意の設定を変更するには、ナビゲーシ

ョンブロックの上にカーソルを置いて［編集］をクリックします。 

ナビゲーションブロックを削除した場合は、再び挿入することができます。これを行うには、［モジ

ュール］タブで［ナビゲーション］を選択し、ページ内の追加したい場所にブロックをドラッグしま

す。ナビゲーションブロックはウェブサイトのすべてのページに挿入されます。 

サイト訪問者のナビゲーションを向上するために、ブレッドクラムナビゲーションブロックを追加す

ることもできます。ブレッドクラムナビゲーションとは、サイトのメインページから現在のページま

でユーザが辿るパスを示すリンクです。ブレッドクラムナビゲーションブロックを追加するには、［モ

ジュール］タブで［ブレッドクラム］を選択し、ページ内の追加したいエリアにモジュールをドラッ

グします。ナビゲーションブロックはウェブサイトのすべてのページに挿入されます。 
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デザイン： レイアウト、スタイル、カラースキーム、ヘッ

ダ 

ここでは、サイトのレイアウト、カラースキーム、ヘッダ要素を変更する方法を説明します。 

 

このセクションの内容: 

ウェブサイトのレイアウトを変更する .................................................................................... 655 
ウェブサイトの色、フォント、および境界とコーナーのスタイルを選択する .............................. 657 
ウェブサイトのヘッダ要素を変更する .................................................................................. 659 
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ウェブサイトのレイアウトを変更する 

サイトのレイアウトは、以下の要素から構成されています。 

 ヘッダ：画面 上部のエリアであり、バナー画像や会社ロゴを配置します。ヘッダでは、以下の操

作を実行できます。 

 バナー画像とロゴをヘッダエリアからページ内の任意の場所に移動する。 

 ヘッダからすべての要素を削除して、ヘッダの高さを 25 ピクセルまで縮小する。 

 ヘッダの幅をデフォルトサイズから 100% に変更して、ページの幅に合わせて伸縮するように

する。 

 コンテンツエリア：ウェブページのメインエリアであり、大部分のコンテンツはここに配置されま

す。コンテンツエリアでは、以下の操作を実行できます。 

 コンテンツエリアの高さを調整する。 

 コンテンツエリアを複数カラムに分割する。新しいモジュールをコンテンツエリアの左端また

は右端にドラッグして挿入すると、これが可能になります。 

 コンテンツを左または右に移動して、コンテンツエリアのカラムの場所を変更する。 

 サイドバー：任意のモジュール（サイト共通またはページ固有）を配置するために使用できる垂直

カラムです。サイドバーでは、以下の操作を実行できます。 

 サイドバーを 1 つ追加して、コンテンツエリアの左または右に配置する。 

 サイドバーを 2 つ追加する。2 つのサイドバーは、コンテンツエリアの左と右に配置されます。 

 サイドバーの高さと幅を調整する。 

 サイドバーをページの上部に移動して、ヘッダエリアの左または右に配置する。 

 サイドバーの位置を入れ替える。 

 フッタ：画面 下部のエリアであり、一般に、会社名、連絡先、著作権表示などを記載します。フ

ッタでは、以下の操作を実行できます。 

 フッタからすべての要素を削除して、ヘッダの高さを 25 ピクセルまで縮小する。 

 フッタの幅をデフォルトサイズから 100% に変更して、ページの幅に合わせて伸縮するように

する。 

 サイトのレイアウトを変更するには： 

1. ［デザイン］タブで［レイアウト］タブを開きます。 

2. サイドバーの数を選択します。［サイドバー］の下で、なし、1、2のいずれか

を選択します。 

3. サイドバーの位置を選択します。 

 ウェブサイトの別サイドにサイドバーを移動するか、サイドバーの位置を入れ替える（サイト

内でサイドバーを 2 つ使用している場合）には、［サイドバーをスイッチ］をクリックします。 

 ページの上部にサイドバーを移動するには、レイアウトモデルでサイドバーをクリックします。 

4. ページ要素のサイズを設定する： 
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 ウェブサイトの合計幅を設定するには、［ウェブサイトの幅］の下で、以下のいずれかを選択

します。 

 固定レイアウト：ウェブサイトは、ページを表示するブラウザウィンドウのサイズを問わ

ず、固定サイズとなります。この場合、ウェブサイトの幅をピクセル単位で指定してくだ

さい。 

 可変レイアウト：現在のブラウザウィンドウのサイズに対する割合を指定します。この場

合、ブラウザウィンドウのサイズに対する割合をパーセントで指定してください。 

 ページの幅に合わせてヘッダエリアとフッタエリアの幅を変更するには、レイアウトモデルで

該当する要素をクリックしてください。 

 ［列の 小高（ピクセル）］で、メインコンテンツエリアと各サイドバー（使用する場合）の

高さを指定します。 

この値は、コンテンツなしでのウェブサイト要素の高さを示します。メインコンテンツエリア

とサイドバーにコンテンツを追加すると、コンテンツに合わせて高さが拡張します。 

 サイドバーとコンテンツエリアの高さを揃えるには、［サイドバーとコンテンツエリアをフッ

タまで拡大する］チェックボックスをオンにします。 

 サイドバーを 1 つまたは 2 つ使用する場合、［サイドバーの幅］で各サイドバーの幅を指定し

ます。メインコンテンツエリアのサイズは、自動的に決まります。 

 ［余白のサイズ（ピクセル）］で、縦横の余白のサイズを指定します。余白とは、隣り合う要

素の境界と境界の間のスペースです。 

5. ［OK］をクリックして変更を保存します。 
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ウェブサイトの色、フォント、および境界とコーナーのスタイルを

選択する 

ウェブサイトの一般的なカラースキームまたはスタイルセットは、4 色で構成されています。それぞれ

の色は複数のウェブサイト要素で共有されます。個々の要素の色は、［デザイン］タブ>［色］タブで

変更できます。 

 ウェブサイトの基本的なカラースキームを選択するには： 

1. ［デザイン］タブで［スキーム］タブを開きます。 

2. メニューで、ウェブサイトのカラースキームまたはスタイルセットを選択し

ます。 

ウェブサイトのカラースキームに使用される 4 色が表示されます。 

3. ウェブサイトのカラースキームのいずれかの色を変更するには、該当する色

フィールドをクリックし、16進の色コード値を変更するか、カラーピッカー

で色を選択します。 

注： これらの変更は、［色］タブで以前に変更した個々の要素の色より優先されます。 

4. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 個々のウェブサイト要素の色を選択する： 

1. ［デザイン］タブで［色］タブを開きます。 

2. メニューでウェブサイト要素を選択します。 

3. 要素の背景色を変更するには、背景色のフィールドをクリックし、16進の色

コード値を変更するか、カラーピッカーで色を選択します。 

4. グラデーションで塗りつぶすには、［グラデーション］オプションを選択し、

メニューからパターンを選択します。 

5. テキスト付きの要素のフォント色を変更するには、該当する色フィールドを

クリックし、16進の色コード値を変更するか、カラーピッカーで色を選択し

ます。 

注： ［スキーム］タブでスタイルセットを変更すると、［色］タブでの変更より優先されます。 

6. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 ウェブサイトのヘッダと本文のフォントを選択する： 

1. ［デザイン］タブで［フォント］タブを開きます。 

2. 各フォントタイプに対して、メニューでフォント名とサイズを選択します。 
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3. ヘッダに対して、フォントの書式を選択します。太字（Bアイコン）と斜体（I
アイコン）を選択できます。 

注： ここで行う設定は、ウェブサイトのフォントの基本的なルールのみを定義します。個々の要

素のフォントは、それぞれの場所でいつでも変更することが可能です。 

4. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 ウェブサイト要素のコーナーの形状を選択します（角または丸）： 

1. ［デザイン］タブで［コーナー］タブを開きます。 

2. ［ページエリア］メニューで、形状を変更するコーナーを選択します。 

3. 以下のいずれかを実行します。 

 角丸コーナーにするには、該当するチェックボックスをオンにしてください。 

 四角コーナーにするには、該当するチェックボックスをオフにしてください。 

4. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 ウェブサイト要素の枠線を選択する： 

1. ［デザイン］タブで［枠線］タブを開きます。 

2. ウェブサイト内の要素の枠線タイプを、［内部コンテナの枠線］メニューから

選択します。 

3. 枠線を設定する要素を選択します。 

注： ウェブサイトのすべての要素に対して内部枠線のタイプを 1 つだけ選択できますが、この枠

線を使用するか否かは、個々の要素に対して設定可能です。 

4. ウェブサイトの外枠を、［サイト外部の枠線］メニューから選択します。 

5. ［OK］をクリックして変更を保存します。 
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ウェブサイトのヘッダ要素を変更する 

サイトヘッダは、次の要素から構成されています。 

 バナー：バナーでは、以下の操作を実行できます。 

 独自のバナー画像をアップロードする。 

 Web Presence Builder ライブラリからバナーを選択して適用する。 

 バナーを削除して、背景に色または画像を表示する。 

 ヘッダエリアからバナーとすべての要素を削除して、バナーの高さを 25ピクセルに縮小する。 

 バナーをコンテンツエリアに移動し、特定のページまたはウェブサイトの全ページに挿入する。 

注記： 1つのサイトで使用できるバナーは1つだけです。特定のページに挿入することを選択

すると、ウェブサイト内の他のページには追加できなくなります。このため、サイト共通

エリアに配置することをお勧めします。 

 ロゴ画像：ロゴでは、以下の操作を実行できます。 

 独自のロゴ画像をアップロードする。 

 ヘッダエリアからウェブページ内の他の部分（サイドバーやコンテンツエリアなど）にロゴを

移動する。 

 サイト共通エリアに、任意の数のロゴ画像を挿入する。 

 ロゴを削除する。 

 サイト名：通常、ここには、会社名またはサイトに関する短い説明（「John Doe のレシピ」など）

を入力します。 

 サイトスローガン：通常、ここには、サイトの説明または会社スローガンを入力します。 

 バナーの画像またはヘッダのその他の要素（ロゴ、サイト名、スロー
ガン）を変更するには： 

1. バナー画像をクリックします。 

2. 以下のいずれかを実行します。 

 Web Presence Builder ライブラリ内の画像を使用するには、［以下から選択する： ライブラ

リ］オプションを選択してから、［画像リスト］メニューで画像を選択します。適切な画像を

探すには、［推奨］オプションを選択するか、入力ボックスにキーワードを入力してください。 

 独自の画像を使用するには、［以下から選択する： 自分のファイル］オプションを選択してか

ら、［参照］をクリックし、使用したい画像を選択してください。使用できる画像形式は、GIF、
JPEG、PNG のみです。幅は 900 ピクセル以内にすることを推奨します。 

 画像を削除するには、［画像なし］オプションを選択し、ヘッダブロックの高さをピクセル単

位で指定してください。 

3. バナーのサイズをヘッダエリアに合わせるには、［画像サイズを合わせる］チ

ェックボックスをオンにします。 

4. ［バナー要素を表示］の下で、ヘッダに表示する要素のチェックボックスをオ

ンにします。 
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5. ロゴ画像を削除するか、独自のロゴをアップロードするには、ロゴ画像をク

リックします。 

6. サイト名またはスローガンを変更するには、ヘッダで該当フィールドをクリ

ックし、必要に応じて変更を加えます。 

サイト名またはスローガンの表示を見やすくするには、［アウトライン］チェックボックスをオン

にします。これによって、テキストの周囲に、幅 1 ピクセルの白黒のアウトラインが追加されます。

サイトタイトルまたはスローガンのフォント色が黒であればアウトラインは白になり、白であれば

アウトラインは黒になります。 

ヘッダエリア内で、ウェブサイト名、説明、ロゴのブロックを自由に移動することができます。 

バナーを削除した場合は、再び挿入することができます。 

 バナーを挿入するには： 

［モジュール］タブで［バナー］を選択し、サイト共通エリアにモジュールをドラッグします。 

 ロゴ画像を挿入するには： 

［モジュール］タブで［サイトロゴ］を選択し、サイト共通エリアにモジュールをドラッグします。

新しいロゴ画像をアップロードし、左揃え、中央揃え、または右揃えに並べることができます。 

コンテンツ：テキスト、表、画像、動画、フォーム、およ

びスクリプト 

このセクションでは、サイトにコンテンツを追加したり、エディタのモジュールによって便利な機能

を追加して、サイトを拡張することができます。 

ページにモジュールを追加する際は、現在のページのみに表示するか（ページ固有のモジュール）、

サイトの全ページに表示するか（サイト共通モジュール）を選択することができます。ただし、検索、

広告、サイトロゴ、ナビゲーション、ブレッドクラムの各モジュールは例外となります。これらのモ

ジュールは、追加するとウェブサイトの全ページに表示されます。 

 現在のページのみにモジュールを表示するには、［モジュール］タブの下でモジュールを選択し、

「ページ固有のエリア」とマークされている任意のエリアにドラッグします。このようなエリアは、

メインのコンテンツブロック内および各サイドバーの上部付近にあります。 

コンテンツエリアを複数のカラムに分割していずれかのカラムにモジュールを挿入するには、コン

テンツエリアの左端または右端にモジュールをドラッグするとモジュールが挿入されます。サイド

バーエリアを複数のカラムに分割することはできません。 

 ウェブサイトのすべてのページにモジュールを表示するには、［モジュール］タブの下でモジュー

ルを選択し、「サイト共通エリア」というテキストでマークされた任意のエリアにドラッグします。

このようなエリアは、メインのコンテンツブロックの上と下、サイドバー内、ヘッダ、フッタにあ

ります。 
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テキスト、表、ハイパーリンク、および画像 

ウェブサイトのコンテンツの編集を開始する前に、［設定］タブ>［言語］>［ウェブサイトの言語］

メニューで、必要なウェブサイト言語を選択することをお勧めします。 

ウェブサイト言語は、サイト全体で共通の設定であり、ウェブサイトにコンテンツを追加する際の言

語を定義します。言語の設定には、以下の影響があります。 

 Google 検索や画像ギャラリーのナビゲーションボタンなど、特定のウェブサイト要素（特に、サ

ードパーティサービスで提供される要素）を表示する言語。エディタで提供されるすべてのサード

パーティサービスとモジュールで、すべての言語がサポートされる訳ではありません。 

 エディタでテキストを入力する方向（左から右、または右から左）。右から左に入力する（「RTL」）
言語を選択すると、ウェブサイトのコンテンツとデザインが「RTL」対応になります。 

注記： ウェブサイト言語を変更しても、現在選択しているウェブサイトトピックが別言語で読み込み

直される訳ではありません。トピックの言語は変更されませんが、テキストの方向は変わります。 

 ページにテキスト、リスト、表、または画像を追加するには： 

1. [モジュール]タブで[テキストと画像]を選択し、ページにモジュールをドラッ

グします。 

 現在のページにテキストと画像付きのブロックを追加するには、「ページ固有のエリア」とい

うテキストでマークされた任意のエリアにモジュールをドラッグします。このようなエリアは、

メインのコンテンツブロック内および各サイドバーの上部付近にあります。 

コンテンツエリアを複数のカラムに分割していずれかのカラムにブロックを挿入するには、コ

ンテンツエリアの左端または右端にモジュールをドラッグするとモジュールが挿入されます。

サイドバーエリアを複数のカラムに分割することはできません。 

 サイト内の全ページにテキストと画像付きのブロックを追加するには、「サイト共通エリア」

というテキストでマークされた任意のエリアにモジュールをドラッグします。このようなエリ

アは、メインのコンテンツブロックの上と下、サイドバー内、ヘッダ、フッタにあります。 

2. 画面にテキストを入力し、モジュールのツールバーにあるアイコンを使用し

て、テキストの書式設定や表、ハイパーリンク、画像の追加を実行します。 

［テキストと画像］モジュールのツールバーから、以下のツールと機能を利用することができます。 
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1. ウェブページ内でテキストと画像のブロックを移動します。 

2. ブロックをコンテンツごと削除します。 

3. 変更を保存します。 

4. 変更をキャンセルします。 

5. ツールバーを移動します。 

6. 段落スタイルとフォントを選択します。 

7. フォントサイズを選択します。 

8. フォントスタイルを選択します（太字、斜体、下線、取り消し線）。 

9. テキストおよび背景の色を選択します。 

10. テキストの並び方を、左揃え、中央揃え、右揃え、両端揃え（文字間にスペースを追加してテキス

トを左余白と右余白の両方に揃える）から選択します。 

11. 段落のインデントレベルを増減します。 

12. 番号または行頭文字を付けて箇条書きします。 

13. 表を挿入し、行数と列数を指定します。 

表を挿入すると、ツールバーにアイコンが追加されます。これらを使用して、表の行と列のプロパ

ティを変更したり、行と列を挿入または削除したり、表内のセルを分割または結合することができ

ます。 

14. キーボードにない記号（著作権、商標など）やその他の Unicode 記号を挿入します。 

15. 水平線を挿入します。 

16. ページの HTML ソースコードを編集します。 

17. 変更を元に戻すか、やり直します。 

18. ウェブサイトまたは外部リソースのページにハイパーリンクを追加（または削除）します。ウェブ

ページの特定のセクションに HTML アンカーを挿入し、サイトの他のページからリンクを張るこ

とができます。 

19. 画像の挿入、サイズの調整、代替テキストやテキストラッピングの指定ができます。ブラウザで画

像の表示がサポートされない場合や、画像を表示しないように設定されている場合は、画像の代わ

りに代替テキストが表示されます。 

1 ページに多数の画像を挿入する場合は、［テキストと画像］モジュールの代わりに［画像ギャラリー］

モジュールの使用を検討してください。画像ギャラリーを使用すると、ローカルコンピュータから画

像をアップロードしたり、Picasa ウェブアルバムの写真共有サービスで公開されている画像を使用す

ることができます。 

 サイトに画像ギャラリーを追加し、画像をアップロードするには： 

1. [モジュール]タブで[画像ギャラリー]を選択し、ページにモジュールをドラッ

グします。 

2. モジュール設定の［画像ストレージ］タブで、画像を保存する場所を選択しま

す。 
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 使用できる Picasa ウェブアルバムのアカウントがない場合は、Web Presence Builder オプション

をオンにしておいてください。サイトで使用するすべての画像は、顧客アカウントに保存され

ます。 

 Picasa ウェブアルバムにアカウントがなく、Picasa に保存する画像をサイトで使用したい場合

は、以下の手順に従ってください。 

a. Picasaオプションを選択し、［画像ストレージ］タブのリンクをクリッ

クしてGoogleにサインインし、Web Presence Builderからアルバム

へのアクセスを付与します。 

b. 使用したい画像が含まれるアルバムを選択し、［アルバムを作成］を

クリックして新しいアルバムを作成します。 

c. ギャラリーから画像を削除したときに、Picasaウェブアルバムから

もこの画像が削除されるようにWeb Presence Builderを設定するに

は、［ギャラリーから削除するときに画像自体も削除する］チェックボ

ックスをオンにしてください。 

Web Presence Builder エディタを使用して画像ギャラリーに画像をアップロードすると、これ

らの画像は Picasa ウェブアルバムのアカウントに自動的にコピーされます。ギャラリーから

画像を削除すると、［ギャラリーから削除するときに画像自体も削除する］オプションがオン

の場合に限り、画像は Picasa ウェブアルバムから削除されます。 

3. （オプションのステップ）画像ギャラリーに表示される画像サムネイルのサ

イズを選択するには、［ギャラリーのプロパティ］タブをクリックしてサムネ

イルのサイズを選択します。 

 小（95 x 75 ピクセル） 

 標準（140 x 130 ピクセル）：これはデフォルト設定です。 

 大（170 x 170 ピクセル） 

4. ギャラリーに画像を追加するには、［ここをクリックして画像をアップロード

します］というテキストをクリックし、アップロードする画像を選択して、

［OK］をクリックします。 

複数の画像を選択して一括アップロードできます。サポートされる画像フォーマットは GIF、JPEG、

PNG のみです。 

1024 x 768 ピクセル以内に画像をサイズ変更することをお勧めします。 

5. 画像のタイトルと説明を変更するには、対応するサムネイルをクリック、タ

イトルまたは説明をクリックして、テキストを編集します。 

デフォルトテキスト全体を削除すると、公開後のサイトにこのテキストは表示されませんが、Web 
Presence Builder エディタでサイトを編集する際には引き続き表示されます。 

 ギャラリーから画像を削除するには： 

画像サムネイル上にカーソルを置いて、［x］アイコンをクリックします。 

画像ギャラリーをすべての画像ごと削除するには： 画像ギャラリーブロックの上にカーソルを置いて、

［削除］をクリックします。 
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 テキストにハイパーリンクまたはメールアドレスへのリンクを挿入す
るには： 

1. リンクを設定するテキストを選択します。 

2. ［テキストと画像］モジュールのツールバーで、  アイコンをクリッ

クします。 

3. 以下のいずれかを実行します。 

 サイト内の他のウェブページへのリンクを追加するには、［このサイトのページへのリンク］

オプションを選択してください。［ページを選択する］メニューで、リンク先のウェブページ

を選択します。 

 ウェブページへのリンクや他のサイト内のファイルへのリンクを追加するには、［他のサイト

へのリンク］オプションをオンにして、アドレスを指定します。例えば

「http://example.com」のように入力します。 

 ドキュメントマネージャを使用して以前にアップロードしたドキュメントまたは他のダウン

ロード可能なファイル（「ドキュメントおよびその他のダウンロード可能なファイル（672ペ
ージ）」で説明）へのリンクを追加するには、［このサイト上のドキュメント］オプションを

オンにして、ターゲットファイルを選択します。 

 送信先メールアドレスが事前設定された新しいメールメッセージを開くリンクを追加するに

は、［インターネット上のウェブページまたはファイルへのリンク］オプションを選択し、

「mailto:<address>」と入力します。例えば「mailto:postmaster@example.com」の

ように入力します。 

以下が可能です。 

 メッセージの件名を事前定義します。例えば

「mailto:postmaster@example.com?subject=My%20Subject」のように入力しま

す。 

 CC および BCC に受信者を追加します。例えば

「mailto:postmaster@example.com?subject=My%20Subject&cc=address1@ex
ample.com&bcc=address2@example.com」のように入力します。 

 メッセージ本文のテキストを事前定義します。例えば

「mailto:postmaster@example.com?subject=My%20Subject&body=This%20is
%20sent%20from%20your%20site!」のように入力します。 

注記： スペースは「%20」に置き換えてください。 

4. ［リンクの開き方：］メニューで、ターゲットページをどこで開くかを選択し

ます。同じブラウザウィンドウまたはタブで開くか、新しいブラウザウィン

ドウまたはタブで開くかを選択できます。 

5. ［件名］ボックスに、リンク上にカーソルを置くと表示される説明を入力し

ます。 

6. ［OK］をクリックします。 
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埋め込み動画 

ウェブサイトのページに、YouTube（youtube.com）、Vimeo（vimeo.com）、MySpace（myspace.com）、

Dailymotion (dailymotion.com)などの一般的な動画共有サイトにある動画クリップを埋め込むことが

できます。 

 ウェブページに動画を挿入するには：  

1. [モジュール]タブで[埋め込み動画]を選択し、ページにモジュールをドラッグ

します。 

2. 動画へのリンクを挿入するか、ファイル共有サイトでコードを取得した場合

には［コード埋め込み］オプションを選択してコードを貼り付けてください。 

3. ［OK］をクリックします。 

 動画を削除するには：  

動画の上にカーソルを置いて、［削除］をクリックします。 

お問い合わせフォーム 

サイト訪問者がサイトからメッセージを送信できるようにするには、お問い合わせフォームを追加す

ることができます。 

 コンタクトフォームを追加するには：  

1. [モジュール]タブで[お問い合わせフォーム]を選択し、ページにモジュールをド

ラッグします。 

2. ［設定］タブで、以下を指定してください。 

 受信者のメールアドレス： メールアドレスは 1 つだけ指定できます。 

 メッセージの件名：  

 メッセージ送信ボタンに表示するテキストです。 

3. フォームのフィールドを追加、移動、または削除するか、フィールドのラベ

ルを変更するには、［フィールド］タブをクリックし、必要な変更を加えてく

ださい。 

4. メッセージ送信時に表示される「メッセージが送信されました。ありがとう

ございました。」というデフォルトメッセージを変更するには、［返信］タブ

をクリックして新しいテキストを入力してください。 

5. ［OK］をクリックします。 
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 コンタクトフォームを削除するには：  

フォームの上にカーソルを置いて、［削除］をクリックします。 

ブログ 

サイトでオンライン日記を更新するか、特定のテーマの記事を定期的に更新して日付順に表示するに

は、ブログを使用します。 

ブログモジュールは、サブページを持たないファーストレベルのページのみに追加できます。ブログ

記事には、テキスト、画像、埋め込みビデオ、およびスクリプトを使用できます。ブログ記事ごとに、

検索エンジンに使用されるページ説明やメタ情報を別々に設定することができます。ブログ記事は［ペ

ージ］タブ（652ページ）には表示されません。 

サイト訪問者がブログ記事にコメントできるようにするには、サイトへのコメント機能を提供する無

料サードパーティサービスである Disqus に登録する必要があります。コメントは Disqus に保存され

ます。 

 ウェブページにブログを追加するには：  

1. [モジュール]タブで[ブログ]を選択し、ページにモジュールをドラッグしま

す。 

2. モジュールプロパティで以下を指定します。 

 ページに表示する記事数 

 サイト訪問者がコメントを残すことが可能かどうか 

3. ［OK］をクリックします。 

4. コメント機能を有効化するには、［新しいブログ記事を投稿するにはここをク

リックします］リンクをクリックします。 

5. 空白のブログ記事の一番下にあるグレーの情報ボックス内をクリックしま

す。 

6. Disqusに登録するには、［登録］ボタンをクリックします。登録フォームが、

新しいブラウザウィンドウまたはタブに表示されます。 

7. 以下を指定します。 

 サイトの URL、必要な名前、略称（一意の ID）： このサイト ID（略称）は、ブログモジュー

ルの設定でコメントを有効化するときに指定する必要があります。 

 コメントモデレータのユーザ名、パスワード、メールアドレスとパスワード： このメールアド

レス宛に確認メッセージが送信されるので、有効なアドレスを指定するようにしてください。 

8. ［続行］をクリックします。 

9. 言語やその他の設定を指定するには、［続行］をクリックします。 
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10. 登録フォームの 終ステップでは、アクションは不要です。Disqusサイトか

らログアウトします。 

11. Disqusからの確認メッセージを受信メールボックスで確認します。このメッ

セージで、アドレス確認用のリンクをクリックします。 

12. ブラウザウィンドウに戻ると、Web Presence Builderエディタでブログモジ

ュールのプロパティが開きます。 

13. ［登録時に受け取ったウェブサイトIDをこちらに入力してください］というボッ

クスに、Disqus登録のステップ7で指定したサイトIDを入力するか貼り付け

ます。 

14. ［適用］をクリックします。 

15. ［OK］をクリックします。 

これで、ブログで訪問者からのコメントを受け付けることや、 初の記事を投稿することが可能にな

ります。 

 ブログ記事を追加するには：  

1. ブログモジュールが含まれるウェブサイトページに進みます。 

2. ［新しいブログ記事を投稿するにはここをクリックします］リンク（［新しい投

稿のタイトル］と表示される場合もあり）をクリックします。 

3. 記事のタイトルとコンテンツを入力します。 

記事の日付を変更するには、［投稿 dd.mm.yy］フィールド内をクリックし、カレンダで日付を選択

します。 

記事が長く、多数のテキストブロック、画像、埋め込み動画が含まれている場合、ブログのメイン

ページで、サイト訪問者に対してその一部（記事の冒頭）のみが表示されるように設定できます。

これを設定するには、ブログ記事の編集時に、必要なエリアに区切り要素（「-------- リストから除

外するモジュールの上にドラッグしてください --------」という行を含む）を移動します。 

4. ［OK］をクリックします。 

5. 検索エンジンの結果ページに表示されるページの詳細と検索エンジンでペー

ジの検索に使用される可能性があるキーワードを表示、編集、または削除す

るには、記事タイトルの右側の空白エリアをクリックし、［SEO設定］タブを

クリックします。 

注： [記事リンク名]は必須入力フィールドです。［メタ説明］と［メタキーワード］はオプション

フィールドです。1 ページに複数のキーワードを指定する場合は、スペースを使用せずにコンマで

キーワードを区切ります。 

6. ブログのメインページに戻るには、作成した記事の下の［戻る］リンクをクリ

ックします。 

 ブログ記事を削除するには：  
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1. ブログモジュールが含まれるウェブサイトページに進みます。 

2. 記事タイトルの上にカーソルを置いて、［削除］をクリックします。 

3. ［はい］をクリックして削除を承認します。 

 ブログ記事を編集するには：  

1. ブログモジュールが含まれるウェブサイトページに進みます。 

2. 記事タイトルをクリックします。 

3. 必要な変更を行い、［OK］をクリックします。 

 ブログをすべての投稿コンテンツごと削除するには：  

1. ブログモジュールが含まれるウェブサイトページに進みます。 

2. ［新しいブログ記事を投稿するにはここをクリックします］リンクにカーソルを

置き、［削除］をクリックします。 

3. ［はい］をクリックして削除を承認します。 
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コメント機能 

サイト訪問者がウェブページにコメントを残せるようにするには、コメントモジュールを該当ウェブ

ページに挿入する必要があります。 

コメント機能には、すべてのコメントを保存および処理するサードパーティサービスである Disqus を

利用します。訪問者がコメントを残せるようにするには、Disqus にアカウント登録し、コメントモジ

ュールの設定にサイト ID を指定します。 

複数のコメントモジュールを 1 つのウェブサイトに挿入することができます。このサイト上のすべて

のコメントモジュールで同じサイト ID が使用されるため、1 つ目のコメントモジュールを挿入すると

きにだけ、モジュール設定にサイト ID を指定してください。 

 ウェブページにコメント機能を追加するには：  

1. [モジュール]タブで[コメント機能]を選択し、ページにモジュールをドラッグ

します。 

2. Disqusでまだアカウントを登録していない場合は、［登録］ボタンをクリッ

クします。登録フォームが、新しいブラウザウィンドウまたはタブに表示さ

れます。 

3. 以下を指定します。 

 サイトの URL、必要な名前、略称（一意の ID）： このサイト ID（略称）は、コメントモジュ

ールの設定でコメントを有効化するときに指定する必要があります。 

 コメントモデレータのユーザ名、パスワード、メールアドレスとパスワード： このメールアド

レス宛に確認メッセージが送信されるので、有効なアドレスを指定するようにしてください。 

4. ［続行］をクリックします。 

5. 言語やその他の設定を指定するには、［続行］をクリックします。 

6. 登録フォームの 終ステップでは、アクションは不要です。Disqusサイトか

らログアウトします。 

7. Disqusからの確認メッセージを受信メールボックスで確認します。このメッ

セージで、アドレス確認用のリンクをクリックします。 

8. ブラウザウィンドウに戻ると、Web Presence Builderエディタでコメントモ

ジュールのプロパティが開きます。 

9. ［登録時に受け取ったウェブサイトIDをこちらに入力してください］というボッ

クスに、Disqus登録のステップ3で指定したサイトIDを入力するか貼り付け

ます。 

10. ［適用］をクリックします。 

11. ［OK］をクリックします。 
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顧客アカウントにウェブサイトを公開して訪問者からコメントを受け付けられるようになります。 

コメントの追加と表示に加え、以下を実行することができます。 

 コメントの編集 

 コメントの削除 

 コメントをスパムとしてマーク 

 特定ユーザのメールアドレスまたは IP アドレスを指定して、サイトへのコメント投稿を禁止する 

 設定の変更（コメントの外観、トラックバック用 URL の削除など）。これを行うには、

www.disqus.comでアカウントにログインし、［Settings］タブに進みます。 

 コメントを管理するには：  

1. Disqusにサイト管理者としてログインします。これは、次のいずれかの方法

で実行できます。 

 Disqus サイト（http://www.disqus.com）にアクセスしてログインする。 

 Web Presence Builder エディタで、コメントモジュールを設定したページを開き、［Add New 
Comment］フィールド内をクリックします。［Post as］ボタンをクリックし、左ナビゲーショ

ンパネルで［Disqus］リンクをクリックして、ユーザ名とパスワードを入力し、［Login］をク

リックします。 

2. Disqusにログイン後、以下のいずれかの方法でコメントを管理することがで

きます。 

 Disqus サイトで、［Dashboard］エリアおよび［Admin］エリア内のアイテムを使用する。 

 Web Presence Builder エディタまたは公開済みのサイトで、コメントモジュールを設定したペ

ージに進み、管理したいコメントの上にカーソルを置き、コメントの横に表示される［Moderate］
リンクを使用します。 

あるいは、サイトへのコメントが投稿されたときに Disqus から送信される通知メッセージ内のリンク

を使用して、コメントを管理することができます。 

 ウェブページからコメント機能を削除するには：  

1. Web Presence Builderエディタで、コメントモジュールが含まれるウェブサ

イトページに進みます。 

2. ［Add New Comment］フィールドの上にカーソルを置いて、［Remove］をクリ

ックします。 

3. ［Yes］をクリックして削除を確認します。 
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ドキュメントおよびその他のダウンロード可能なファイル 

エディタに、顧客アカウントの下でファイルの操作を実行できる便利なコントロールパネルが用意さ

れています。ドキュメント、画像、その他のファイルを各種形式でエディタにアップロードし（［ド

キュメント］タブ）、ウェブサイトのページにこれらへのリンクを挿入することができます。あるい

は、独自のニーズのために、顧客アカウントに保存だけすることも可能です 

 顧客アカウントにファイルをアップロードするには： 

1. [ドキュメント]タブに進みます。 

2. ［アップロード］をクリックします。 

3. ファイルを選択して［開く］をクリックします。 

これで、サイト訪問者がこのファイルをダウンロードできるように、ウェブページにリンクを挿入で

きます。 

 ファイルにリンクを挿入するには： 

1. リンクを設定するテキストを選択します。 

2. テキストと画像モジュールのツールバーで、  アイコンをクリック

します。 

3. ［このサイト上のドキュメント］オプションを選択します。 

4. ファイルを選択して［OK］をクリックします。 

 顧客アカウントからファイルを削除するには： 

1. [ドキュメント]タブに進みます。 

2. ファイルを選択して、［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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ソーシャルネットワークでの共有用のボタン 

訪問者がソーシャルネットワークまたはオンラインブックマークサービスでコンテンツを簡単に共有

できるように、Facebook、Twitter、Myspace などの人気サービスの共有ボタンが含まれるツールバー

をサイトに挿入することができます。 

 ウェブページに「ソーシャルメディアで共有」ツールバーを追加する
には： 

1. [モジュール]タブで、[Social Sharing]を選択し、ページにモジュールをドラッグ

します。 

2. ツールバーの外観を選択します。 

3. ツールバーに含まれるソーシャルネットワークと共有サービスを変更するに

は、[+] アイコンの上にカーソルを置いて［設定］リンクをクリックします。 

サービスのリストに加えた変更は、サイトの公開後に表示されるようになります。 

4. ［OK］をクリックします。 

ソーシャルメディアツールバーを削除するには： ツールバーの上にカーソルを置いて、［削除］をク

リックします。 
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サイト検索 

訪問者がウェブサイト内の情報を検索できるように、サイトに検索バーを追加することができます。

ウェブページに検索バーを挿入すると、サイト内の全ページに自動的に追加されます。 

デフォルトで、検索バーは Google 検索エンジンを使用するように構成されています。他の検索エンジ

ンを使用したい場合、検索スクリプトコードを入手して、検索モジュールに挿入することができます。 

 サイトに検索バーを追加するには： 

1. [モジュール]タブで[検索]を選択し、ページにモジュールをドラッグします。 

2. 以下のいずれかを実行します。 

 Google の検索サービスを使用する場合、［Google］オプションをオンのまま残してください。 

 他の検索エンジンを使用したい場合、［その他］を選択し、使用するサービスから入手したコ

ードを貼り付けます。 

正しいコードを挿入するように注意してください。Web Presence Builder による検証は行われ

ません。 

3. ［OK］をクリックします。 

公開後、サイトに検索バーが表示されます 

 検索バーを削除するには：  

検索バーの上にカーソルを置いて、［削除］をクリックします。 

オンラインストア 

サイトで製品またはサービスを販売したい場合、オンラインストアおよびショッピングカートモジュ

ールを使用して、完全な機能が用意されたオンラインストアをサイトに追加することができます。1
つのサイトに追加できるストアは 1 つだけです。 

ストア機能は、サードパーティ SaaS ソリューションプロバイダである Ecwid が提供するものです。

製品カタログ、画像、注文、顧客の支払いなど、すべてのデータが安全に保存および処理されます。 

 サイトにオンラインストアを追加するには： 

1. [モジュール]タブで[オンラインストア]を選択し、ページにモジュールをドラ

ッグします。 

2. Ecwidのアカウントがない場合はアカウントを新規作成し、Web Presence 
BuilderでEcwidのストアを作成済みでありサイトに表示したい場合は、既存

のストアのIDを指定してください。 

Ecwid のアカウントがない場合は、以下を実行してください。 
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a. モジュール設定の［一般］タブで、［Ecwidに登録］オプションを選択

します。 

b. 名前、メールアドレス、パスワードを入力します。メールアドレス

とパスワードは、Ecwidへのサインインとストアの管理に使用しま

す。 

c. ［送信］をクリックします。指定メールアドレスに、Ecwidから確認

メッセージが送信されます。このメールアドレスの所有者であるこ

とを3日以内に確認しなければ、オンラインストアは無効化されま

す。 

Ecwid アカウントが既にある場合、［既存のショップの ID を入力してください］オプションを選

択し、アカウント登録時に入力したストア ID とメールアドレスを指定して、［適用］をクリック

してください。 

注記： Web Presence Builder を使用せずに Ecwid ウェブサイトでオンラインストアを直接作成し

た場合、WPB 経由で新しい Ecwid アカウントを作成し、既存の Ecwid アカウントにログインして

すべてのアイテムを CSV ファイルにエクスポートします。その後、新しいアカウントにログイン

し、ファイルをインポートすることができます。 

3. （オプションのステップ）顧客がショッピングバッグアイコンにアイテムを

ドラッグすることによってカートにアイテムを追加できるようにするには、

［モジュール］タブでショッピングカートモジュールを選択し、ページにドラ

ッグします。 

ショッピングバッグアイコンはサイト内の全ページに挿入されます。全ページに挿入したくない場

合は、ショッピングカートモジュールを使用しないでください。このモジュールを使用しなくても、

顧客はカートにアイテムを追加し、製品カタログエリアの上部に表示される［ショッピングバッグ］

リンクを使用してチェックアウトすることができます。 

4. （オプションのステップ）製品カタログの外観を変更するには、モジュール

設定で［表示］タブに進みます。 

5. ストアをセットアップするには、製品カタログにアイテムを入力し、Ecwid
によってデフォルトで追加されている野菜と果物のアイテムを削除して、モ

ジュールのツールバーで［管理］リンクをクリックします。 

新しいブラウザウィンドウまたはタブで、Ecwid コントロールパネルが開きます。 

6. Ecwidコントロールパネルでストアのセットアップが完了したら、Web 
Presence Builderエディタに戻り、オンラインストアモジュールのツールバー

で［再読み込み］リンクをクリックします。 

オンラインストアのコンテンツを Ecwid のオンラインストアと同期化するためには、［再読込］

リンクを使用する必要があります。 

7. ［OK］をクリックして、ストアのセットアップを終了します。 

 ストアを管理するには： 

製品カタログの上にカーソルを置いて、［管理］をクリックします。新しいブラウザウィンドウまた

はタブで、Ecwid コントロールパネルが開きます。 
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注記： サイトの公開後は、新しい注文についての情報をダッシュボード（686ページ）でも参照でき

ます。 

 ストアを削除するには： 

製品カタログの上にカーソルを置いて、［削除］をクリックします。 

カスタムスクリプト 

PHP、JavaScript、または VBScript で記述したカスタムスクリプトを、ウェブサイトの任意のページ

に挿入することができます。 

 ウェブページにスクリプトを挿入するには：  

1. [モジュール]タブで[スクリプト]を選択し、ページにモジュールをドラッグし

ます。 

2. 入力フィールドにコードを貼り付けます。 

PHP の場合、開始タグ「<?php」を使用します。このフィールドに正しいコードを挿入するよう

に注意してください。Web Presence Builder による検証は行われません。 

3. ［OK］をクリックします。 

コードは、公開したウェブサイトのみで有効です。 

 スクリプトを削除するには：  

スクリプトブロックの上にカーソルを置いて、［削除］をクリックします。 

広告 

バナーエクスチェンジやその他のオンライン広告プログラムに参加している場合、サイトに広告ブロ

ックを追加することができます。ウェブページに広告ブロックを挿入すると、サイト内の全ページに

自動的に追加されます。 

 広告ブロックを追加するには： 

1. [モジュール]タブで[広告]を選択し、ページにモジュールをドラッグします。 

2. 入力フィールドに広告ベンダーから入手したコードを貼り付けます。 

このフィールドに正しいコードを挿入するように注意してください。Web Presence Builder によ

る検証は行われません。一部の広告ベンダーの場合、 初にアカウント認証を行う必要があります。 

3. ［OK］をクリックします。 

公開するとウェブサイトに広告が表示されます。 
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 広告ブロックを削除するには： 

ブロックの上にカーソルを置いて、［削除］をクリックします。 
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ウェブマスター用の設定とツール 

このセクションでは、以下を実行する方法を説明します。 

 ウェブサイトの名前、説明、キーワードを変更する。 

 ウェブサイトのサイトアイコン（ファビコン）をアップロードする。 

 検索結果でウェブサイトがより上位にランクされるようにし、各種検索エンジンサービスを埋め込

む。 

 ウェブサイト内の特定のページやエリアが検索エンジンによってインデックスされ、検索結果に表

示されないようにする。 

 ウェブサイトの名前、説明、キーワードを編集するには： 

1. [設定]タブ>［ベーシック］タブの順に進みます。 

2. ウェブサイト訪問者のブラウザウィンドウでタイトルとして表示されるウェ

ブサイト名を指定します。 

3. ブラウザのタイトル部分に、ウェブサイト名と現在のページの名前を両方表

示し、検索エンジンの検索結果でウェブサイトのランクを上げるためには、

［ページタイトルにウェブサイト名を追加する］チェックボックスをオンにし

てください。 

4. ウェブサイトの簡単な説明（ 大255文字）を追加します。 

これは、新しいページのデフォルトの説明として使用されます。検索エンジンの検索結果にウェブ

サイトが表示される際は、この説明が表示されます。 

5. ウェブサイトについて説明するキーワードのリストを入力してください（10
～15個のキーワードを指定することを推奨します）。 

これらのキーワードは、新しいページのデフォルトキーワードとして使用されます。検索エンジン

はキーワードを解析することにより、これらのキーワードで検索した人に対して該当するウェブサ

イトを表示します。 

6. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

ファビコンとは、ウェブサイトを訪問するとブラウザのアドレスバーに表示される小さなアイコンで

あり、お気に入りブックマークのリストでもウェブサイト名の横に表示されます。各種オンラインツ

ールを使用してファビコンを作成し、Web Presence Builder エディタにアップロードすることができ

ます。このファビコンは、すべてのウェブサイト訪問者に対して表示されます。 

 ウェブサイトのファビコンをアップロードするには： 

1. [設定]タブ>［ベーシック］タブの順に進みます。 

2. ［参照］をクリックして、アップロードするファビコンの場所を選択します。

ファビコンがアップロードされます。 

3. ［OK］をクリックして変更を保存します。 
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 ウェブサイトからファビコンを削除するには： 

1. [設定]タブ>［ベーシック］タブの順に進みます。 

2. ［ファビコン］セクションで［削除］をクリックします。ファビコンが削除さ

れます。 

3. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

大部分の検索エンジンでは、ウェブサイト登録時やウェブマスター支援サービスのサインアップ時に、

ウェブサイトの所有者であることを証明する必要があります。通常は、特定のファイル名のファイル

をアップロードまたは作成すれば証明が完了します。 

 ウェブサイトの所有者であることを証明するには： 

1. ［設定］タブ>［拡張］タブに進みます。 

2. 証明ファイルを提示します。 

 検索エンジンが要求する証明ファイルの名前を知っている場合は、［証明ファイルを作成する］

フィールドに証明ファイル名を入力し、［OK］をクリックします。Web Presence Builder によ

って、適切な場所にファイルが作成されます。 

 証明ファイルを検索エンジンからダウンロード済みであれば、証明ファイルを［証明ファイル

をアップロードする］フィールドにアップロードし、［OK］をクリックします。 

3. 証明ファイルの作成またはアップロードが完了し、ウェブサイトが公開済み

であれば、検索エンジンのウェブサイトで所有者であることを確認します。 

4. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

 ウェブサイトの HTML <head> セクションを編集するには（例えば、
所有者認証用メタコードの追加）： 

1. Web Presence Builderのメインメニューで［設定］タブに進み、［拡張］サブ

タブに進みます。 

2. ［メタデータを変更］をクリックします。 

3. フィールドにコードを入力し、［追加］をクリックします。 

注記： HTML 規格で <head> セクションに許可されている有効な HTML タグのみがサポートされ

ています。メタデータの変更は、ウェブサイトを公開しなければ実行できません。 

4. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

Google Analytics とは、訪問者に関する情報を収集するためのツールです。Google Analytics に登録し

て必要コードを取得すると、ウェブサイトに Google Analytics を埋め込むことができます。 

 Google Analytics を埋め込むには： 
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1. Google Analyticsサービスに登録し、コードを入手します。 

2. ［設定］タブ>［拡張］タブに進みます。 

3. ［Google Analyticsを組み込む］をクリックします。 

4. Google Analyticsから提供されたコードをフィールドに入力し、［追加］をク

リックします。 

注記： Google Analytics を機能させるためには、ウェブサイトを公開する必要があります。 

5. ［OK］をクリックして変更を保存します。 

一部の検索エンジンでは、解析と 適化のためにサイトマップを提供する必要があります。Web 
Presence Builder エディタからサイトマップをダウンロードすることができます。 

 ウェブサイトのサイトマップをダウンロードするには： 

1. ［設定］タブ>［拡張］タブに進みます。 

2. ［サイトマップをダウンロードする］をクリックします。 

3. ［OK］をクリックして、sitemap.xmlファイルのダウンロードを開始しま

す。 

ウェブサイトの特定のページが検索エンジンにインデックスされないようにするには、robots.txt
ファイルに適当なディレクティブを追加します。このファイルは、サイトの公開先である顧客アカウ

ントに保存されています。 

 ウェブサイト内の特定のエリアが検索エンジンにインデックスされな
いようにするには： 

1. ［設定］タブ>［拡張］タブに進みます。 

2. ［robots.txtを編集］リンクをクリックします。 

3. 入力フィールドにディレクティブを入力します。各ディレクトリは1行ずつ

入力します。 

例えば、顧客アカウントの /private ディレクトリと /my_secret.html ファイルのコンテン

ツが、すべての検索エンジンロボットおよびクローラによってインデックスされないようにするに

は、次の行を追加します。 

User-agent: * 
Disallow: /private/ 
Disallow: /my_secret.html 

robots.txt ファイルの詳細および使用できるディレクティブについては、

http://www.robotstxt.org/robotstxt.htmlを参照してください。 
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ウェブサイトのコピーを保存して、読み込む 
ウェブサイトのコンテンツとデザインに関する作業時に、各サイトの複数のコピーをサーバに保存し、

保存したコピー（別名「スナップショット」からサイトを復元することができます。サイトコピーの

保存は、以下の場合に便利です。 

 同じウェブサイトを複数バージョン用意して、後でレビュー用に読み込み、 も優れたデザインや

も適切なバージョンを選んでインターネットに公開する。 

 サイトデザインまたはコンテンツに大幅な変更を加えるか実験を行う際に、問題発生時に安全に元

に戻せるようにする。 

注記： ［画像ギャラリー］モジュール内の写真は、スナップショットには保存されません。画像は顧

客アカウントまたは Picasa ウェブアルバム（このオプションを使用する場合）に保存されます。 

 サイトの現在のデザインおよびコンテンツを保存するには： 

1. Web Presence Builderエディタのメインメニューで［保存］オプションの横の 
 アイコンをクリックします。 

注記： ［保存］をクリックすると、簡易保存サイトコピーが「自動保存されたスナップショット」

という名前で保存されます。メインメニューで［元に戻す］をクリックすることにより、後でこの

コピーからサイトを復元することができます。 

2. 表示されるリストから、空き保存スロットを選び、バックアップコピーの名

前を入力し、［保存］をクリックします。 

 保存したコピーからサイトを復元するには： 

1. Web Presence Builderエディタのメインメニューで［元に戻す］オプションの

横の  アイコンをクリックします。 

注記： ［元に戻す］をクリックすると、以前に［保存］をクリックして作成した簡易保存コピー

からサイトが復元されます。 

2. 表示されるリストで、サイトコピーを選択し、［読み込み］をクリックしま

す。 

3. ［はい］をクリックして復元を確認します。 

 サイトコピーをダウンロードするには： 

1. Web Presence Builderエディタのメインメニューで［保存］オプションの横の 
 アイコンをクリックします。 

2. ダウンロードするコピーを探し、 （ダウンロード）アイコンをクリックし

ます。 
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3. ファイルの保存先としてコンピュータ上のディレクトリを選択し、［OK］を

クリックします。 

 サイトコピーをアップロードするには： 

1. Web Presence Builderエディタのメインメニューで［元に戻す］オプションの

横の  アイコンをクリックします。 

2. コピーのアップロード先とするスロットの横の （アップロード）アイコ

ンをクリックします。 

3. サイトスナップショットファイル（SSB形式）をブラウズし、選択します。 

4. アップロードしたスナップショットからサイトを復元するには、これを選択

して［読み込み］をクリックします。 

 サイトコピーを削除するには： 

1. Web Presence Builderエディタのメインメニューで［保存］オプションの横の 
 アイコンをクリックします。 

2. 削除するサイトコピーを探して、対応する （削除）アイコンをクリックし

ます。 
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インターネット上にウェブサイトを公開する 
ウェブサイトのデザインとコンテンツをインターネットに公開する準備ができたら、メインメニュー

の右上隅にある［公開］をクリックします。Web Presence Builder によって、ホスティングプロバイ

ダに指定された場所にウェブサイトが自動的に公開されます。 



 

684 ウェブホスティング管理 
 

Facebookにウェブサイトのコピーを公開する 
インターネット上にサイトを公開してから、Facebook（http://www.facebook.com）などの主要ソーシ

ャルネットワークサイトにサイトのコピーを公開して訪問者を増やすことができます。 

Facebook 上のサイトコピーには、サイトのほとんどのコンテンツが表示されますが、デザインとレイ

アウトには次のような変更が適用されます。 

 ヘッダ、サイドバー、およびフッタは表示されません。 

 ナビゲーションメニューはサイトページの上部のみに表示されます。 

 ページの幅は 520 ピクセル以内に制限されます。これより広いページの場合、水平スクロールバ

ーが表示されます。 

 フォントの種類、サイズ、および色は、サイト所有者がこれらのフォントプロパティを Web 
Presence Builder エディタで明示的に選択していない限り、Facebook デザインに従って変更され

ます。 

 画像ギャラリー、オンラインストア、ソーシャルメディアサイトでの共有用リンクは表示されませ

ん。 

 Facebook にサイトコピーを追加するには： 

1. メインメニューで、［設定］タブ>［ソーシャルメディア］タブの順にクリック

します。 

2. ［Facebookにサイトのコピーを表示する］チェックボックスをオンにしておき

ます。 

3. ［Facebookにサイトのコピーを追加する］リンクをクリックします。Facebook
ホームページが新しいブラウザウィンドウまたはタブに表示されます。 

4. Facebookアカウントにログインするには、メールアドレスおよびパスワー

ドを入力し、［ログイン］をクリックします。 

5. サイトコピーを表示するFacebookページがない場合は、これを作成してく

ださい。作成するには、［Create It Now］をクリックして、画面の指示に従い

ます。ページが作成されたら、別のブラウザウィンドウまたはタブに表示さ

れる［Parallels Web Presence Builder at Facebook］ページに戻ります。 

6. ［Add Parallels Web Presence Builder Application］をクリックします。このアプリケ

ーションは、ホスティングアカウント上のウェブサイトとFacebook上のサ

イトコピーの間の同期を行います。 

7. ページへのアプリケーション追加を確認するには、［Add Parallels Web Presence 
Builder］をクリックしてください。 

サイトコピーが追加されます。これを表示するには、左側の Facebook のナビゲーションペインで［ウ

ェブサイト］リンクをクリックしてください。 
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サイトに変更を加え、Web Presence Builder エディタで再公開すると、Facebook 上のサイトコピーが

これに従って更新されます。 

 Facebook からサイトコピーを削除するには： 

1. Web Presence Builderエディタのメインメニューで、［設定］タブ>［ソーシ

ャルメディア］タブの順にクリックします。 

2. ［Facebookにサイトのコピーを表示する］チェックボックスをクリアします。 

3. 確認のため［はい］をクリックします。 

4. Facebookページで、Web Presence Builderアプリケーションを削除しま

す。 
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ダッシュボードでサイトの訪問統計、コメント、

新規注文を確認する 
サイトの公開後、Web Presence Builder のメインメニューからダッシュボードにアクセスし、以下の

作業を実行できます。 

 ウェブサイトの訪問統計を参照する。統計情報は、Google Analytics によって提供され、ウェブサ

イト設定に Google Analytics のコードを指定すると利用可能になります。詳しくは「ウェブマスタ

ー用の設定とツール（678ページ）」を参照してください。 

 ウェブサイトのページに訪問者が残した新しいコメントを参照する。コメントは、コメント機能を

セットアップするとダッシュボードに表示されます。詳しくは「ブログ（667ページ）」および「コ

メント機能（670ページ）」のセクションを参照してください。 

 オンラインストアを訪問した顧客からの新しい注文を参照する。新しい注文は、オンラインストア

をセットアップするとダッシュボードに表示されます。詳しくは「オンラインストア（674ページ）」

のセクションを参照してください。 

 ウェブサイト訪問統計を表示するには： 

1. メインメニューで［ダッシュボード］をクリックします。 

2. ダッシュボードへの初回アクセス時に、Google Accountとサイトの関連付け

を確定してください。 

a. ［Google Analyticsへのログイン］をクリックします。 

b. Google Accountにログインします。 

c. アカウントへのアクセスを許可することを確認します。 

3. ［ウェブサイト訪問の統計］チャートの下で、［チャートをもっと見る］リンク

または  アイコンをクリックします。 

［概要］セクションに、過去 30 日間の以下の統計が表示されます。 

 ［プロファイルレポート］の下で現在選択されている指標についての詳細なチャート。 

 過去 30 日間の合計訪問数。 

 新規訪問数。 

 ユーザの平均サイト滞在時間。 

 ページビューの合計数。 

 訪問ごとの平均ページビュー数。 

 新規訪問率。 

［トラフィックソースの概要］のセクションには、過去 30 日間の訪問者の訪問元ウェブサイトア

ドレスが表示されます。（直接）アイテムは、ブラウザでアドレスを直接指定してサイトにアクセ

スした訪問者の割合を示します。 

［訪問者のロケーション］セクションには、過去 30 日間の訪問者の地理的ロケーションが表示さ

れます。 
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 サイト訪問者によるコメントを表示するには： 

1. メインメニューで［ダッシュボード］をクリックします。 

2. ［コメント］の下で、［ここで見る］リンクまたは  アイコンをクリック

します。 

3. コメントが残されたウェブページを開くには、［コメントへのリンク］をクリ

ックします。 

4. Disqusサイトでコメントを管理するには、［コメント管理］をクリックしま

す。 

 オンラインストアを訪問した顧客からの注文を表示するには： 

1. メインメニューで［ダッシュボード］をクリックします。 

2. ［注文］の下で、［ここで見る］リンクまたは  アイコンをクリックして

から、［注文］タブをクリックします。 

3. Ecwidサイトで注文を処理するには、［注文管理］をクリックします。 
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ウェブサイトを削除する 
Web Presence Builder エディタからサイトを削除すると、エディタで開いている 新のサイトドラフ

トと保存済みのサイトコピー（スナップショット）のみが削除されます。ホスティングアカウントに

公開されたサイトコピーは削除されません。 

 新のサイトコピーをエディタから削除するには： 

Web Presence Builder エディタのメインメニューで、［その他］>［サイトを削除する］の順に選択し

ます。 

 



 

  
 

ウェブサイトへの FTP アクセス 

ウェブサイトコンテンツ更新の も簡単な方法は、FTP 経由でのアップロードです。FTP（ファ

イル転送プロトコル）とは、2 つのホスト（たとえば自分のコンピュータと Panel サーバ）間で

ファイルを転送するための標準ネットワークプロトコルです。Panel が FTP サーバとなり、ユ

ーザは任意の FTP クライアントを使用してサーバ上のディレクトリにアクセスします。Panel
は、次のようにあらゆる FTP 機能を備えています。 

 サーバへの認証付きのアクセス： 詳しくは、「FTP アクセスクレデンシャルを変更する（689
ページ）」のセクションを参照してください。 

 複数ユーザアカウントによるコラボレーション： 詳しくは、「FTP アカウントを追加する

（690ページ）」のセクションを参照してください。 

 匿名 FTP アクセス： ソフトウェアアップデートを共有するためなどに使用できる、認証な

しのアクセスです。詳しくは、「匿名 FTP アクセスをセットアップする（692ページ）」の

セクションを参照してください。 

  

このセクションの内容: 

FTP アクセスクレデンシャルを変更する .............................................................................. 689 
FTP アカウントを追加する .................................................................................................. 690 
匿名 FTP アクセスをセットアップする .................................................................................. 692 
 
 
 

FTPアクセスクレデンシャルを変更する 

 FTP アカウントのユーザ名またはパスワードを変更するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、アカウントに関連付け

られた複数のウェブスペースにアクセスできる場合、画面上部にある

［契約］メニューで、ウェブサイトがホスティングされているウェブス

ペースを選択してください。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［ウェブホスティング設定］をクリックします。 

4. 新しいユーザ名またはパスワードを入力します。 

5. ［OK］をクリックします。 
 

第 1 1 章  
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FTPアカウントを追加する 
自社のウェブサイトで他のユーザと共同作業したり、他のユーザにサブドメインをホスティング

する場合、他のユーザのために個別の FTP アカウントを作成すると便利です。 

 追加の FTP アカウントを作成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペース

へのアクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある

［契約］メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［FTPアクセス］をクリックします。 

4. ［追加FTPアカウント］タブで［追加FTPアカウントを作成する］をクリッ

クします。 

5. 以下を指定します。 

 FTP アカウント名：任意の名前を入力します。 

 ホームディレクトリ：ユーザが FTP アカウントに接続すると表示されるディレクトリを

選択します。 

 FTP パスワード： 

 ハードディスククォータ（Windows ホスティング）：サーバ上で FTP ユーザが占有で

きるディスク容量を制限するには、［ハードディスククォータ］ボックスの横の［無制

限］チェックボックスをオフにして、ディスク容量をメガバイトで入力します。 

 読み取りパーミッション（Windows ホスティング）。ホームディレクトリのコンテンツ

を参照し、そこからファイルをダウンロードする権限を FTP ユーザに与えるには、［読

み取りパーミッション］チェックボックスをオンにします。 

 書き込みパーミッション（Windows ホスティング）。ホームディレクトリでディレクト

リの作成/表示/名前変更/削除を行う権限を FTP ユーザに与えるには、［書き込みパーミ

ッション］チェックボックスをオンにします。 

Windows ホスティングでは、パーミッションを付与しないと、FTP アカウントへの接続

が確立されても、ユーザにホームディレクトリのコンテンツが表示されません。 

6. ［OK］をクリックします。 

 追加 FTP アカウントのプロパティを変更するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペース

へのアクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある

［契約］メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［FTPアクセス］をクリックします。 
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4. ［追加FTPアカウント］タブのリストで、必要なFTPアカウント名をクリ

ックします。 

5. 必要な変更を行い、［OK］をクリックします。 

 追加 FTP アカウントを削除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペース

へのアクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある

［契約］メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［FTPアクセス］をクリックします。 

4. ［追加FTPアカウント］タブで削除するアカウントのチェックボックスを

オンにし、［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。 
 



 

692 ウェブホスティング管理 
 

匿名 FTPアクセスをセットアップする 
他のユーザやサイトと IP アドレスを共有せず、専用 IP アドレスでサイトをホスティングしてい

る場合、他のユーザが FTP 経由でファイルを匿名で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セットアップすることができます。匿名 FTP をオンにすると、ユーザ

は「ftp://ftp.your-domain.com」などのアドレスを持つディレクトリに「anonymous」というユ

ーザ名と任意のパスワードを使用してログインできるようになります。 

 匿名 FTP アクセスを許可するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペース

へのアクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある

［契約］メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［FTPアクセス］をクリックします。 

4. ［匿名FTP］タブをクリックします。 

5. 以下を実行してください。 

a. 匿名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。 

b. ユーザがFTPサイトにログインすると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する］チ

ェックボックスをオンにして、入力フィールドに任意のメッセ

ージテキストを入力します。 

すべての FTP クライアントでウェルカムメッセージが表示されるわけではありません。 

c. サイトの訪問者に /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。 

d. 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オンにします。 

e. /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

ェックボックスをオンにします。 

f. アップロードするファイルが占有できるディスク容量を制限す

るには、［受信ディレクトリのディスク容量を制限する］オプショ

ンに対して［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。 
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これがハードクォータです。この制限に達すると、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。 

g. 匿名FTPサーバに同時接続できる数を制限するには、［同時接続

の数を制限する］オプションに対して［無制限］チェックボック

スをオフにし、許可される接続数を指定します。 

h. 匿名FTP接続の帯域幅を制限するには、［この仮想FTPドメインの

ダウンロード帯域幅を制限する］オプションに対して［無制限］チ

ェックボックスをクリアし、 大帯域幅をキロバイト毎秒で入

力します。 

6. ［OK］をクリックします。 

 匿名 FTP サービスを設定変更するか、無効にするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペース

へのアクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある

［契約］メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［FTPアクセス］をクリックします。 

4. ［匿名FTP］タブをクリックします。 

5. 必要な操作を実行します。 

 必要に応じて設定を調整し［OK］をクリックします。 

 匿名 FTP サービスを無効にするには、［スイッチオフ］をクリックします。 
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メール 

コントロールパネルでメールアカウントを作成または削除したり、メール転送をセットアップし

たり、スパムやウイルスからの防御を設定することなどができます。メールサービスの構成につ

いて詳しくは、「メールを構成する（695ページ）」のセクションを参照してください。 

複数のメールアドレスをニュースやプロモーションの配信に使用したり、グループディスカッシ

ョンをセットアップするには、メーリングリストのセットアップを検討してください。これは、

複数のユーザが登録されているメールアドレスです。詳しくは、「メーリングリストを使用する

（704ページ）」のセクションを参照してください。 

 

このセクションの内容: 

メールアカウントを追加する ................................................................................................ 694 
メールを構成する ............................................................................................................... 695 
メーリングリストを使用する ................................................................................................. 704 
 

 

メールアカウントを追加する 

 メールアドレスを作成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペース

へのアクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある

［契約］メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブをクリックします。 

3. ［メールアドレスの作成］をクリックします。 

4. メールアドレスの @ 記号の左側部分を入力し、（アカウントに複数の

ドメイン名がある場合は）メールアドレスを作成するドメイン名を選択

します。 

5. ［メールボックス］チェックボックスはオンにしておきます。 

このチェックボックスは、受信メールを他のアドレスに転送するメールフォワーダとしてこ

のアドレスを使用する場合に限ってオフにしてください。 

6. メールボックスのサイズを指定するか、プロバイダのポリシーまたはサ

ービスプランに定義されているデフォルトサイズを使用します。 

7. 半角アルファベット5文字以上のパスワードを入力します。 
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8. ［OK］をクリックします。 

 メールアドレスを削除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペース

へのアクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある

［契約］メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブをクリックします。 

3. 削除するメールアドレスに対応するチェックボックスを選択し、［削除］

をクリックします。 

4. 削除を確認して、［はい］をクリックします。 

 
 

メールを構成する 
Panel では、次の 2 つのレベルでメールサービスを構成できます。 

 メールアカウント設定の構成： これらの設定は、メールアカウントのみに影響します。 た
とえば、受信メッセージの転送先や、スパムの可能性があるメールの処理方法などです。 メ
ールアカウントに対して可能なオペレーションについて詳しくは、「メールアカウントを構

成する（696ページ）」のセクションを参照してください。 

 グローバルなメール設定の構成： これらは、契約内のすべてのメールボックスに影響する

契約全体の設定です。 たとえば、Panel で使用するウェブメールシステムや、存在しないユ

ーザに送信されたメールの処理方法などです。 ただし、ホスティングプランによっては、

これらの設定を使用できない場合があります。 グローバルなメール設定を変更する方法は、

「（高度）メールのグローバル設定を構成する（703ページ）」のセクションを参照してく

ださい。 

 

このセクションの内容: 

メールアカウントを構成する ................................................................................................ 696 
（高度）メールのグローバル設定を構成する ........................................................................ 703 
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メールアカウントを構成する 

プロバイダのポリシーで、コントロールパネルでのメールアカウントとサービスのセットアップが許

可されている場合、次のメールサービスをセットアップして使用できます。 

 顧客のドメイン名に関連付けられたメールボックス。 

 メールエイリアス： ユーザのプライマリ（メイン）メールアドレスに関連付けられている追加の

メールアドレス。メールエイリアスは、インターネット上で公開できる一時的なアドレスとして使

用できます。メールエイリアスとして設定しているアドレスにスパムが届くようになった場合は、

エイリアスを削除して別のエイリアスを作成できます。 

 メール転送： 各メールアカウントに対して、すべての受信メールのコピーを別のメールアドレス

に送信するメール転送サービスをセットアップできます。 

 自動返信： 各メールアカウントに対して、あらかじめ定義したメッセージをすべての受信メール

に返信する自動返信機能をセットアップできます。これは、不在時に「外出中」や「休暇中」など

の通知を送信する場合に便利です。 

 スパムからの保護： 各メールアカウントに対し、アンチスパムフィルタによるすべての受信メッ

セージのチェックをセットアップすることができます。さらに、スパムと見なされたメッセージの

処理方法（削除、特別なフォルダに移動、またはメッセージ件名にテキストを追加）を指定できま

す。 

 ウイルス保護： Panel では、すべての送受信メールに対してウイルスチェックを実行できます。 

  

このセクションの内容: 

メール転送をセットアップする .............................................................................................. 697 
メールエイリアスを作成する ................................................................................................ 698 
自動返信をセットアップする ................................................................................................ 699 
スパムから防御する ........................................................................................................... 700 
ウイルスから防御する ........................................................................................................ 702 
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メール転送をセットアップする 

 メールアドレスにメール転送をセットアップするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］ > ［転送］タブに進みます。 

3. ［メール転送を有効にする］チェックボックスをオンにします。 

4. メールの転送先とするメールアドレスを1つ以上指定します。複数のメール

アドレスを指定する場合は、スペース、コンマ、セミコロンで区切るか、改

行してください。 

5. ［OK］をクリックします。 

6. 転送したメッセージのコピーをメールボックスに残したくない場合は、［メ

ール］タブで［メールアドレス］に進み、［メールボックス］チェックボック

スをオフにして、［OK］をクリックしてください。 

 メール転送を無効にするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］ > ［転送］タブに進みます。 

3. ［メール転送を有効にする］チェックボックスをオフにして、［OK］をクリッ

クします。 
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メールエイリアスを作成する 

 メールアカウントの追加メールアドレス（メールエイリアス）を追加
または削除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］ > ［メールエイリアス］タブに進みます。 

3. 以下のいずれかを実行します。 

 アドレスを追加するには、［メールエイリアス］ボックスに入力し、［OK］をクリックします。 

 アドレスを削除するには、削除するアドレスの右側の［削除］リンクをクリックします。  
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自動返信をセットアップする 

 メールアドレスに自動返信をセットアップするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］ > ［自動返信］タブに進みます。 

3. ［自動返信を有効にする］チェックボックスをオンにして、次の設定を指定し

ます。 

 自動返信メールの件名。 

 メッセージフォーマット。受信者によっては、HTML 形式のテキストを表示できないため、［テ

キスト形式］オプションを選択しておくことをお勧めします。 

 エンコード。メッセージ内の文字が正しく表示されるようにするためには、UTF-8 を選択して

おくことをお勧めします。 

 メッセージテキスト。 

 転送先アドレス。受信メッセージを他のメールアドレスに転送する場合、このボックス内に転

送先のメールアドレスを入力してください。 

 添付ファイル。メッセージにファイルを添付するには、［参照］をクリックしてファイルを選

択します。 

4. ［OK］をクリックします。 

 メールアドレスに設定した自動返信をオフにするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］ > ［自動返信］タブに進みます。 

3. 自動返信をオフにするには、［自動返信を有効にする］チェックボックスをオ

フにして、［OK］をクリックします。 
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スパムから防御する 

 メールボックスのスパムフィルタを有効にするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］>［スパムフィルタ］タブに進みます。 

3. ［このメールアドレスに対してスパムフィルタを有効にする］チェックボックス

をオンにします。 

4. スパムに分類されたメッセージをどのように処理するかを指定します。 

 ローカルコンピュータのソフトウェアを使用してメールをフィルタする場合は、［スパムメッ

セージの件名に指定テキストを追加してマーキングする］オプションを選択し、スパムフィル

タがスパムとして認識したメッセージをマーキングする方法を指定します。デフォルトでは、

「X-Spam-Flag: YES」ヘッダおよび「X-Spam-Status: Yes」ヘッダがメッセージソースに付

加され、必要に応じて件名行の先頭に特定のテキスト文字列が追加されます。 

 スパムフィルタの精度を信頼できる場合、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、［スパムメッセージをすべて削除す

る］オプションを選択します。 

 IMAP プロトコル経由でメールボックスにアクセスしており、スパムと見なされたすべてのメ

ッセージをスパムフィルタによって「Spam」という名前の IMAP フォルダに移動させたい場

合は、［スパムをスパムフォルダに移動する］オプションをオンにしてください。 

すべてのメッセージは 30 日後に「Spam」フォルダから自動的に削除されるため、重要なメッ

セージを見落とさないように「Spam」フォルダのコンテンツは定期的に確認し、スパムでは

ないすべてのメッセージを受信フォルダに戻す必要があります。 

［スパムをスパムフォルダに移動する］オプションをオンにすると、スパムフィルタを学習さ

せ、受信ボックスから「Spam」へ、あるいは「Spam」から受信ボックスへスパムメッセージ

を移動して精度を上げることができます。 

5. スパムフィルタの感度を調節したい場合は、［高度な設定を表示する］をクリ

ックして、メッセージがスパムとみなされるスコアを示すポイント数を入力

してください。 

SpamAssassin は、各メッセージの本文と件名に対して複数のテストを実行します。そのため、各

メッセージに複数のポイントが記録されます。ポイントが高いほど、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、件名と本文にテキスト文字列「BUY VIAGRA AT LOW PRICE!!!」
が含まれるメッセージのスコアは、8.3 ポイントになります。デフォルトで、スコアが 7 ポイント

以上のメッセージをスパムと分類するようにフィルタ感度が設定されています。 

 現在の設定であまりに多くのスパムメッセージが届くため、スパムフィルタの感度を上げるに

は、［スパムフィルタの感度］ボックスの値を 6 などに下げて設定してみてください。 

 スパムフィルタでジャンクとみなされて必要なメールを受信できないため、スパムフィルタの

感度を下げるには、［スパムフィルタの感度］ボックスの値を上げて設定してみてください。 
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注： スパムフィルタの精度を向上するには、このセクションの説明に従い、受信メールメッセー

ジのスパムフィルタに学習させることができます。 

6. 特定の送信者からのメールを常に受信したい場合は、メールアドレスまたは

ドメイン名を［ホワイトリスト］フィールドに追加してください。 

複数のアドレスが存在する場合は、アドレスごとに改行するか、コンマ、コロン、スペースでアド

レスを区切ってください。アスタリスク（*）は任意の組み合わせ文字を意味し、疑問符（?）は任

意の一文字を意味します。例えば「address@mycompany.com」、「user?@mycompany.com」、

「*@mycompany.com」のように入力します。「*@mycompany.com」を指定すると、

「mycompany.net」というドメインを持つすべてのメールアドレスがホワイトリストに追加されま

す。 

7. 特定のドメインや特定の送信者からのメールを受信したくない場合は、メー

ルアドレスまたはドメイン名を［ブラックリスト］フィールドに追加してくだ

さい。 

複数のアドレスが存在する場合は、アドレスごとに改行するか、コンマ、コロン、スペースでアド

レスを区切ってください。アスタリスク（*）は任意の組み合わせ文字を意味し、疑問符（?）は任

意の一文字を意味します。例えば「address@spammers.net」、「user?@spammers.net」、

「*@spammers.net」のように入力します。「*@spammers.net」を指定すると、「spammers.net」
ドメインを持つすべてのメールがブロックされます。 

8. Windowsベースの顧客アカウントを使用している場合、信頼できる言語と文

字セットも指定できます。指定された言語と定義された文字セットで記述さ

れているメールメッセージは、スパムフィルタを通過し、スパムとマーキン

グされません。 

9. Windowsベースの顧客アカウントでは、メールの送信元のコンピュータまた

はネットワークのIPアドレスを指定することもできます。ネットワークアド

レスを指定する場合、アドレスを入力して、スラッシュの後にネットワーク

マスクを追加します。例えば「192.168.10.10/24」のようにします。 

10. ［OK］をクリックします。 

サーバの SpamAssassin スパムフィルタがアカウントに対してオンになっており、IMAP プロトコル経

由でメールボックスにアクセスしている場合、スパムの検出精度を改善することができます。 

 スパム検出の精度を改善するには：  

1. メールボックスに、ウェブメールまたはメールクライアントプログラムでア

クセスします。 

2. 受信フォルダ内のメッセージを確認します。すべてのスパムメッセージを

「Spam」フォルダに移動します。これにより、SpamAssassinスパムフィルタ

でのスパムの認識率が上がります。 
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ウイルスから保護する 

システムをウイルスから防御するには、疑わしい添付ファイルは開かず、ホスティング事業者がアン

チウイルスサービスを提供していればこれを有効にし、ファイアウォールおよびアンチウイルスソフ

トウェアが PC にインストールされていることを確認してください。また、オペレーティングシステム

を常に 新の状態に維持し、適宜、セキュリティホットフィックスとパッチをインストールします。 

 メールボックスのアンチウイルスを有効にするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］ > ［アンチウイルス］タブに進みます。 

3. ［このメールアドレスに対してアンチウイルス防御を有効にする］チェックボッ

クスをオンにします。 

4. 使用するメールスキャンモードを選択します。受信メール、発信メール、ま

たは送受信メールに対してスキャンを有効にできます。 

5. ［OK］をクリックします。 

ウイルス感染したメッセージが届くと、メールで通知されます。プロバイダが Kaspersky Antivirus を

使用している場合、［メール］タブの［メールアドレス］ > ［アンチウイルス］タブで構成すること

ができます。 

 メールボックスのアンチウイルスを無効にするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メールアドレス］ > ［アンチウイルス］タブに進みます。 

3. ［このメールアドレスに対してアンチウイルス防御を有効にする］チェックボッ

クスをオフにします。 

4. ［OK］をクリックします。 
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（高度）メールのグローバル設定を構成する 

次のようなメールサービス設定を構成し、契約内で作成されたすべてのドメインに適用することがで

きます。 

 メールサービスのステータス。メールサービスのオン/オフを切り替えることができます。メール

サービスがオフになっている場合は、メールメッセージを送受信できません。 

 メールバウンス設定。デフォルトでは、貴社のドメインに存在しないメールアドレス宛てのメール

メッセージを受け取ったメールサーバは、メールを受信し、処理して、該当する受信者がドメイン

内に存在しないと認識してから、エラーメッセージ付きで送信者にメールを返します。以下のいず

れかを選択できます。 

 今後も、このようなメールは送信者に返す（［メッセージ付きでバウンスする］オプション） 

 指定メールアドレスに転送する（［キャッチ転送］オプション） 

 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（［指定した IP アドレスの外部メー

ルサーバに転送する］オプション）（※Windows ホスティングのみ） 

 メールを受け取らず、送信者に通知せずに拒否する（［拒否］オプション） 

 ウェブメール。サービスプランに、アカウントで使用するウェブメールプログラムを選択するオプ

ションが含まれている場合、グローバルメール設定でプログラムを選択できます。 

 メールサービス設定を構成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［設定の変更］をクリックします。 

3. 必要なオプションを選択し［OK］をクリックします。 
 



 

704 ウェブホスティング管理 
 

メーリングリストを使用する 
メーリングリストとは、多数のユーザが登録されているグループメールアドレスです。メーリングリ

ストを使用して、複数の受信者宛てにメールメッセージを一括送信できます。メーリングリストに登

録されたユーザ宛てに送信されるメールメッセージには、テキスト形式のメースからカラフルなニュ

ースレターまで、さらには画像やリンクが組み込まれたプロモーション、マルチメディアや発表資料

の添付など、あらゆるものを含めることができます。 

メーリングリストのメカニズム：Parallels Panel にメーリングリストのメールアドレスを作成し、そ

こにユーザを登録します。メーリングリストのアドレス宛てにメッセージを送信すると、登録された

すべてのユーザがこのメッセージを受信します。 

 メーリングリストをセットアップしてユーザを登録するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メーリングリスト］タブに進みます。 

3. ［メーリングリストの作成］をクリックします。 

4. メーリングリストのアドレスを入力します。複数のウェブサイトを使用して

いる場合は、メーリングリストを作成するウェブサイトを選択してくださ

い。 

5. メーリングリストにユーザを登録するには、ユーザのメールアドレスを1行
に1件ずつ入力します。 

6. メーリングリストが作成されたことをメーリングリスト管理者に通知するた

めには、［メーリングリストの作成を管理者に通知する］チェックボックスを

オンにします。 

7. ［OK］をクリックします。 

 ユーザを登録または登録解除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メーリングリスト］タブに進みます。 

3. メーリングリストのアドレスをクリックします。 

4. 以下のいずれかを実行します。 

 メーリングリストにユーザを登録するには、［登録者］フィールドにユーザのメールアドレス

を 1 行に 1 件ずつ入力します。 



 

 ウェブホスティング管理 705 
 

 ユーザの登録を解除するには、［登録者］フィールドから該当アドレスを削除します。 

5. ［OK］をクリックします。 

 メーリングリストを削除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［メール］タブで［メーリングリスト］タブに進みます。 

3. 削除するメーリングリストに対応するチェックボックスを選択し、［削除］

をクリックします。 

4. 削除を確認して、［はい］をクリックします。 

 メーリングリストサービスと、現在選択されている契約で作成された
すべてのメーリングリストを無効にするには： 

1. ［メール］タブで［メーリングリスト］タブに進みます。 

2. ［サービスを無効にする］をクリックします。 

 現在選択している契約のメーリングリストサービスを有効にするに
は： 

1. ［メール］タブで［メーリングリスト］タブに進みます。 

2. ［サービスを有効にする］をクリックします。 
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タスクをスケジューリングする 

決まった時間にホスティングアカウントでスクリプトを実行する必要がある場合は、Panel のタスクス

ケジューラを使用して、スクリプトを自動実行することができます。 

 

このセクションの内容: 

タスクをスケジューリングする（Linux） ................................................................................. 706 
タスクをスケジューリングする（Windows） ........................................................................... 709 
 

 

タスクをスケジューリングする（Linux） 
決まった時間にホスティングアカウントでスクリプトを実行する必要がある場合は、Panel のタスクス

ケジューラを使用して、スクリプトを自動実行することができます。 

Panel 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。 

 autoreport.php – ドメインに関するレポートを毎日、毎週、毎月配信します（3 つの別々のタ

スク）。 

 backupmng – スケジュールされたドメインバックアップを 30 分ごとに開始します。 

 statistics – ドメイン別のリソース使用率の統計を生成します。 

 mysqldump.sh – 3 つの MySQL データベース（psadump、MySQL、Horde データベース）のバ

ックアップコピーを作成します。 

これらのタスクは統計、データベース、レポートに関連しているため、変更または削除しないことを

お勧めします。 

 タスクをスケジューリングするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. ［新しいタスクをスケジュールする］をクリックします。 

4. ［スイッチオン］チェックボックスはオンのままにします。 

5. コマンドを実行する時間を指定します。 
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 分： 0～59 の値を指定します。 

 時： 0～23 の値を指定します。 

 日： 1～31 の値を指定します。 

 月： 1～12 の値を指定するか、ドロップダウンボックスから月を選択します。 

 曜日： 0～6（日曜日が 0）の値を入力するか、メニューから曜日を選択します。 

UNIX crontab エントリ形式を使用して、時間をスケジュールできます。この形式では、以下の操

作が可能です。 

 複数の値をコンマ区切りで入力する。2 つの数字をハイフンでつなげると、包含範囲を意味し

ます。例えば、ある月の 4 日、5 日、6 日、20 日にタスクを実行するには、「4-6,20」と入力

します。 

 そのフィールドで許可されるすべての値を指定するには、アスタリスクを使用します。例えば、

タスクを毎日実行する場合、［日］テキストボックスに「*」と入力します。 

「N」ごとに実行するようにタスクをスケジュールするには、「*/N」という組み合わせを入力しま

す（「N」はフィールドの値で、単位は分、時、日、月）。例えば、［分］フィールドに「*/15」
と入力すると、15 分ごとに起動するタスクがスケジュールされます。 

月と曜日は省略名で入力できます（Aug、Jul、Mon、Sat など、英単語の 初の 3 文字）。ただし、

省略名をコンマで区切ったり、数字と一緒に指定することはできません。 

6. 実行するコマンドを指定します。［コマンド］入力ボックスにコマンドを入力

します。 

例えば、バックアップ作成タスクを指定の時間に実行し、バックアップファイルを自分のメールア

ドレスに送信するには、次のコマンドを［コマンド］入力ボックスに指定します。 

/usr/local/psa/admin/sbin/backupmng 

7. ［OK］をクリックします。 

 タスク開始時に通知を受け取るには：  

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

2. ［設定］をクリックし、通知ポリシーを指定します。 

 スケジューリングされたタスクの実行を一時停止するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. 一時停止するタスクのリンクを、［コマンド］列でクリックします。 

4. ［スイッチオン］チェックボックスをオンにして、［OK］をクリックします。 
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 スケジューリングされたタスクの実行を再開するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. 実行を再開するタスクのリンクを、［コマンド］列でクリックします。 

4. ［スイッチオン］チェックボックスをオンにして、［OK］をクリックします。 

 タスクをキャンセルするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. キャンセルするタスクの左側にあるチェックボックスをオンにして、［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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タスクをスケジューリングする（Windows） 
決まった時間にホスティングアカウントでスクリプトを実行する必要がある場合は、Panel のタスクス

ケジューラを使用して、スクリプトを自動実行することができます。 

Panel 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。 

 Update antivirus database： Parallels Premium Antivirus データベースを更新します。 

 Statistics calculation： トラフィックやディスク容量といったリソース使用量の統計を生成します。 

これらのタスクはサイト統計、データベース、レポートに関連しているため、変更または削除しない

ことをお勧めします。 

 タスクをスケジューリングするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. ［新しいタスクをスケジュールする］をクリックします。 

4. スケジュールタスクを作成後すぐに有効化したい場合、［スイッチオン］チェ

ックボックスはオンのまま残します。 

5. ［説明］フィールドにタスクの名前を入力します。 

6. ［スケジューラからの通知］で、スケジューラによるタスク実行時に通知する

かどうかを指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

 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： 該当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。このオプションの選択後、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。 

7. 実行するコマンドまたは実行可能ファイルを指定します。［実行可能ファイル

のパス］入力ボックスに入力します。オプションを指定してコマンドを実行

する必要がある場合は、オプションを［引数］フィールドに入力します。 

 例えば、ディスク容量を計算する統計計算タスクを実行し、example.com および example.net
ドメインの詳細を表示するには、［実行可能ファイルのパス］入力ボックスに次のパスを指定

します。 

C:\Program Files\Parallels\Parallels Panel\admin\bin\statistics.exe 

次に、以下のオプションを［引数］フィールドに入力します。 

--disk-usage --process-domains=example.com, example.net –verbose 
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 独自の php スクリプトをタスクスケジューラを使用して実行するには、次のパスを［実行可能

ファイルのパス］入力ボックスに指定します。 

C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels 
Panel\Additional\PleskPHP5\php.exe 

次に、以下のスクリプトの場所を［引数］フィールドに入力します。 

C:\Inetpub\vhosts\mydomain.tld\httpdocs\myscript.php 

8. ［タスクの優先度］フィールドで、適切な優先度を選択します。タスクの優先

度は［低］、［中］、［高］から選択できます。 

9. ［時］、［日］、［月］、［曜日］フィールドで適切なチェックボックスをオ

ンにして、コマンドをいつ実行するかを指定します。 

10. ［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］

をクリックしてスケジュールしたタスクを今すぐ実行します。 

 スケジューリングされたタスクの実行を一時停止するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. 一時停止するタスクを選択し、該当するリンクを［説明］列でクリックしま

す。 

4. ［スイッチオン］チェックボックスをオフにします。 

5. ［OK］をクリックします。 

 スケジューリングされたタスクを再開するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. 実行を再開するタスクを選択し、該当するリンクを［説明］列でクリックしま

す。 

4. ［スイッチオン］チェックボックスをオンにします。 

5. ［OK］をクリックします。 

 タスクをキャンセルするには： 
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1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある［ス

ケジュール済みタスク］に進みます。 

3. キャンセルするタスクの左側にあるチェックボックスをオンにして、［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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データベースを使用する 

ウェブサイトに独自のデータ処理アプリケーションを組み込んだり、ウェブページをダイナミックに

生成する場合は、データの保存や取得のためにデータベースが必要になります。 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、PostgreSQL、または 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。 アプリケーションカタログからアプ

リケーションをインストールすると、必要なデータベースとデータベースユーザアカウントはすべて

自動的に作成されます。 

このセクションの内容: 

データベースを管理する ..................................................................................................... 712 
外部データベースにアクセスする（Windows） ...................................................................... 717 
 

 

データベースを管理する 
Panel では、様々なデータベース管理オペレーションを実行できます。 

 データベースの作成と削除 

 既存のデータベースのインポート 

 コラボレーション用の追加データベースユーザアカウントの作成。 

 

これらのオペレーションについて詳しくは、この章の各セクションを参照してください。 

 

このセクションの内容: 

データベースを作成する ..................................................................................................... 713 
データベースをインポートする ............................................................................................. 714 
データベースユーザアカウントを作成する ........................................................................... 715 
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データベースを作成する 

 顧客アカウントに新しいデータベースを作成するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブをクリックします。 

3. ［高度なオペレーション］グループの［データベース］をクリックします。 

4. ［新しいデータベースの追加］をクリックします。 

5. データベースの名前を入力します。 

名前は、先頭をラテン文字にし、英数字とアンダースコアだけ使用することをお勧めします（64
文字以内）。 

6. 使用するデータベースタイプを、MySQL、PostgreSQL、Microsoft SQL 
Serverから選択します。［OK］をクリックします。 

7. データベース管理者のクレデンシャルをセットアップするには、［新しいデー

タベースユーザを追加する］をクリックします。 

8. 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。 

9. ［OK］をクリックします。 

 

 データベースとそのコンテンツを削除するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで ［データベース］に進みます。 

3. 削除するデータベースのチェックボックスをオンにします。 

チェックボックスが灰色で表示された場合、このデータベースはウェブアプリケーションで使用さ

れており、該当アプリケーションを削除しなければ削除することはできません。 

4. ［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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データベースをインポートする 

 既存のデータベースをインポートするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。  

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［データベース］（［高度なオペレーション］

グループ） > ［新しいデータベースユーザを追加する］の順に進みます。 

3. データベースの名前を入力します。 名前は、先頭をラテン文字にし、英数

字とアンダースコアだけ使用することをお勧めします（64文字以内）。  

4. 使用するデータベースタイプを選択します。 MySQL、PostgreSQL、または

Microsoft SQLサーバです。 ［OK］をクリックします。 

5. データベース管理者のクレデンシャルをセットアップするには、［新しいデー

タベースユーザを追加する］をクリックします。 

6. 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。 

7. ［ツール］グループの［Webadmin］アイコンをクリックします。 phpMyAdmin、
phpPgAdmin、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で開きます。 データベース管理ツ

ールにより、ウェブブラウザでデータベースユーザアカウントを操作したり、

SQLクエリを実行できます。 

MySQL データベースを使用している場合： 

a. 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。  

b. 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。 

c. ［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 データベースを使用している場合： 

a. 左フレームでデータベース名をクリックします。 

b. ［クエリ］（虫メガネボタン）をクリックします。 

c. 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、PostgreSQL、Microsoft SQL サーバク

ライアントや、Panel からアクセスできるウェブベースのデータベース管理ツール（［ウェブサイトと

ドメイン］タブ > ［データベース］ > ［データベース名］ > ［WebAdmin］）を使用してください。 
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データベースユーザアカウントを作成する 

他のユーザと協力してウェブサイトを管理しており、これらすべてのユーザがデータベースにアクセ

スできるようにするには、別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： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。  

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［データベース］ > ［データベース名］の

順に進み、［新しいデータベースユーザを追加する］をクリックします。 

3. 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のパスワードを変更するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。  

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［データベース］を選択し、［データベース
名］ > ［データベースのユーザ名］をクリックします。 

3. 新しいパスワードを入力し［OK］をクリックします。 

 Webadmin ツールでのデータベース管理にデフォルトで使用するユー
ザアカウントクレデンシャルを指定するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。   

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［データベース］を選択し、データベース名
をクリックします。 

3. 必要なユーザアカウントに該当するチェックボックスをオンにします。 

4. ［DB Webadminのデフォルトに指定する］をクリックします。 

 データベースユーザアカウントを削除するには：  

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。   
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2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［データベース］を選択し、データベース名
をクリックします。 

3. 削除するユーザアカウントのチェックボックスをオンにします。 

4. ［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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外部データベースにアクセスする（Windows） 
アプリケーションで外部データベースにアクセスしてデータを保存する必要がある場合、Panel 経由の

ODBC 接続を確立する必要があります。 

 外部データベースへの ODBC 接続を確立するには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある

［ODBCデータソース］に進みます。 

3. ［新しいODBC DSNを追加する］をクリックします。 

4. 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。 

5. ［ドライバ］フィールドに必要なドライバを指定します。 

6. ［OK］をクリックします。 

7. ドライバの構成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、ユーザクレデンシャル、その他の接続オプションを、選択したド

ライバに応じて指定します。 

8. ［テスト接続］をクリックして、この設定で正しく接続できることを確認しま

す。［終了］をクリックして作成を完了します。 

 ODBC 接続の設定を変更するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある

［ODBCデータソース］に進みます。 

2. リストから、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. ［テスト接続］をクリックして、新規設定で接続できることを確認します。

［完了］をクリックして変更を保存します。 

 ODBC 接続を削除するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［高度なオペレーション］グループにある

［ODBCデータソース］に進みます。 

2. 削除する接続のチェックボックスをオンにします。 

3. ［削除する］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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ウェブサイトをバックアップまたは復

元する 

データの損失は、現在で一般的に発生する問題です。ハードウェアの故障、ハッカーの攻撃など、そ

の原因は様々です。データの損失による影響を 小限に抑えるために、Panel にはバックアップ/復元

機能が用意されています。バックアップ時に、Panel はアカウント構成とすべてのウェブサイトコンテ

ンツを複数のファイルに保存します。いつでも自由にバックアップを復元し、破損したデータを復旧

させたり、Panel を安定した状態に戻すことができます。 

この章では、Panel で次のオペレーションを実行する方法を説明します。 

 アカウントおよびサイトに関連するすべてのデータをバックアップする。詳しくは、「アカウント

とウェブサイトをバックアップする（721ページ）」のセクションを参照してください。 

 データベースをバックアップする（Windows）。詳しくは、「データベースをバックアップする

（Windows）（723ページ）」のセクションを参照してください。 

 バックアップをスケジュールする。詳しくは、「バックアップをスケジューリングする（724ペー

ジ）」のセクションを参照してください。 

 バックアップアーカイブからデータを復元する。詳しくは、「データを復元する（728ページ）」

のセクションを参照してください。 

 

このセクションの内容: 

データをバックアップする .................................................................................................... 719 
バックアップファイルを管理する .......................................................................................... 725 
データを復元する ............................................................................................................... 728 
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データをバックアップする 
必要に応じて、Panel では次の 2 種類のバックアップを実行できます。 

 顧客アカウント設定：このバックアップはサイズが小さく、構成に問題が発生した場合にアカウン

ト設定を復元するのに便利です。 

 顧客アカウントの設定とコンテンツ：このタイプのバックアップでは、Panel がウェブサイトのコ

ンテンツもすべて保存するため、ディスク領域とシステムリソースが大量に必要となります。この

ようなフルバックアップは、データの損失を防ぐ 適な方法です。 

バックアップはいつでも手動で開始できますが、時間を指定してスケジュールすることも可能です。

例えば、フルバックアップを 1 日に一度、サイト訪問者数が少ない夜間に行うように設定することが

できます。バックアップのスケジュールについて詳しくは、「バックアップをスケジュールする（724
ページ）」のセクションを参照してください。 

バックアップを保存する 

Panel にバックアップを保存する方法は 2 つあります。 

 Panel で管理されているホスティングサーバ上に保存：すべてのバックアップファイルは Panel
サーバに他のアカウントコンテンツとともに保存されます。この場合、バックアップファイルは契

約で提供されているディスク領域を消費します。 

 リモート FTP サーバ上に保存：すべてのバックアップファイルはリモート FTP リポジトリに保存

されます。この場合、バックアップファイルは契約で提供されているディスク領域を消費しません。

バックアップを FTP アカウントに保存するように Panel を構成する方法は、このセクションで後

述します。 

 

パスワード保護されたバックアップを作成する 

Panel 11.0 から、バックアップ内の機密データをパスワードで保護し、セキュリティを維持できるよ

うになりました。保護を施すことによって、たとえ外部バックアップストレージでセキュリティ侵害

が発生しても、攻撃者はバックアップデータを搾取できなくなります。 

バックアップのパスワードは、以下の方法で指定できます。 

 FTP リポジトリ設定（［ウェブサイトとドメイン］>［バックアップマネージャ］>［個人用 FTP
リポジトリの設定］）。 

 Panel 内部のリポジトリから、外部のロケーションにバックアップファイルをダウンロードすると

き。 

これらのバックアップを Panel に再びアップロードし、復元を試みると、保護に使用したパスワード

の入力を求めるプロンプトが表示されます。 

重要： 
バックアップの保護に使用したパスワードを忘れた場合、パスワードの問い合わせはできません。

そのため、バックアップファイル名とパスワードのリストを安全な場所に保管しておくことをお勧

めします。 
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FTP リポジトリを使用するように Panel を構成する 

バックアップファイルの保存に FTP サーバを使用する場合、［アカウント］タブ>［マイ・アカウント

とウェブサイトのバックアップ］>［個人用 FTP リポジトリの設定］に FTP サーバの設定を指定する

必要があります。 

 FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名。 

 バックアップファイルの保存先サーバのディレクトリ。 

 FTP アカウントにアクセスするユーザ名とパスワード。 

 バックアップファイルの保護に Panel が使用するパスワード。 

 

このセクションの内容: 

アカウントとウェブサイトをバックアップする .......................................................................... 721 
データベースをバックアップおよび復元する（Windows） ...................................................... 723 
バックアップをスケジューリングする .................................................................................... 724 
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アカウントとウェブサイトをバックアップする 

 アカウントおよびすべての契約に関連するすべてのデータをバックア
ップするには： 

1. ［アカウント］タブで［マイ・アカウントとウェブサイトのバックアップ］>［バ

ックアップ］の順に選択します。 

2. 以下を指定します。 

 バックアップファイル名のプレフィックスおよび説明。任意のファイル名を指定することはで

きませんが、バックアップファイル名にプレフィックスを付けるように Panel を設定すること

はできます。バックアップファイル名には、Panel により、バックアップファイルの作成日時

（グリニッジ標準時間）が自動的に追加されます。 

 バックアップファイルの分割。マルチボリュームバックアップを作成するには、該当するチェ

ックボックスをオンにしてボリュームサイズを MB 単位で指定します。 

 バックアップファイルの保存場所。バックアップファイルを保存するリポジトリを選択します。 

 バックアップ完了時のメール通知。バックアップ完了時に通知を受け取りたい場合は、メール

アドレスを入力します。 

 バックアップするデータの種類。アカウント設定のみをバックアップすることも、アカウント

設定とすべてのデータをバックアップすることもできます。 

 バックアップが完了するまでドメインを一時停止する - このオプションを選択して、ウェブサ

イトのバックアップ中にユーザがコンテンツや設定を変更できないようにします。 

注記： このオプションをオンにする場合、このバックアップファイルからデータを復元した

後で、ドメインエイリアスを必要とするすべてのサイトに対して手動でドメインエイリア

スを有効にする必要があります。これを行うには、［ウェブサイトとドメイン］タブで［ド
メインエイリアス］>［スイッチオン］を選択します。 

3. ［バックアップ］をクリックします。 

バックアップが終了すると、選択したリポジトリにバックアップファイルが保存されます。 

 契約に関連するすべてのウェブサイトをバックアップするには： 

1. 複数のホスティングパッケージを契約しており、複数のウェブスペースへの

アクセス権がアカウントに付与されている場合は、画面上部にある［契約］

メニューを使用して必要なウェブスペースを選択します。 

2. ［アカウント］タブで［ウェブサイトのバックアップ］ >［バックアップ］の順

に選択します。 

3. 以下を指定します。 

 バックアップファイル名のプレフィックスおよび説明。任意のファイル名を指定することはで

きませんが、バックアップファイル名にプレフィックスを付けるように Panel を設定すること

はできます。バックアップファイル名には、Panel により、バックアップファイルの作成日時

（グリニッジ標準時間）が自動的に追加されます。 
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 バックアップファイルの分割。マルチボリュームバックアップを作成するには、該当するチェ

ックボックスをオンにしてボリュームサイズを MB 単位で指定します。 

 バックアップファイルの保存場所。バックアップファイルを保存するリポジトリを選択します。 

 バックアップ完了時のメール通知。バックアップ完了時に通知を受け取りたい場合は、メール

アドレスを入力します。 

 バックアップするデータの種類。以下のバックアップを選択できます。 

 ウェブサイトの設定のみ 

 すべての設定とデータ（メールアカウントおよびメールボックス内のメッセージの有無を

問わず）。 

 メッージのあるメールアカウントのみ 

 バックアップが完了するまでドメインを一時停止する - このオプションを選択して、ウェブサ

イトのバックアップ中にユーザがコンテンツや設定を変更できないようにします。 

注記： このオプションをオンにする場合、このバックアップファイルからデータを復元した

後で、ドメインエイリアスを必要とするすべてのサイトに対して手動でドメインエイリア

スを有効にする必要があります。これを行うには、［ウェブサイトとドメイン］タブで［ド
メインエイリアス］>［スイッチオン］を選択します。 

4. ［バックアップ］をクリックします。 

バックアップが終了すると、選択したリポジトリにバックアップファイルが保存されます。 
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データベースをバックアップおよび復元する（Windows） 

Windows ベースの顧客アカウントを使用している場合、データベース、データベースユーザアカウン

ト、ウェブサイトで使用されるデータをバックアップし、後で復元することができます。 

以下が可能です。 

 ドメインデータベースをすべてのデータとユーザアカウントごとバックアップする。 

 データベースをバックアップファイルから復元する。 

 データベースのバックアップファイルをダウンロード、アップロード、削除する。 

 復元後に孤立したユーザを復元する。 

重要： Panel では、ストアドプロシージャ、ビュー、およびトリガーのバックアップは行われません。

これらのオブジェクトはバックアップユーティリティで無視され、復元はできません。 

 データベースをバックアップするには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで、［バックアップマネージャ］>［データベ

ースバックアップリポジトリ］に進みます。 

2. ［データベース］メニューで、バックアップしたいデータベースを選択しま

す。 

3. ［バックアップ］をクリックします。 

4. バックアップファイル名を指定して［OK］をクリックします。 

5. 作成したバックアップファイルをダウンロードするには、バックアップ処理

の終了後に、次のページでファイル名をクリックします。ファイルの保存場

所を選択し、［保存］をクリックします。 

6. ［OK］をクリックします。 

 

 データベースを復元するには： 

1. コントロールパネルにログインします 

2. ［ウェブサイトとドメイン］タブで［バックアップマネージャ］>［データベー

スバックアップリポジトリ］の順に選択し、復元するバックアップファイルの

チェックボックスをオンにして、［復元］をクリックします。 

サーバにバックアップファイルがなければ、ローカルマシンからサーバリポジトリにバックアップ

ファイルをアップロードできます。 

3. 該当するチェックボックスをオンにして復元を確認し、［OK］をクリックし

ます。 
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 バックアップリポジトリにバックアップファイルをアップロードする
には： 

1. コントロールパネルの［ウェブサイトとドメイン］で、［バックアップマネージ

ャ］>［データベースバックアップリポジトリ］の順に選択し、［バックアップ

ファイルのアップロード］をクリックします。 

2. ［データベース名］メニューで、バックアップファイルのアップロード先リポ

ジトリのデータベースを選択します。 

3. ［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。 

4. バックアップファイルがアップロードされたらすぐにデータベースの内容を

復元したい場合は、［アップロード後すぐにデータベースバックアップを復元す

る］チェックボックスをオンにしておきます。 

5. ［OK］をクリックします。 

データベースバックアップファイルが、指定したデータベースのバックアップリポジトリにアップロ

ードされます。 

バックアップをスケジューリングする 

 データのバックアップをスケジューリングするには： 

1. ［アカウント］タブで［マイ・アカウントとウェブサイトのバックアップ］ > ［ス

ケジュール済みバックアップの設定］の順に選択してください。 

2. ［このバックアップタスクを有効化する］チェックボックスをオンにして、以

下を指定します。 

 バックアップを実行する時間と頻度。 

 バックアップファイル名に追加するプレフィックス。 

 バックアップファイルの分割。マルチボリュームバックアップを作成するには、対応するチェ

ックボックスをオンにしてボリュームサイズをメガバイト単位で指定します。ボリュームサイ

ズを 4095 メガバイト以上にすることはできません。 

 バックアップファイルの保存場所。バックアップファイルを保存するリポジトリを選択します。 

 リポジトリに保存されるバックアップファイルの 大数。バックアップファイルをリサイクル

する場合は、数字を入力します。この上限に達すると、 も古いバックアップファイルが削除

されます。 

 バックアップでエラーが発生したときのメール通知。バックアップでエラーが発生した場合に

メール通知を送信するには、メールアドレスを入力します。 

 バックアップするデータの種類。アカウント設定のみをバックアップすることも、アカウント

設定とすべての関連データをバックアップすることもできます。 

 ウェブサイトのバックアップ中に、ユーザがウェブサイトのコンテンツや設定を変更できない

ようにするには、［バックアップが完了するまでドメインを一時停止する］をオンにします。 
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3. ［OK］をクリックします。 
 

バックアップファイルを管理する 

このセクションの内容: 

バックアップファイルをアップロード/ダウンロードする ........................................................... 725 
データベースバックアップファイルをアップロード/ダウンロードする（Windows） ..................... 726 
 

 

バックアップファイルをアップロード/ダウンロードする 

Panel からバックアップファイルをダウンロードする 

Panel リポジトリからバックアップファイルをダウンロードするには、［アカウント］タブ>［マイ・

アカウントとウェブサイトのバックアップ］で該当するバックアップファイル名を選択して、ファイ

ルの保存場所を指定します。Panel はダウンロード開始前に、バックアップパスワードの入力を求めま

す。    

バックアップファイルを Panel にアップロードする 

Panel リポジトリにバックアップファイルをアップロードするには、［アカウント］タブで［マイ・ア

カウントとウェブサイトのバックアップ］から［サーバリポジトリにファイルをアップロードする］

ウィザードを使用します。アップロード開始前に、以下のバックアップパラメータを入力するよう指

示されます。 

 バックアップファイルの保存場所。 

 パスワード。 
これはバックアップデータの保護に使用したパスワードです。パスワード保護を使用していない場

合は、該当するフィールドを空白のまま残してください。 

注記：パスワードの入力が正しくないと、Panel は警告を発しますが、サーバへのバックアップの

アップロードは実行されます。バックアップを復元するときに、このパスワードの入力が再び要求

されます。 

バックアップファイルを削除する 

Panel リポジトリからバックアップファイルを削除するには、［アカウント］タブ>［マイ・アカウン

トとウェブサイトのバックアップ］で削除対象のバックアップファイルのチェックボックスをオンに

して、［削除］をクリックします。 
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データベースバックアップファイルをアップロード/ダウン

ロードする（Windows） 

 バックアップリポジトリにバックアップファイルをアップロードする
には： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで、［バックアップマネージャ］>［データベ

ースバックアップリポジトリ］に進み、［バックアップファイルのアップロード］

をクリックします。 

2. ［データベース名］メニューで、バックアップファイルのアップロード先リポ

ジトリのデータベースを選択します。 

3. ［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。 

4. バックアップファイルのアップロード後すぐにデータベースの内容を復元す

る場合は、［アップロード後すぐにデータベースバックアップを復元する］チェ

ックボックスをオンにしておきます。 

5. ［OK］をクリックします。 

データベースバックアップファイルが、指定したデータベースのバックアップリポジトリにアップロ

ードされます。 

 バックアップリポジトリからバックアップファイルをダウンロードす
るには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで、［バックアップマネージャ］>［データベ

ースバックアップリポジトリ］に進みます。 

2. ［データベース］メニューで、バックアップファイルを参照したいデータベー

スを選択します。ドメイン上のすべてのデータベースのバックアップファイ

ルを参照するには、［すべてのドメインデータベース］を選択しておきます。 

3. ダウンロードするデータベースバックアップファイルの  アイコンをクリ

ックします。 

4. バックアップファイルの保存場所を選択し、［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。 

 バックアップリポジトリからバックアップファイルをダウンロードす
るには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで、［バックアップマネージャ］>［データベ

ースバックアップリポジトリ］に進みます。 
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2. ［データベース］メニューで、バックアップファイルを削除するデータベース

を選択します。ドメイン上のすべてのデータベースのバックアップファイル

を参照するには、［すべてのドメインデータベース］を選択しておきます。 

3. 削除するデータベースバックアップファイルのチェックボックスをオンにし

ます。［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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データを復元する 

このセクションの内容: 

バックアップを復元する ....................................................................................................... 728 
データベースを復元する（Windows） ................................................................................... 729 
 

 

バックアップを復元する 

次の場所に保存されたバックアップファイルからデータを復元できます。 

 Panel の内部リポジトリ。 
Panel リポジトリからバックアップファイルを復元するには、［アカウント］タブ>［バックアッ

プ］［マイ・アカウントとウェブサイトのバックアップ］>［サーバリポジトリ］タブで、復元対

象のバックアップファイル名を選択します。 

 外部 FTP リポジトリ。 
Panel リポジトリからバックアップファイルを復元するには、［アカウント］タブ>［バックアッ

プ］>［マイ・アカウントとウェブサイトのバックアップ］>［個人用 FTP リポジトリ］タブで、復

元対象のバックアップファイル名を選択します。 

バックアップファイルを選択すると、復元ウィザードが起動します。以下の復元パラメータを指定す

ることが求められます。 

 復元するデータのタイプ。 

 復元タスクが完了するまでウェブサイトを一時停止する： これを選択することにより、サイトの

コンテンツや設定の復元中にユーザがコンテンツや設定を変更すると発生する可能性がある競合

を回避することができます。 

 復元タスクが完了したときにメール通知を送信する： 復元タスクが完了したときにコントロール

パネルから通知が欲しい場合は、メールアドレスを入力します。 

 競合解決ポリシー： 復元中に競合が発生した場合に実行する処理を指定します。 

 バックアップのセキュリティ設定： バックアップがパスワード保護されている場合、［パスワー

ド］フィールドにパスワードを入力してください。Panel では、パスワードの正否をチェックでき

ません。バックアップの復元は完了しますが、データが破損される可能性があります。 
ユーザパスワードをリセットする場合は、［ユーザパスワードを提供する］オプションをクリアし

てください。 

データの復元中にエラーまたは競合が発生した場合は、適切な解決策を選択するためのウィザードが

起動します。画面の指示に従ってウィザードを完了してください。 
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データベースを復元する（Windows） 

 データベースが既に存在しており、内容だけを復元したい場合は、以
下を実行してください。 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブで、［バックアップマネージャ］>［データベ

ースバックアップリポジトリ］に進みます。 

2. リストから必要なバックアップファイルを選択し、［選択したデータベースを

バックアップから復元する］をクリックします。 

サーバにバックアップファイルがなければ、ローカルマシンからサーバリポジトリにバックアップ

ファイルをアップロードできます。詳しくは、「データベースバックアップファイルをアップロー

ド、ダウンロード、削除する」のセクションを参照してください。 

3. 該当するチェックボックスをオンにして復元を確認し、［OK］をクリックし

ます。 

MS SQL データベースを復元すると、一部のデータベースユーザが孤立する場合があります。これ

らのユーザがデータベースにアクセスしてデータベースを使用できるように、ユーザを修復する必

要があります。詳しくは「孤立したデータベースユーザを修復する」のセクションを参照してくだ

さい。 

復元後にデータベースを修復する 

MS SQL データベースを復元すると、一部のデータベースユーザが孤立してしまう場合があります。

これらのユーザがデータベースにアクセスしてデータベースを使用できるように、ユーザを修復する

必要があります。 

 孤立したユーザがデータベースに存在しないか確認するには： 

1. ［ウェブサイトとドメイン］タブの［高度なオペレーション］グループで［デー

タベース］に進み、［データベース名］を選択します。 

2. 修復しなければ正しく機能しない孤立ユーザが複数存在するという警告が表

示された場合、孤立ユーザを修復する必要があります。 

3. 孤立したユーザを修復するには、修復したいユーザに対して［修復する］ボタ

ンをクリックします。 

4. このユーザのパスワードを入力して［修復］をクリックします。 

パスワードのないシステムユーザである場合は、パスワードフィールドを空にして修復を実行して

ください。 
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ホスティングプランと契約のプロパティは、次のようにまとめられています。 

 リソース 

これらは、プランで提供されるホスティングリソースであり、有効期限、利用超過リソースのポリ

シー、ディスクスペースやトラフィックなどのシステムリソース、およびウェブサイト/サブドメ

イン/メールボックス/データベースなどのサービスリソースが含まれます。例えば、ドメインリソ

ースは、顧客が Panel で登録・管理できるドメイン数を設定します。 

 パーミッション 

提供されるサービスおよび権限が含まれます。 

注： 一部のパーミッションは、以下のサービスの設定が同期（221ページ）されないように保護し

ます。詳細は「パーミッション」のセクションを参照してください。 

 ホスティングパラメータ（サービスプランのみ） 

提供されるホスティングサービスのパラメータが含まれます。 

 PHP 設定  

カスタマイズ可能な PHP 設定が含まれます。 

 メール（サービスプランのみ） 

提供されるメールサービスのパラメータが含まれます。 

 DNS（サービスプランのみ） 

契約のドメインの DNS ゾーンがマスターとスレーブのどちらかを指定します。 

注： DNS ゾーン管理権限を提供している場合、このパラメータは同期されません。契約者はこの

パラメータをドメイン単位でセットアップすることができます。 

 パフォーマンス（サービスプランのみ） 

プランで提供されるすべてのサービスのパフォーマンスに影響するパラメータが含まれます。 

 ログと統計（サービスプランのみ） 

プランの契約の統計とログを保管する方法についての設定が含まれます。 

注： ホスティング、メール、DNS、パフォーマンス、ログと統計のパラメータは、サービスプラ

ンに対してのみ、サーバ管理パネルで表示して変更することができます。契約に対しては、これら

のパラメータはコントロールパネルでのみ使用できます。特定の契約のパラメータを表示または変

更するには、［契約］に移動して、契約名の横の［コントロールパネル］をクリックします。また、

契約にてこれらのパラメータを使用できるかどうかは、パーミッションに基づいて決まります。 

 アプリケーション 
契約者に提供するアプリケーションを選択できます。 

付録 A： ホスティングプランと契約

のプロパティ 
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コントロールパネルでのホスティング

機能の表示 

バージョン 10.4 以降の Panel では、契約で提供されないホスティング機能が顧客に表示されなくなり

ました。特定の機能用の GUI 要素の表示/非表示は、契約のパーミッションとリソース制限によって決

まります。ただし、顧客のコントロールパネルに管理者としてログインすると、顧客のパーミッショ

ンを問わず GUI 要素が表示されます。以下の表は、GUI の表示ロジックを示します。 

 
顧客に 

対して表示 
管理者に 

対して表示 

リソース上限 > 0 

パーミッション = 真
（True） 

○ ○ 

リソース上限 > 0 

パーミッション = 偽
（False） 

不可 ○ 

リソース上限 = 0 

パーミッション = 真
（True） 

不可 不可 

リソース上限 = 0 

パーミッション = 偽
（False） 

不可 不可 

例えば、契約に含まれるドメイン数が 10 で、ドメイン管理パーミッションがオフの場合、コントロー

ルパネルで顧客に対して［新しいドメインを追加］ボタンは表示されません。一方、管理者が顧客の

コントロールパネルにログインすると、このボタンは表示されます。 

数値で制限が設定されていないリソース 

スクリプティング言語のサポートのように、オン/オフを切り替えることだけが可能な論理リソースタ

イプの場合は、特定のパーミッションのみによって表示/非表示が制御されます。例えば、ホスティン

グ設定管理のパーミッションが付与されている場合、顧客はこのサイトにおける各種スクリプティン

グ言語のサポート状況を切り替えることができます。このパーミッションが付与されていない場合、

このサイトに対して有効化されている言語のリストが、読み取り専用で顧客に表示されます。無効化

された言語はリストに表示されません。 
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リソース 

リソース（［サービスプラン］>プランを選択>［リソース］タブ）では、契約で提供するシステムリ

ソースを定義します。 

利用超過ポリシー  

契約のディスク領域やトラフィックの使用量が上限に達した場合にどのような処理を行うかを定義し

ます。 

 ［利用超過を許可しない］を選択すると、［契約のディスクスペースまたはトラフィックの使用量

が上限を超えたら、契約を一時停止する］チェックボックスをオンにしている場合に限り、契約が

一時停止されます。チェックボックスをオフにすると、ウェブサイトは一時停止されず、契約者に

通知が送信されるだけです。 

契約が一時停止されないように、［制限値に到達した場合に通知する］オプションで、ディスク領

域またはトラフィックが一定の値に達した場合に通知を送信するように設定することもできます。

通知は、サーバ通知ポリシーに応じて送信されます。 

 利用超過を許可する： 契約は正常に機能します。 

［リソース使用量の上限に達したら、サーバ通知設定に従ってメールを送信する］オプションは、

サーバ通知ポリシーに応じて通知の送信をトリガします。 

注記： 利用超過ポリシーは、メールボックスのサイズに設定された上限には適用されません。従って、

利用超過を有効にした場合でも、必ずメールボックスに十分なディスク領域を割り当ててください。 

ディスク領域 

契約に割り当てられたディスク領域の合計です。その契約に関連するすべてのファイル（ウェブサイ

トのコンテンツ、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、バックアップ

ファイル）によって占有されるディスク領域が含まれます。 

トラフィック 

1 ヶ月あたりに契約のウェブサイトおよび FTP/Samba シェアから転送できるデータの量です。 

制限値に到達した場合に通知する 

利用超過が許可されない場合に限って使用できます。契約が一時停止されないように、ディスク領域

またはトラフィックの使用量のソフトクォータを設定します。クォータに達すると、［設定］>［通知］

の［契約がリソース使用量の上限を超過した場合］オプションで指定したユーザやメールアドレス宛

てに、Panel から通知が送信されます。 

Web Presence Builder を使用して公開するサイト： 

Web Presence Builder で公開可能なウェブサイトの数です。 

ドメイン 
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契約者が契約内でホスティングできるドメイン名の総数です。ウェブサイト、他のサーバでホスティ

ングされているウェブサイト宛てのウェブ転送の構成、およびウェブサイトまたはウェブ転送がセッ

トアップされていないドメイン名（ホスティングなしのドメイン）が含まれます。 

モバイルサイト 

モバイルデバイス向けにサイトを 適化する UNITY Mobile オンラインサービスでホスティングでき

るウェブサイト数の合計です。UNITY Mobile は、 適化されたサイトコピーを自社サーバ上でホステ

ィングします。 

どのように機能するのか： 

1. あるユーザが、ドメイン名「example.com」というウェブサイトを作成し、コントロールパネル

で［モバイルサイトを作成する］リンクをクリックします。 

2. モバイルサイトコピーへのアクセス用のドメイン名を指定するプロンプトが表示されます。ユーザ

は「mobile.example.com」を指定します。 

3. Panel が UNITY Mobile ホスティングサーバに接続し、UNITY Mobile でドメイン名

「mobile.example.com」のアカウントをセットアップします。 

4. ユーザのブラウザで UNITY Mobile のウェブサイトが開きます（ユーザは自分のアカウントに自動

ログインしています）。Panel の管理するサーバからウェブサイトをインポートするプロンプトが

表示されます。 

5. サイトがインポートされ、モバイルでの閲覧用に 適化されると、「mobile.example.com」とい

うアドレスでアクセスできるようになります。Panel の DNS サーバには、UNITY Mobile 上のサイ

トへの CNAME レコードが保持されます。 

ユーザは、コントロールパネルのリンクから、モバイルサイトに対して以下の操作を実行できるよ

うになります。 

 サイトエディタを開く 

 モバイルサイト名を変更する 

 モバイルサイトを削除する 

UNITY Mobile サービスについて詳しくは、UNITY Mobile のウェブサイト

（http://www.unitymobile.com）を参照してください。 

コントロールパネルでモバイルサイトを管理する方法は、『カスタマガイド』の「モバイルサイトを

セットアップする」セクションを参照してください。 

サブドメイン 

契約者が契約内でホスティングできるサブドメイン数の合計です。 

ドメインエイリアス 

契約者がウェブサイトで使用できる追加の代替ドメイン名数の合計です。 

メールボックス 

契約者が契約内でホスティングできるメールボックス数の合計です。 

メールボックスのサイズ 
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契約内の各メールボックスに割り当てられたディスク領域であり、メールメッセージや自動返信の添

付ファイルが保存されます。 

総メールボックスクォータ（Windows ホスティングに限り使用可能） 

契約内の全メールボックスで使用できるディスク領域の合計（MB 単位）です。 

メーリングリスト 

契約者が契約内でホスティングできるメーリングリスト総の合計です。 

追加 FTP アカウント 

契約内で作成されたファイルとフォルダにアクセスするために使用する FTP アカウント数の上限です。

契約の作成時に常に作成されるアカウントは、この数に含まれません。 

データベース（Unix ホスティング） 

Panel のデータベースサーバ上で作成でき、契約者のウェブサイトで使用できるデータベース数の合計

です。 

MySQL データベースおよび Microsoft SQL Server データベース（Windows ホスティング） 

Panel のデータベースサーバ上で作成でき、契約のウェブサイトで使用できる MySQL および Microsoft 
SQL Server データベースの 大数。 

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（Windows ホスティング） 

契約の MySQL および Microsoft SQL Server データベースがそれぞれ占有できるディスクスペースの

上限（MB 単位）を指定します。 

有効期間（Validity period）/有効期限（Expiration Date） 

契約で使用される用語です。 

サービスプランのプロパティでは「有効期間」です。これは、契約の作成時にのみ使用されます。Panel
は、この情報から契約の有効期限を認識します。 

契約のプロパティでは「有効期限」です。契約はこの日付に一時停止されます。つまり、契約内のす

べてのサイトが一時停止され、インターネットユーザがウェブ、FTP、メールサービスにアクセスで

きなくなり、契約者とそのユーザはコントロールパネルにログインできなくなります。 

契約は自動的には更新されないため、契約のサービスを正常に復旧するためには、手動で契約を有効

にする必要があります。 

Java アプリケーション 

契約のウェブサイトでホスティングできる Java アプリケーション数の合計です。 

ウェブユーザ 
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契約者がウェブサイトで他のユーザに対してホスティングできる個人ウェブページ数の合計です。こ

のサービスは主に、教育機関によって、学生やスタッフの非営利の個人ページをホスティングする目

的で使用されます。通常、このようなページのアドレスは、http://example.com/~webuser のような形

式になります。 

FrontPage アカウント（Windows ホスティング） 

契約者が契約内に作成できる Microsoft FrontPage アカウント数の上限です。 

共用 SSL リンク（Windows ホスティング） 

契約者が契約内で使用できる共用 SSL リンク数の合計です。 

ODBC 接続（Windows ホスティング） 

契約者が契約内で使用できる ODBC 接続数の合計です。 

ColdFusion DSN 接続（Windows ホスティング） 

契約者が契約内で使用できる ColdFusion DSN 接続数の合計です。 

パーミッション 

パーミッション（［サービスプラン］>プランを選択>［パーミッション］タブ）では、契約で提供す

る権限およびサービスを定義します。 

DNS ゾーン管理 

契約者はこれを使用してドメインの DNS ゾーンを管理できます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、DNS サービス設定は同期されません。 

ホスティング設定管理 

契約で提供されるホスティングサービスのパラメータを変更できます。ホスティングアカウント機能

を変更したり、プログラム言語およびスクリプト言語、カスタムエラー文書、SSL サポート、および

Microsoft FrontPage サポート（Windows のみ）のサポートのオン/オフを切り替えることができます。

さらに、「ホスティングパフォーマンス設定管理」と「共通 PHP 設定管理」のパーミッションを切り

替えることができます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、上記のホスティングパラメータは同期されません。 

共通 PHP 設定管理 

契約者は、共通 PHP 設定を、契約内の各ウェブサイト（サブドメイン）に対して個別に調整できます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、共通 PHP 設定は同期されません。 
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プロバイダのポリシーを上書きする、安全でない可能性があるウェブスクリプトオプションのセット

アップ： プロバイダによってホスティングセキュリティポリシーが適用されている場合、契約者が上

書きすることができます。 

SSH 経由のサーバアクセスの管理（Linux/Unix ホスティング） 

契約者は、自分のシステムユーザアカウントで、SSH 経由のサーバシェルにアクセスすることができ

ます。また、契約者は「契約のシステムユーザによるサーバシェルへの SSH アクセス」というホステ

ィングパラメータをセットアップできます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、上記のホスティングパラメータは同期されません。 

リモートデスクトップ経由のサーバアクセスの管理（Windows ホスティング） 

契約者は、リモートデスクトップ経由でサーバにアクセスできます。 

匿名 FTP 管理 

匿名 FTP サービスを提供します。契約者はこのサービスを使用して、FTP プロトコル経由で共有され

ており匿名ユーザが使用可能なディレクトリをセットアップすることができます。このサービスを提

供するためには、契約を専用 IP アドレスに固定する必要があります。 

スケジューラ管理 

契約者は、スクリプトまたはユーティリティの実行をスケジュールすることができます。 

スパムフィルタ管理 

契約者は、SpamAssassin スパムフィルタのフィルタ設定をカスタマイズできます。 

アンチウイルス管理 

契約者は、送受信メールに対するサーバ側でのアンチウイルス保護設定を変更できます。 

サーバリポジトリを使用するデータのバックアップおよび復元 

契約者は、ウェブサイトをバックアップおよび復元したり、サーバのストレージにバックアップを保

存することができます。 

個人 FTP レポジトリを使用するデータのバックアップおよび復元  

契約者は、ウェブサイトをバックアップおよび復元したり、外部 FTP サーバにバックアップを保存す

ることができます。 

ウェブ統計管理 

契約者は、使用するウェブ統計エンジンを選択したり、パスワード保護された特定のディレクトリ経

由でレポートにアクセス可能にするかどうかを選択することができます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、上記のホスティングパラメータは同期されません。 

ログローテーション管理 
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契約者は、自分のサイトに関する処理済みログファイルのクリーンアップ設定を調整することができ

ます。また、ログファイルを削除することもできます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、［ログと統計］パラメータ（745ページ）は同期さ

れません。 

アプリケーションカタログへのアクセス 

契約者に、ウェブサイトにインストール可能な事前パッケージ済みアプリケーションへのアクセス権

を付与します。このオプションを選択する場合、［ホスティングパラメータ］タブで［PHP サポート］

チェックボックスをオンにしてください。 

以下の手順で、プロバイダが提供するアプリケーションのリストを確認することができます。 

1. アプリケーションカタログへのアクセス権を付与するプランまたはカスタム契約を使用して、自分

のウェブサイトをセットアップします。 

2. サーバ管理パネルで［契約］に進み、ドメイン名に対応する［コントロールパネル］リンクをクリ

ックします。新しいブラウザウィンドウまたはタブで、コントロールパネルが開きます。 

3. コントロールパネルの［アプリケーション］タブで、［使用可能な全アプリケーション］に進みま

す。 

サーバ管理パネルには、インストール済みアプリケーションを表示および更新したり、Parallels オン

ラインストアで商用アプリケーションのライセンスキーを購入できるページがあります（［ツールと

ユーティリティ］>［アプリケーションヴォルト］）。 

アプリケーションおよびライセンスキーのインストールについて詳しくは、『カスタマガイド』の「ア

プリケーションをインストールする」セクションを参照してください。 

ドメイン管理 

契約者は、ドメインの追加、ウェブサイトの作成、ウェブ転送のセットアップを実行できます。 

サブドメイン管理 

契約者は、<subdomain>.<domain> アドレスでアクセスできる追加ウェブサイトをセットアップでき

ます。 

ドメインエイリアス管理 

契約者は、自分のウェブサイトに追加の代替ドメイン名をセットアップすることができます。 

追加 FTP アカウントの管理 

契約者は、契約のファイルとフォルダにアクセスするための FTP アカウントを管理できます。 

Java アプリケーション管理 

契約者は、Java アプリケーションをウェブサイトにインストールできます。 

メーリングリスト管理 

契約者は、GNU Mailman ソフトウェアで提供されているメーリングリストを使用できます。 
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注： このパーミッションが付与されている場合、メーリングリストの有効化パラメータ（743ページ）

は同期されません。 

ホスティングパフォーマンス設定管理 

契約者は、PHP パフォーマンス設定を、契約内の各ウェブサイト（サブドメイン）に対して個別に調

整できます。さらに契約者は、ウェブサイトの帯域幅使用量と接続数に上限をセットアップできます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、PHP パフォーマンス設定、帯域幅使用量と接続数に

関する［パフォーマンス］設定（744ページ）は同期されません。 

IIS アプリケーションプール管理（Windows ホスティング） 

契約者に、専用 IIS アプリケーションプールとその管理手段を提供します。プールの有効化/無効化や、

そのプールで使用できる 大 CPU パワーのセットアップができます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、「専用プールの使用」というログと統計パラメータ

（745ページ）は同期されません。 

追加の書込/変更パーミッションの管理（Windows ホスティング） 

契約者は、「追加の書き込み/変更パーミッション」というホスティングパラメータを切り替えること

ができます。これらのパーミッションは、契約者のウェブアプリケーションにおいて httpdocs フォ

ルダの root にあるファイルベースデータベース（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、ウェブサイトのセキュリティが著しく低下する危険性があることに注意してく

ださい。 

注： このパーミッションが付与されている場合、上記のホスティングパラメータは同期されません。 

共用 SSL 管理（Windows ホスティング） 

共用 SSL サービスを提供します。契約者は、契約に含まれるウェブサイトへの共用 SSL リンクをセッ

トアップできます。 

ハードディスククォータ割り当て 

契約者は、ハードディスククォータなどのホスティングパラメータをセットアップできます。 

注： このパーミッションが付与されている場合、上記のホスティングパラメータは同期されません。 

データベースサーバの選択 

契約者は、常にデフォルトデータベースサーバを使用する代わりに、各種データベースサーバを選択

してデータベースを作成できます。 

高度なオペレーション（ウェブサイトコピー、ウェブサイトのメンテナンスモード）へのアクセス 

契約者が［コントロールパネル］>［ウェブサイトとドメイン］>［高度なオペレーションを表示］で

ウェブサイトコピーおよびメンテナンスモードを利用できるかどうかを指定します。禁止すると、［ウ

ェブサイトコピー］および［ウェブサイトメンテナンスモード］リンクは契約者に表示されません。 
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パスワード保護ディレクトリの管理 

契約者が［コントロールパネル］>［ウェブサイトとドメイン］>［高度なオペレーションを表示］で

保護ディレクトリ機能を利用できるかどうかを指定します。禁止すると、［パスワード保護ディレク

トリ］リンクは契約者に表示されません。 

補助ユーザアカウントの管理 

契約者が［コントロールパネル］>［ユーザ］タブで補助ユーザアカウントを管理できるかどうかを指

定します。禁止すると、［ユーザ］タブは契約者に表示されません。 

Panel ライセンスプール内のライセンスキーによる APS アプリケーションのアクティブ化を許可 

これを付与すると、ユーザはベンダーからアプリケーションライセンスを購入することなく、特定の

APS アプリケーションをインストールできるようになります。この場合、アプリケーションライセン

スキーは Panel ライセンスプールから取得されます。1 人のユーザがインストールできるアプリケーシ

ョンの数を制限することはできません。このパーミッションは、Panel ライセンスが APS アプリケー

ションライセンスとバンドルされている場合のみ有効です。ライセンスバンドルについては、こちら

（267ページ）を参照してください。 

ホスティングパラメータ 

これらのパラメータは、プランで提供されるホスティングサービスを定義します。パラメータは、［サ

ービスプラン］>プランを選択>［ホスティングパラメータ］タブで確認できます。 

注： 明記されている場合を除き、ホスティング管理パーミッションが選択されている場合、パラメー

タは同期されません。 

ホスティングを有効化 

ホスティングサービスがプランで実際に提供するかどうかを定義します。 

メールサービスのみを提供するサービスプランを作成するときは、このオプションをクリアしてくだ

さい。このようなプランの契約者は、メールボックスとして機能する「ホスティングなしのドメイン」

を持つことができます。 

ハードディスククォータ 

ハードディスククォータは、ソフトクォータに加えて、ディスク領域に適用されます（［上限に達し

た場合に通知する］（732ページ）オプションで設定します）。ハードディスククォータを設定すると、

上限に達したウェブスペースにはファイルをそれ以上追加できなくなります。ユーザがファイルを書

き込もうとすると、「ディスクの空き容量不足」エラーが表示されます。 

注： （Linux/Unix ホスティング）「無制限」以外の値を設定する場合、OS がハードディスククォー

タに対応していることをあらかじめ確認してください。対応していない OS でハードディスククォー

タを定義すると、プランのすべての契約で同期競合が発生します。 

SSL サポート 
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契約でホスティングされているウェブサイトに対して、SSL 暗号化をセットアップできます。 

ウェブ統計 

契約のウェブサイトの訪問状況に関するレポートを作成する統計エンジンを選択します。レポートに

は、サイト訪問者数、訪問者が閲覧したウェブページなどが記録されます。 

［パスワード保護ディレクトリ「/plesk-stat/webstat/」からアクセス可能］オプションを設定すると、契

約者はシステムユーザアカウントのログイン名とパスワードを使用して

https://example.com/plesk-stat/webstat のような URL からウェブサイトの統計を閲覧できます。 

注： 「ウェブ統計管理」パーミッションが選択されている場合、このパラメータは同期されません。 

カスタムエラードキュメント 

契約者は、HTTP エラーコードと共にウェブサーバから返される独自のエラーページをデザインし、使

用することができます。 

契約のシステムユーザによるサーバシェルへの SSH アクセス（Linux/Unix ホスティング） 

契約者は、SSH 経由でウェブコンテンツをサーバに安全にアップロードすることができます。 

注： 「SSH 経由のサーバアクセスの管理」パーミッションが選択されている場合、このパラメータは

同期されません。 

スクリプティング 

ウェブサーバで解釈、実行、処理するプログラム言語とスクリプト言語のサポート：Microsoft 
ASP.NET フレームワーク、PHP hypertext preprocessor（PHP）、Common Gateway Interface（CGI）、
Perl、Python、Fast Common Gateway Interface（FastCGI）、Microsoft または Apache Active Server 
Pages（ASP）、Server Side Includes（SSI）、ColdFusion、および Miva E-コマースソリューション

の実行に必要な Miva スクリプト 

調整可能な PHP 設定について詳しくは、「PHP 設定（742ページ）」のセクションを参照してくださ

い。 

追加の書き込み/変更パーミッション（Windows ホスティング） 

このオプションは、契約者のウェブアプリケーションが httpdocs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、ウェ

ブサイトセキュリティが著しく低下する危険性があることに注意してください。 

ウェブユーザにスクリプトの使用を許可する  

http://example.com/~<username>/<webpage>（※<username> はウェブユーザ）のような形式の URL
で表示されるウェブページで、スクリプティングを許可します。 

ウェブユーザとは、専用のドメイン名を必要としない個人です。このサービスは主に、教育機関によ

って、学生やスタッフの個人ページをホスティングする目的で使用されます。 

FrontPage サポート（Windows ホスティング）。契約者は FrontPage サポートグループのオプションに

より、Microsoft Frontpage を使用してサーバを接続したり、ウェブサイトを作成することができます。 
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PHP設定 
［サービスプラン］>プランを選択>［ホスティングパラメータ］タブで、以下の PHP 設定を調整でき

ます。 

 PHP ハンドラタイプ 
適な PHP ハンドラを選択する方法は、「PHP ハンドラを選択する（225ページ）」セクションを

参照してください。 

 PHP バージョン（Windows のみ）： 

Panel 10.4 以降では、各ホスティングプランまたは契約に対して PHP 構成を個別に調整することがで

きます。この目的のために、Panel の［PHP 設定］タブには多数の PHP 構成の設定が用意されていま

す。契約ごとのカスタム PHP 構成について詳しくは、「PHP 構成をカスタマイズする（227ページ）」

セクションを参照してください。 
 



 

 付録 A： ホスティングプランと契約のプロパティ 743 
 

メール 

これらのパラメータ（［サービスプラン］>プランを選択>［メール］タブ）では、プランで提供する

メールサービスを定義します。 

ウェブメール 

ウェブメールサービスを提供します。契約内のメールボックスのユーザはこのサービスにより、ウェ

ブベースのメールアプリケーションを使用してメールを操作することができます。 

メーリングリストを有効化 

契約のウェブサイトで、GNU Mailman ソフトウェアで提供されているメーリングリストサービスが有

効になります。 

注： 「メーリングリスト管理」パーミッションが選択されている場合、このパラメータは同期されま

せん。 

存在しないユーザ宛てのメールに関するポリシー 

契約のドメインに登録されているべきだが実際には存在しないメールアドレス宛てに送信されたメー

ルメッセージを、どのように処理するのかを定義します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

 メッセージ付きでバウンス： メールを通知付きで送信者に返します。 

 別アドレスに転送： メールを他のメールアドレスに転送します。 

 拒否： メールを受け取らず、通知なしで拒否します。この設定により、ランダムに生成されたユ

ーザへのスパムの大量送信によって生じるメールサーバの負荷を軽減することができます。ただし、

有効なメールアドレスをより簡単に探せるようになるため、スパム送信者にとって便利な機能とな

る可能性があります。 

 指定 IP アドレスの外部メールサーバにリダイレクト（Windows ホスティング）： 指定したメール

サーバにメールを転送します。  
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DNS 
これらのパラメータ（［サービスプラン］>プランを選択>［DNS］）は、Panel で管理しているサーバ

上で機能する DNS サービスが、プランでホスティングされるウェブサイトの DNS ゾーンをどのよう

に処理するのかを定義します。 

マスター 

マスターまたはプライマリのネームサーバは、対応するゾーンファイルをローカルに保存しますが、

セカンダリサーバはプライマリからこのファイルのコピーを取得するだけです。 

スレーブ 

スレーブまたはセカンダリサーバは、プライマリネームサーバからゾーンファイルのコピーを取得し

ます。 

パフォーマンス 

これらのシステムパラメータ（［サービスプラン］>プランを選択>［パフォーマンス］タブ）は、プ

ランで提供するすべてのサービスのパフォーマンスを定義します。 

専用 IIS アプリケーションプールの使用（Windows ホスティング） 

契約内のウェブアプリケーションに対して、専用 IIS アプリケーションプールを使用できます。専用 IIS
アプリケーションプールを使用すると、ワーカープロセス分離モードによって、ウェブアプリケーシ

ョンの安定性が飛躍的に高まります。このモードでは、サーバでホスティングされる各サイトで、ウ

ェブアプリケーションの実行用に個別のプロセスプールを割り当てることができます。これによって、

あるアプリケーションで異常が発生しても、他のアプリケーションは停止しません。これは、共用ホ

スティングパッケージを使用する場合に特に便利です。［ 大 CPU 利用率（%）］オプションにより、

プールで利用できるサーバ CPU 量が制限されます。 

大帯域幅利用率 

ドメイン内のすべての接続で共有できる 大速度（単位は KB/秒）を定義します。 

接続数の上限 

契約内のすべてのウェブサイトを対象に、ウェブサーバに同時接続できる上限を定義します。この設

定は、DoS 攻撃や帯域幅の利用超過を防ぐことを目的としています。 
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ログと統計 

これらのパラメータ（［サービスプラン］>プランを選択>［ログと統計］タブ）では、契約の統計と

ログをどのように保存するかを定義します。 

ウェブおよびトラフィック統計の保持 

契約のウェブ統計（選択したウェブ統計コンポーネントによって生成）とトラフィック統計（Panel
によって生成）に関するレポートを保持する期間を月数で設定します。 

ログローテーション 

ウェブサーバのログファイルの自動クリーンアップと再利用を可能にします。また、処理済みのログ

ファイルの圧縮を有効/無効にしたり、特定のメールアドレスにログファイルを送信することもできま

す。  
 

アプリケーション 

サービスプランに応じて、パッケージ済みの各種アプリケーションを Panel から利用できます。自分

のサイトにこれらのパッケージをインストールし、顧客にプロビジョンすることができます。 

ホスティングプランをセットアップするときに、顧客にプロビジョンできるアプリケーションを選択

することができます。 

 利用可能なアプリケーションをすべて提供するには、［パーミッション］タブで、［アプリケーシ

ョンカタログへのアクセス］オプションを選択します。 

 選択したアプリケーションのみを提供するには、［パーミッション］タブで［アプリケーションカ

タログへのアクセス］オプションを選択し、［アプリケーション］タブで［選択したアプリケーシ

ョンのみを提供する］オプションをオンにします。［>>］ボタンで、選択したアプリケーションを

プランに追加します。 
 

追加サービス 

ホスティングプロバイダがカスタム追加サービスを構成している場合、ホスティングプランプロパテ

ィに［追加サービス］タブが表示されます。このタブで、契約者に提供するサービスを選択できます。 
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リセラープランのプロパティは次のように分類されます。 

 リソース 

リソースの利用超過と販売超過に関するポリシー、リセラーが作成可能な顧客アカウント数、シス

テムリソース（ディスク容量、トラフィック等）、サービスリソース（ウェブサイト、サブドメイ

ン、メールボックス、データベース等）などに関するポリシーが含まれます。 

 パーミッション 

リセラーパーミッションは、Panel でリセラーが実行できるオペレーション、あるいはリセラーの

顧客のサービス契約において有効にできるサービスと契約を規定します。リセラーの契約内で特定

のパーミッションをオフにすると、サービス契約において関連サービスまたは権限を提供できなく

なります。また、パーミッションを無効にすると、リセラーは指定されたアクションをコントロー

ルパネルで実行できません。例えば、スケジューラを使用する権限がリセラーの契約に含まれてい

ない（スケジューラ管理がオフになっている）場合、リセラーの契約者はスケジューラを使用でき

ず、リセラー自身がコントロールパネルにアクセスしたときにもスケジューラを使用できません。 

 IP アドレス 

リセラーに割り当てられる IP アドレスを定義します。リセラーに 1 つ以上の IP アドレスが割り当

てられていることが重要です。割り当てられていない場合、サービス契約を 1 つも作成できません。 

 

このセクションの内容: 

リソース ............................................................................................................................. 746 
パーミッション ..................................................................................................................... 748 
IP アドレス ......................................................................................................................... 749 
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リソース 

利用超過ポリシー  

リセラーのサービス契約（リセラー自身のサービス契約とリセラーの顧客に属するサービス契約）で

利用されている総ディスク容量とトラフィック使用量が、リセラープランに規定されている上限を超

過した場合に、どのように処理するのかを定義します。 

 利用超過を許可しない：［リセラーのディスクスペースまたはトラフィックの使用量が上限を超え

たら、リセラーを一時停止する］チェックボックスをオンにしている場合に限り、リセラーの契約

とその顧客が一時停止されます。このチェックボックスがオフの場合、リセラーの契約と顧客が一

時停止されることはなく、［設定］>［通知：［リセラーアカウントがリソース使用量制限を超え

た場合］オプションで指定したユーザやメールアドレスに対して通知が送信されます。 

契約が一時停止されないように、［制限値に到達した場合に通知する］オプションで、ディスク領

域またはトラフィックが一定の値に達した場合に通知を送信するように設定することもできます。

この通知は、［設定］>［通知：リセラーアカウントがリソース使用量上限を超えた場合］オプシ

ョンで指定したユーザやメールアドレス宛てに送信されます。 

 利用超過を許可する：契約は正常に機能します。 

［リソース使用量の上限に達したら、サーバ通知設定に従ってメールを送信する］オプションを設

定すると、［設定］>［通知：リセラーアカウントがリソース使用量上限を超えた場合］オプショ

ンで指定したユーザやメールアドレス宛てに通知が送信されます。 

注： 利用超過ポリシーは、メールボックスのサイズに設定された上限には適用されません。従って、

利用超過を有効にした場合でも、必ずメールボックスに十分なディスク領域を割り当ててください。 

販売超過ポリシー 

プランでリセラーに割り当てられている量より多くのリソースをリセラーが販売できるかどうかを定

義します。 

販売超過を許可すると、リセラーは初期リソース割り当てではなく、実際のリソース使用量で管理さ

れます。販売超過とは、割り当てられたディスク領域をすべて消費する顧客はいないという前提に立

つマーケティング戦略です。例えば、10 ギガバイトのディスク領域を割り当てられているリセラーが

各顧客に 5 ギガバイトずつ割り当てます。 

顧客 

リセラーが作成できる顧客アカウントの総数を定義します。 

その他のリソース 

注：「その他のリソース」は、「ホスティングプランと契約」での定義と同じ意味を持ちます。ただ

し、リセラーは提供されているリソースを直接使用するのではなく、リセラーが顧客に対して作成す

るサービス契約やウェブサイトのホスティングのために作成するサービス契約を利用して再配信しま

す。 
 



 

748 付録 B：リセラープランと契約のプロパティ 
 

パーミッション 

（顧客に対してリセラーが作成するサービス契約に影響を与えない）リセラー固有の権限には、次の

ようなものがあります。 

リモート API を利用可能 

リセラーがカスタムアプリケーションを利用してウェブサイトをリモートで管理できるかどうかを定

義します。リモート API とは、ウェブサイトに統合されたカスタムアプリケーションの開発に使用で

きるインターフェースです。リモート API を使用すると、ホスティングアカウントをセットアップし

たり、サイトでホスティングサービスを購入した顧客に対してサービスをプロビジョニングすること

などができます。詳しくは、PTN ポータル 『http://www.parallels.com/ptn/documentation/ppp/』で公

開している Parallels Plesk Panel API 関連文書を参照してください。 

Panel へのアクセス 

リセラーが Panel の GUI（グラフィカルユーザインターフェース）を使用できるかどうかを定義しま

す。 

顧客アカウントの作成 

リセラーが Panel 内で顧客に対してユーザアカウントと契約を作成できるかどうかを定義します。 

販売超過を許可する 

リセラーが販売超過ポリシーをセットアップできるかどうかを定義します。これをオンにすると、リ

セラーに対して販売超過を許可するかどうかをリセラー自身が定義できるようになります。 

その他のパーミッション 

注：その他のパーミッションは、サービス契約と同義です。  
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IP アドレス 

これらのパラメータは、プランで提供される IP アドレスを定義します。 

［共用 IP アドレスを割り当てる］： 

リセラーに提供される共用 IP アドレスを定義します。 

［専用 IPv4 アドレスを割り当てる］および［専用 IPv6 アドレスを割り当てる］： 

該当するタイプの専用 IPアドレスを指定した数だけリセラーに割り当てる必要があるかどうかを定義

します。IP は自動的にプロビジョニングされます。必要な数は、貴社の IP プール内にある未使用の専

用 IP アドレスの数から取得されます。 

 



 

750 付録 C：イベントハンドラに指定するイベントパラメータ 
 

このセクションでは、特定の Panel イベントに対してセットアップするハンドラで使用できるパラメ

ータについて説明します。 

重要： パラメータの受け渡しに使用するすべての変数は、Linux システムの場合は大文字で（例：

NEW_USERNAME）、Windows システムの場合は小文字で記入します（例：new_username）。 

付録 C：イベントハンドラに指定す

るイベントパラメータ 
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管理者情報の更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

担当者名 OLD_CONTACT_NAME NEW_CONTACT_NAME 必須 

会社名 OLD_COMPANY_NAME NEW_COMPANY_NAME  

電話番号 OLD_PHONE NEW_PHONE  

ファックス OLD_FAX NEW_FAX  

メールアドレス OLD_EMAIL NEW_EMAIL  

アドレス OLD_ADDRESS NEW_ADDRESS  

市区町村 OLD_CITY NEW_CITY  

州/県 OLD_STATE_PROVIN
CE 

NEW_STATE_PROVINC
E 

 

郵便番号 OLD_POSTAL_ZIP_C
ODE 

NEW_POSTAL_ZIP_CO
DE 

 

国 OLD_COUNTRY NEW_COUNTRY  

 
 

サービス停止 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

サービス名 OLD_SERVICE NEW_SERVICE 必須 

 
 

サービス起動 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

サービス名 OLD_SERVICE NEW_SERVICE 必須 
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サービス再起動 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

サービス名 OLD_SERVICE NEW_SERVICE 必須 

 
 

IP アドレスの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

IP アドレス OLD_IP_ADDRESS NEW_IP_ADDRESS 必須 

IP マスク OLD_IP_MASK NEW_IP_MASK  

インターフェース OLD_INTERFACE NEW_INTERFACE  

IP タイプ（共有また

は専用） 

OLD_IP_TYPE NEW_IP_TYPE  

 
 

IP アドレスの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

IP アドレス OLD_IP_ADDRESS NEW_IP_ADDRESS 必須 

IP マスク OLD_IP_MASK NEW_IP_MASK  

インターフェース OLD_INTERFACE NEW_INTERFACE  

IP タイプ（共有また

は専用） 

OLD_IP_TYPE NEW_IP_TYPE  
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IP アドレスの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

IP アドレス OLD_IP_ADDRESS 必須 

 
 

セッション設定の更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

すべての Parallels 
Plesk Panelユーザ

に許可される非活

動時間 

OLD_SESSION_IDLE_
TIME 

NEW_SESSION_IDLE_
TIME 

 

 

 
 

顧客アカウントの作成 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

ログイン名 NEW_LOGIN_NAME 必須 

パスワード NEW_PASSWORD  

担当者名 NEW_CONTACT_NAME 必須 

会社名 NEW_COMPANY_NAME  

電話番号 NEW_PHONE  

ファックス NEW_FAX  

メールアドレス NEW_EMAIL  

アドレス NEW_ADDRESS  

市区町村 NEW_CITY  

州/県 NEW_STATE_PROVINCE  

郵便番号 NEW_POSTAL_ZIP_CODE  
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国 NEW_COUNTRY  

 
 

顧客アカウントの更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

パスワード OLD_PASSWORD NEW_PASSWORD  

担当者名 OLD_CONTACT_NAME NEW_CONTACT_NAME 必須 

会社名 OLD_COMPANY_NAME NEW_COMPANY_NAME  

電話番号 OLD_PHONE NEW_PHONE  

ファックス OLD_FAX NEW_FAX  

メールアドレス OLD_EMAIL NEW_EMAIL  

アドレス OLD_ADDRESS NEW_ADDRESS  

市区町村 OLD_CITY NEW_CITY  

州/県 OLD_STATE_PROVIN
CE 

NEW_STATE_PROVINCE  

郵便番号 OLD_POSTAL_ZIP_C
ODE 

NEW_POSTAL_ZIP_COD
E 

 

国 OLD_COUNTRY NEW_COUNTRY  

 
 

顧客アカウントの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME 必須 
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顧客アカウントのステータス更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

担当者名 OLD_CONTACT_NAM
E 

NEW_CONTACT_NAME 必須 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

ステータス OLD_STATUS NEW_STATUS  

 
 

顧客のインターフェース設定の更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

担当者名 OLD_CONTACT_NAM
E 

NEW_CONTACT_NAME 必須 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

ページのサイズ OLD_LINES_PER_P
AGE 

NEW_LINES_PER_PAGE  

インターフェースス

キン 

OLD_INTERFACE_S
KIN 

NEW_INTERFACE_SKIN  

 
 

顧客 GUID の更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

顧客タイプ OLD_CLIENT_TY
PE 

NEW_CLIENT_TYPE  

ログイン名 OLD_LOGIN_NAM
E 

NEW_LOGIN_NAME 必須 

GUID OLD_GUID NEW_GUID  
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リセラーアカウントの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ログイン名 NEW_LOGIN_NAME 必須 

担当者名 NEW_CONTACT_NAME 必須 

パスワード NEW_PASSWORD  

会社名 NEW_COMPANY_NAME  

電話番号 NEW_PHONE  

ファックス NEW_FAX  

メールアドレス NEW_EMAIL  

アドレス NEW_ADDRESS  

市区町村 NEW_CITY  

州/県 NEW_STATE_PROVINCE  

郵便番号 NEW_POSTAL_ZIP_CODE  

国 NEW_COUNTRY  

 
 

リセラーアカウントの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

担当者名 OLD_CONTACT_NA
ME 

NEW_CONTACT_NAME  

パスワード OLD_PASSWORD NEW_PASSWORD  

会社名 OLD_COMPANY_NA
ME 

NEW_COMPANY_NAME  

電話番号 OLD_PHONE NEW_PHONE  

ファックス OLD_FAX NEW_FAX  

メールアドレス OLD_EMAIL NEW_EMAIL  

アドレス OLD_ADDRESS NEW_ADDRESS  
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市区町村 OLD_CITY NEW_CITY  

都道府県/郡 OLD_STATE_PROV
INCE 

NEW_STATE_PROVINCE  

郵便番号 OLD_POSTAL_ZIP
_CODE 

NEW_POSTAL_ZIP_CODE  

国 OLD_COUNTRY NEW_COUNTRY  

 
 

リセラーアカウントの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME 必須 

 
 

リセラーアカウントのステータス更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

担当者名 OLD_CONTACT_NA
ME 

NEW_CONTACT_NAME 必須 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

ステータス OLD_STATUS NEW_STATUS  

 
 

リセラーのインターフェースプリフェ

レンスの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

担当者名 OLD_CONTACT_NA
ME 

NEW_CONTACT_NAME 必須 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 
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複数のコンピュータ

（またはブラウザ）

からアカウントへの

同時ログインが可能

か 

OLD_ALLOW_MULT
IPLE_SESSIONS 

NEW_ALLOW_MULTIPLE_
SESSIONS 

 

インターフェース言

語 

OLD_INTERFACE_
LANGUAGE 

NEW_INTERFACE_LANGU
AGE 

 

インターフェースス

キン 

OLD_INTERFACE_
SKIN 

NEW_INTERFACE_SKIN  

 
 

リセラーの IP プールの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

IP アドレス OLD_IP_ADDRESS NEW_IP_ADDRESS 必須 

ステータス OLD_STATUS NEW_STATUS  

 
 

リセラーアカウントのディスク容量上

限に到達 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

担当者名 OLD_CONTACT_NAME 必須 

ディスク容量制限 OLD_MAXIMUM_DISK_SPACE  
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リセラーアカウントのトラフィック上

限に到達 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

担当者名 OLD_CONTACT_NAME 必須 

トラフィック使用量

の上限 

OLD_MAXIMUM_TRAFFIC  

 
 

契約のディスク容量上限に到達 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

契約のドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 必須 

ディスク容量制限 OLD_MAXIMUM_DISK_SPACE  

 
 

契約のトラフィック上限に到達 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

契約のドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 必須 

トラフィック使用量の上限 OLD_MAXIMUM_TRAFFIC  
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デフォルトドメイン（契約/ウェブスペ

ースに追加された 初のドメイン）の作

成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 

 
 

デフォルトドメイン（契約/ウェブスペ

ースに追加された 初のドメイン）の更

新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAM
E 

NEW_DOMAIN_NAME 必須 

 
 

デフォルトドメイン（契約/ウェブスペ

ースに追加された 初のドメイン）の削

除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 
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契約所有者の変更 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

契約のドメイン名 OLD_DOMAIN_NAM
E 

NEW_DOMAIN_NAME  

所有者のログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME  

 

 
 

デフォルトドメイン、ステータスの更

新 

このイベントは、契約のメインサイトに対してはトラッキングできません。追加ウェブサイトのトラ

ッキングのみ可能です。 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ウェブサイトのド

メイン名 

OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 

ウェブサイトのス

テータス 

OLD_STATUS NEW_STATUS  

 
 

デフォルトドメイン、DNS ゾーンの更

新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 
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デフォルトドメイン、GUID の更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 

グローバル一意識別

子 (GUID) 

OLD_GUID NEW_GUID 必須 

 
 

サブドメインの作成 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

サブドメイン名 NEW_SUBDOMAIN_NAME 必須 

親ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 

FTP アカウントロ

グイン 

NEW_SYSTEM_USER_TYPE  

サブドメイン所有

者のログイン名 

NEW_SYSTEM_USER  

ハードディスクク

ォータ 

NEW_HARD_DISK_QUOTA  

SSI サポート NEW_SSI_SUPPORT  

PHP サポート NEW_PHP_SUPPORT  

CGI サポート NEW_CGI_SUPPORT  

Perl サポート NEW_MOD_PERL_SUPPORT  

Python サポート NEW_MOD_PYTHON_SUPPORT  

ColdFusion サポー

ト 

NEW_COLDFUSION_SUPPORT  

Apache ASP サポ

ート 

NEW_APACHE_ASP_SUPPORT Linux プラットフォー

ムのみ 

ASP サポート NEW_ASP_SUPPORT Windows プラットフ

ォームのみ 
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ディスクスペース

上のハードクォー

タ 

NEW_HARD_DISK_QUOTA  

Miva スクリプトサ

ポート 

NEW_MIVA_SUPPORT  

FastCGI サポート NEW_MOD_FASTCGI_SUPPORT  

SSL サポート NEW_SSL_SUPPORT  

 
 

デフォルトドメインのサブドメインの

更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

サブドメイン名 OLD_SUBDOMAIN_NA
ME 

NEW_SUBDOMAIN_NAME 必須 

親ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 

FTP アカウントロ

グイン 

OLD_SYSTEM_USER_
TYPE 

NEW_SYSTEM_USER_TY
PE 

 

サブドメイン所有

者のログイン名 

OLD_SYSTEM_USER NEW_SYSTEM_USER  

ハードディスクク

ォータ 

OLD_HARD_DISK_QU
OTA 

NEW_HARD_DISK_QUOT
A 

 

SSI サポート OLD_SSI_SUPPORT NEW_SSI_SUPPORT  

PHP サポート OLD_PHP_SUPPORT NEW_PHP_SUPPORT  

CGI サポート OLD_CGI_SUPPORT NEW_CGI_SUPPORT  

Perl サポート OLD_MOD_PERL_SUP
PORT 

NEW_MOD_PERL_SUPPO
RT 

 

Python サポート OLD_MOD_PYTHON_S
UPPORT 

NEW_MOD_PYTHON_SUP
PORT 

 

ColdFusion サポー

ト 

OLD_COLDFUSION_S
UPPORT 

NEW_COLDFUSION_SUP
PORT 

 

Apache ASP サポ

ート 

OLD_APACHE_ASP_S
UPPORT 

NEW_APACHE_ASP_SUP
PORT 

Linux プ

ラット

フォー

ムのみ 
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ASP サポート OLD_ASP_SUPPORT NEW_ASP_SUPPORT Window
s プラッ

トフォ

ームの

み 

ディスクスペース

上のハードクォー

タ 

OLD_HARD_DISK_QU
OTA 

NEW_HARD_DISK_QUOT
A 

 

Miva スクリプトサ

ポート 

OLD_MIVA_SUPPORT NEW_MIVA_SUPPORT  

FastCGI サポート OLD_MOD_FASTCGI_
SUPPORT 

NEW_MOD_FASTCGI_SU
PPORT 

 

SSL サポート OLD_SSL_SUPPORT NEW_SSL_SUPPORT  

 
 

デフォルトドメインのサブドメインの

削除 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

親ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 必須 

サブドメイン名 OLD_SUBDOMAIN_NAME 必須 

 
 

デフォルトドメイン、エイリアスの作

成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメインエイリアス

名 

NEW_DOMAIN_ALIAS_NAME 必須 

プライマリドメイン

との DNS ゾーンの

同期化 

NEW_DNS  

ドメインエイリアス

の有効化または無効

化 

NEW_STATUS  
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ドメインエイリアス

のウェブサービスの

有効化または無効化 

NEW_DOMAIN_ALIAS_WEB  

ドメインエイリアス

のメールサービスの

有効化または無効化 

NEW_DOMAIN_ALIAS_MAIL  

ドメインエイリアス

ビジターに対する

Javaのウェブアプリ

ケーションへのアク

セスのサポート(オ
ンまたはオフ) 

NEW_DOMAIN_ALIAS_TOMCAT  

 
 

デフォルトドメイン、エイリアスの更

新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメインエイリアス

名 

OLD_DOMAIN_ALI
AS_NAME 

NEW_DOMAIN_ALIAS_NA
ME 

必須 

プライマリドメイン

との DNS ゾーンの

同期化 

OLD_DNS NEW_DNS  

ドメインエイリアス

の有効化または無効

化 

OLD_STATUS NEW_STATUS  

ドメインエイリアス

の Web サービスの

有効化または無効化 

OLD_DOMAIN_ALI
AS_WEB 

NEW_DOMAIN_ALIAS_WE
B 

 

ドメインエイリアス

のメールサービスの

有効化または無効化 

OLD_DOMAIN_ALI
AS_MAIL 

NEW_DOMAIN_ALIAS_MA
IL 

 

ドメインエイリアス

ビジターが Java の

Web アプリケーショ

ンへアクセス(オン

またはオフ) 

OLD_DOMAIN_ALI
AS_TOMCAT 

NEW_DOMAIN_ALIAS_TO
MCAT 
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デフォルトドメイン、エイリアスの削

除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメインエイリアス

名 

OLD_DOMAIN_ALIAS_NAME 必須 

ドメイン ID 番号 OLD_DOMAIN_ID  

 
 

デフォルトドメイン、エイリアス DNS
ゾーンの更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメインエイリア

ス名 

OLD_DOMAIN_ALIAS_
NAME 

NEW_DOMAIN_ALIAS_
NAME 

必須 

 
 

リセラーアカウント制限の更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

担当者名 OLD_CONTACT_NAM
E 

NEW_CONTACT_NAME  

ログイン名 OLD_LOGIN_NAME NEW_LOGIN_NAME 必須 

大ドメイン数 OLD_MAXIMUM_DOM
AINS 

NEW_MAXIMUM_DOMAIN
S 

 

ディスク容量 大値 OLD_MAXIMUM_DIS
K_SPACE 

NEW_MAXIMUM_DISK_S
PACE 

 

トラフィックの上限

量 

OLD_MAXIMUM_TRA
FFIC 

NEW_MAXIMUM_TRAFFI
C 
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大 Web ユーザ数 OLD_MAXIMUM_WEB
USERS 

NEW_MAXIMUM_WEBUSE
RS 

 

大データベース数 OLD_MAXIMUM_DAT
ABASES 

NEW_MAXIMUM_DATABA
SES 

 

大メールボックス

数 

OLD_MAXIMUM_MAI
LBOXES 

NEW_MAXIMUM_MAILBO
XES 

 

メールボックスクォ

ータ 

OLD_MAXIMUM_MAI
LBOX_QUOTA 

NEW_MAXIMUM_MAILBO
X_QUOTA 

 

大メーリングリス

ト数 

OLD_MAXIMUM_MAI
L_LISTS 

NEW_MAXIMUM_MAIL_L
ISTS 

 

大 Java アプリケ

ーション数 

OLD_MAXIMUM_TOM
CAT_WEB_APPLICA
TIONS 

NEW_MAXIMUM_TOMCAT
_WEB_APPLICATIONS 

 

アカウントの有効期

限 

OLD_EXPIRATION_
DATE 

NEW_EXPIRATION_DAT
E 

 

 
 

契約制限の更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 

ディスク容量 大値 OLD_MAXIMUM_DISK
_SPACE 

NEW_MAXIMUM_DISK_
SPACE 

 

トラフィックの上限

量 

OLD_MAXIMUM_TRAF
FIC 

NEW_MAXIMUM_TRAFF
IC 

 

Web ユーザの上限数 OLD_MAXIMUM_WEBU
SERS 

NEW_MAXIMUM_WEBUS
ERS 

 

大データベース数 OLD_MAXIMUM_DATA
BASES 

NEW_MAXIMUM_DATAB
ASES 

 

大メールボックス

数 

OLD_MAXIMUM_MAIL
BOXES 

NEW_MAXIMUM_MAILB
OXES 

 

メールボックスクォ

ータ 

OLD_MAXIMUM_MAIL
BOX_QUOTA 

NEW_MAXIMUM_MAILB
OX_QUOTA 

 

大メーリングリス

ト数 

OLD_MAXIMUM_MAIL
_LISTS 

NEW_MAXIMUM_MAIL_
LISTS 

 

Javaアプリケーショ

ンの上限数 

OLD_MAXIMUM_TOMC
AT_WEB_APPLICATI
ONS 

NEW_MAXIMUM_TOMCA
T_WEB_APPLICATION
S 

 

有効期限 OLD_EXPIRATION_D
ATE 

NEW_EXPIRATION_DA
TE 

 



 

 付録 C：イベントハンドラに指定するイベントパラメータ 769 
 

 
 

Panel ユーザのログイン 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

担当者名 OLD_CONTACT_NAME NEW_CONTACT_NAME  

 
 

Panel ユーザのログアウト 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

担当者名 OLD_CONTACT_NAME NEW_CONTACT_NAME  

 
 

Panel ユーザがログインに失敗 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ユーザ名 COMP_LOGIN_NAME  

 
 

Panel ユーザが API 経由のログインに失

敗 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ユーザ名 COMP_LOGIN_NAME  
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メールアカウントの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

メールアドレス NEW_MAILNAME 必須（書式：
address@example
.com） 

 
 

メールアカウントの更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

メールアドレス OLD_MAILNAME NEW_MAILNAME 必須（書式：
address@ex
ample.com）

メールボックス OLD_MAILBOX NEW_MAILBOX  

パスワード OLD_PASSWORD NEW_PASSWORD  

メールボックスク

ォータ 

OLD_MAILBOX_QU
OTA 

NEW_MAILBOX_QUOTA  

自動応答 OLD_AUTORESPON
DERS 

NEW_AUTORESPONDER
S 

 

 
 

メールアカウントの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

メールアドレス OLD_MAILNAME 必須（書式：
address@example
.com） 
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メーリングリストの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 

メーリングリストのメー

ルアドレス 

NEW_MAIL_LIST_NAME 必須 

メーリングリストをオン

に切り替え 

NEW_MAIL_LIST_ENABLED  

 
 

メーリングリストの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 必須 

メーリングリストのメー

ルアドレス 

OLD_MAIL_LIST_NAME 必須 

メーリングリストをオン

に切り替え 

OLD_MAIL_LIST_ENABLED  

 
 

ホスティング設定の作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 

IPv4 アドレス NEW_IP_ADDRESS  

IPv6 アドレス NEW_IPV6_ADDRESS  

IP タイプ NEW_IP_TYPE  

システムユーザのログイ

ン名 

NEW_SYSTEM_USER  

システムユーザのパスワ

ード 

NEW_SYSTEM_USER_PASSWORD  
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SSH（Linux システム）ま

たはリモートデスクトッ

プ（Windows システム）

経由のサーバアクセス 

NEW_SYSTEM_SHELL  

MS FrontPage サポート NEW_FP_SUPPORT  

MS FrontPage over SSL
サポート 

NEW_FPSSL_SUPPORT  

MS FrontPage オーサリ

ング 

NEW_FP_AUTHORING  

MS FrontPage 管理者ロ

グイン 

NEW_FP_ADMIN_LOGIN  

MS FrontPage 管理者パ

スワード 

NEW_FP_ADMIN_PASSWORD  

SSI サポート NEW_SSI_SUPPORT  

PHP サポート NEW_PHP_SUPPORT  

CGI サポート NEW_CGI_SUPPORT  

Perl サポート NEW_MOD_PERL_SUPPORT  

Apache ASP サポート NEW_APACHE_ASP_SUPPORT Linux シ

ステム

のみ 

ASP サポート NEW_ASP_SUPPORT Window
s システ

ムのみ 

SSL サポート NEW_SSL_SUPPORT  

ウェブ統計プログラム NEW_WEB_STATISTICS  

カスタムエラードキュメ

ント 

NEW_CUSTOM_ERROR_DOCUMENTS  

ディスクスペース上のハ

ードクォータ 

NEW_HARD_DISK_QUOTA  

 
 

ホスティング設定の更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAM
E 

NEW_DOMAIN_NAME 必須 

IPv4 アドレス OLD_IP_ADDRESS NEW_IP_ADDRESS  
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IPv6 アドレス OLD_IPV6_ADDRE
SS 

NEW_IPV6_ADDRESS  

IP タイプ OLD_IP_TYPE NEW_IP_TYPE  

システムユーザ OLD_SYSTEM_USE
R 

NEW_SYSTEM_USER  

システムユーザのパ

スワード 

OLD_SYSTEM_USE
R_PASSWORD 

NEW_SYSTEM_USER_PAS
SWORD 

 

SSH（Linux システ

ム）またはリモート

デスクトップ

（Windows システ

ム）経由のサーバア

クセス 

OLD_SYSTEM_SHE
LL 

NEW_SYSTEM_SHELL  

FP 対応 OLD_FP_SUPPORT NEW_FP_SUPPORT  

FP-SSL 対応 OLD_FPSSL_SUPP
ORT 

NEW_FPSSL_SUPPORT  

FP オーサリング OLD_FP_AUTHORI
NG 

NEW_FP_AUTHORING  

FP 管理者ログイン OLD_FP_ADMIN_L
OGIN 

NEW_FP_ADMIN_LOGIN  

FP 管理者パスワー

ド 

OLD_FP_ADMIN_P
ASSWORD 

NEW_FP_ADMIN_PASSWO
RD 

 

SSI サポート OLD_SSI_SUPPOR
T 

NEW_SSI_SUPPORT  

PHP サポート OLD_PHP_SUPPOR
T 

NEW_PHP_SUPPORT  

CGI サポート OLD_CGI_SUPPOR
T 

NEW_CGI_SUPPORT  

Perl サポート OLD_MOD_PERL_S
UPPORT 

NEW_MOD_PERL_SUPPOR
T 

 

Apache ASP サポー

ト 

OLD_APACHE_ASP
_SUPPORT 

NEW_APACHE_ASP_SUPP
ORT 

Linux シ

ステム

のみ 

ASP サポート OLD_ASP_SUPPOR
T 

NEW_ASP_SUPPORT Window
s システ

ムのみ 

SSL サポート OLD_SSL_SUPPOR
T 

NEW_SSL_SUPPORT  

ウェブ統計 OLD_WEB_STATIS
TICS 

NEW_WEB_STATISTICS  

カスタムエラードキ

ュメント 

OLD_CUSTOM_ERR
OR_DOCUMENTS 

NEW_CUSTOM_ERROR_DO
CUMENTS 

 

ハードディスククォ

ータ 

OLD_HARD_DISK_
QUOTA 

NEW_HARD_DISK_QUOTA  
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ホスティング設定の削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 必須 

 
 

標準またはフレーム転送ホスティング

の作成 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 

IPv4 アドレス NEW_IP_ADDRESS  

IPv6 アドレス NEW_IPV6_ADDRESS  

転送タイプ NEW_FORWARDING_TYPE  

URL NEW_URL  

 
 

標準またはフレーム転送ホスティング

の更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 

IPv4 アドレス OLD_IP_ADDRESS NEW_IP_ADDRESS  

IPv6 アドレス OLD_IPV6_ADDRESS NEW_IPV6_ADDRESS  

転送タイプ OLD_FORWARDING_TY
PE 

NEW_FORWARDING_TY
PE 

 

URL OLD_URL NEW_URL  
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標準またはフレーム転送ホスティング

の削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 

 

必須 

転送タイプ OLD_FORWARDING_TYPE 

 

 

 
 

ウェブユーザアカウントの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 

ウェブユーザ名 NEW_WEBUSER_NAME 必須 

SSI サポート NEW_SSI_SUPPORT  

PHP サポート NEW_PHP_SUPPORT  

CGI サポート NEW_CGI_SUPPORT  

Perl サポート NEW_MOD_PERL_SUPPORT  

Python サポート NEW_MOD_PYTHON_SUPPORT  

Apache ASP サポート NEW_APACHE_ASP_SUPPORT Linux シス

テムのみ 

ASP サポート NEW_ASP_SUPPORT Windows
システム

のみ 

ハードディスククォータ NEW_HARD_DISK_QUOTA  
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ウェブユーザアカウントの更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 

ウェブユーザ名 OLD_WEBUSER_NAME NEW_WEBUSER_NAME 必須 

SSI サポート OLD_SSI_SUPPORT NEW_SSI_SUPPORT  

PHP サポート OLD_PHP_SUPPORT NEW_PHP_SUPPORT  

CGI サポート OLD_CGI_SUPPORT NEW_CGI_SUPPORT  

Perl サポート OLD_MOD_PERL_SUP
PORT 

NEW_MOD_PERL_SUPPO
RT 

 

Python サポート OLD_MOD_PYTHON_S
UPPORT 

NEW_MOD_PYTHON_SUP
PORT 

 

Apache ASP サポ

ート 

OLD_APACHE_ASP_S
UPPORT 

NEW_APACHE_ASP_SUP
PORT 

Linux シ

ステム

のみ 

ASP サポート OLD_ASP_SUPPORT NEW_ASP_SUPPORT Window
s システ

ムのみ 

ハードディスクク

ォータ 

OLD_HARD_DISK_QU
OTA 

NEW_HARD_DISK_QUOT
A 

 

 
 

ウェブユーザアカウントの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 

 

必須 

ウェブユーザ名 OLD_WEBUSER_NAME 

 

必須 
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ウェブアプリケーションのインストー

ル 

パラメータ名と説明 

 

環境変数 

 

備考 

 

ヘルスモニタパラメータ

（新旧で同じ値） 

NEW_SITEAPP_NAME 必須 

ドメインまたはサブドメ

イン 

NEW_SITEAPP_DOMAIN_TYPE 必須 

ドメイン/サブドメイン

に対して相対的な URL。
ウェブ上でアプリケーシ

ョンにアクセスする際に

使用します。 

NEW_SITEAPP_INSTALL_PREFIX 必須 

 
 

ウェブアプリケーションの再構成 

パラメータ名と説明 

 

環境変数 

 

備考 

 

以前使用した値 新しい値 

ヘルスモニタパラメータ

（新旧で同じ値） 

OLD_SITEAPP_NAME NEW_SITEAPP_NAME 必須 

ドメインまたはサブドメ

イン 

OLD_SITEAPP_DOMAIN_
TYPE 

NEW_SITEAPP_DOMAIN_
TYPE 

必須 

ドメイン/サブドメイン

に対して相対的な URL。
ウェブ上でアプリケーシ

ョンにアクセスする際に

使用します。 

OLD_SITEAPP_INSTALL
_PREFIX 

NEW_SITEAPP_INSTALL
_PERFIX 

必須 
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ウェブアプリケーションのアンインス

トール 

パラメータ名と説明 

 

環境変数 

 

備考 

 

ヘルスモニタパラメータ

（新旧で同じ値） 

OLD_SITEAPP_NAME 必須 

ドメインまたはサブドメ

イン 

OLD_SITEAPP_DOMAIN_TYPE 必須 

ドメイン/サブドメイン

に対して相対的な URL。
ウェブ上でアプリケーシ

ョンにアクセスする際に

使用します。 

OLD_SITEAPP_INSTALL_PREFIX 必須 

 
 

ウェブアプリケーションのアップグレ

ード 

パラメータ名と説明 

 

環境変数 

 

備考 

 

以前使用した値 新しい値 

ヘルスモニタパラメータ

（新旧で同じ値） 

OLD_SITEAPP_NAME NEW_SITEAPP_NAME 必須 

ドメインまたはサブドメ

イン 

OLD_SITEAPP_DOMAIN_
TYPE 

NEW_SITEAPP_DOMAIN_
TYPE 

必須 

ドメイン/サブドメイン

に対して相対的な URL。
ウェブ上でアプリケーシ

ョンにアクセスする際に

使用します。 

OLD_SITEAPP_INSTALL
_PREFIX 

NEW_SITEAPP_INSTALL
_PERFIX 

必須 
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ライセンスキーの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ライセンスキー番号 OLD_LICENSE NEW_LICENSE 必須 

ライセンスキーのタ

イプ（Parallels Plesk 
Panel、追加） 

OLD_LICENSE_TYPE NEW_LICENSE_TYPE  

ライセンスキーの名

前（追加キー用） 

OLD_LICENSE_NAME NEW_LICENSE_NAME  

 
 

ライセンスキーの期限切れ 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

ライセンスキー番

号 

OLD_LICENSE 

 

必須 

 
 

データベースサーバの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

データベースサーバ

の IP アドレス 

NEW_DATABASE_SERVER 必須 
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データベースサーバの更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

データベースサー

バの IP アドレス 

OLD_DATABASE_SER
VER 

NEW_DATABASE_SERVE
R 

必須 

 
 

データベースサーバの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

データベースサーバ

の IP アドレス 

OLD_DATABASE_SERVER 必須 

 
 

データベースの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

データベースサーバの IP アド

レス 

NEW_DATABASE_SERVER 必須 

データベース名 NEW_DATABASE_NAME 必須 

 
 

データベースの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

データベースサーバの IP アド

レス 

OLD_DATABASE_SERVER 必須 

データベース名 OLD_DATABASE_NAME 必須 
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データベースユーザアカウントの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

データベースサーバ

の IP アドレス 

NEW_DATABASE_SERVER 必須 

データベースの識別

番号 

NEW_DATABASE_ID 必須 

データベースユーザ

名 

NEW_DATABASE_USER_NAME 必須 

データベースのユー

ザパスワード 

NEW_DATABASE_USER_PASSWORD  

 
 

データベースユーザアカウントの更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

データベースサー

バの IP アドレス 

OLD_DATABASE_SE
RVER 

NEW_DATABASE_SERVER 必須 

データベースの識

別番号 

OLD_DATABASE_ID NEW_DATABASE_ID 必須 

データベースユー

ザ名 

OLD_DATABASE_US
ER_NAME 

NEW_DATABASE_USER_N
AME 

必須 

データベースのユ

ーザパスワード 

OLD_DATABASE_US
ER_PASSWORD 

NEW_DATABASE_USER_P
ASSWORD 

 

 
 

データベースユーザアカウントの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

データベースサーバ

の IP アドレス 

OLD_DATABASE_SERVER 

 

必須 

データベースの識別

番号 

OLD_DATABASE_ID 

 

必須 
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データベースユーザ

名 

OLD_DATABASE_USER_NAME 

 

必須 

データベースのユー

ザパスワード 

OLD_DATABASE_USER_PASSWORD 

 

 

 
 

Parallels Plesk Panel コンポーネントの更

新/追加 

パラメータ名と

説明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

Parallels Plesk 
Panel コンポー

ネント名 

OLD_PLESK_COMPON
ENT_NAME 

NEW_PLESK_COMPONENT_
NAME 

必須 

 
 

リセラープランの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

リセラープラン ID NEW_TEMPLATE_ID 必須 

 
 

リセラープランの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

リセラープラン ID OLD_TEMPLATE_I
D 

NEW_TEMPLATE_ID 必須 
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リセラープランの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

リセラープラン ID OLD_TEMPLATE_ID 必須 

 
 

リセラーのサービスプランの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

プラン ID NEW_DOMAIN_TEMPLATE 必須 

 
 

リセラーのサービスプランの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

プラン ID OLD_DOMAIN_TEMPLATE 必須 

 
 

リセラーのサービスプランの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

プラン ID OLD_DOMAIN_TEMPLATE 必須 

 
 

管理者のサービスプランの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

プラン ID NEW_ADMIN_TEMPLATE 必須 
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管理者のサービスプランの更新 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

プラン ID OLD_ADMIN_TEMPLATE 必須 

 
 

管理者のサービスプランの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

プラン ID OLD_ADMIN_TEMPLATE 必須 

 
 

FTP アカウントの作成 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 NEW_DOMAIN_NAME 必須 

ホームディレクトリ NEW_HOME_DIRECTORY 必須 

システムユーザ名 NEW_SYSTEM_USER  

システムユーザパスワー

ド 

NEW_SYSTEM_USER_PASSWORD  

 
 

FTP アカウントの更新 

パラメータ名と説

明 
環境変数名 備考 

以前使用した値 新しい値 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME NEW_DOMAIN_NAME 必須 

ホームディレクト

リ 

OLD_HOME_DIRECTO
RY 

NEW_HOME_DIRECTORY 必須 

システムユーザ名 OLD_SYSTEM_USER NEW_SYSTEM_USER 必須 
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システムユーザパ

スワード 

OLD_SYSTEM_USER_
PASSWORD 

NEW_SYSTEM_USER_PA
SSWORD 

 

 
 

FTP アカウントの削除 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

ドメイン名 OLD_DOMAIN_NAME 必須 

ホームディレクトリ OLD_HOME_DIRECTORY 必須 

システムユーザ名 OLD_SYSTEM_USER  

システムユーザパスワー

ド 

OLD_SYSTEM_USER_PASSWORD  

 
 

サーバヘルスステータスの変更 

パラメータ名と説明 

 

環境変数 

 

備考 

 

以前使用した値 新しい値 

ヘルスモニタパラメータ

（新旧で同じ値） 

OLD_HEALTH_PARAMETE
R 

NEW_HEALTH_PARAMETE
R 

必須 

パラメータのステータス OLD_STATUS NEW_STATUS 必須 
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アップデートを適用可能 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

アップデートのバージ

ョン 

COMP_PATCH_VERSION  

 

 

 
 

アップデートをインストール済み 

パラメータ名と説明 環境変数名 備考 

アップデートのバージ

ョン 

COMP_PATCH_VERSION  

 

 

 

 

 



 

  
 

Business Manager は、以下の支払ゲートウェイをサポートします。 

プライマリゲートウェイ 

 Authorize.Net 

 BluePay 

 ECHO 

 eWAY 

 InternetSecure 

 First Data Global Gateway（旧 LinkPoint） 

 Moneris 

 Payflow Pro 

 Sage Pay 

 PSiGate 

 QuantumGateway 

 Velocity Pay 

 Banca Sella Direct 

 Wirecard 

 BBVA 

サードパーティゲートウェイ 

 PayPal 

 WorldPay 

 ASSIST 

 ATOS 

また、以下の支払ゲートウェイもサポートしますが、不安定です。 

プライマリゲートウェイ 

 CyoGate 

 EchoInc 

 eProgressingNetwork 

 Merchant Commerce and Payment Services（MCPS） 

 Merchant Partners 

付録 D： サポートされる支払ゲート

ウェイ 
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 PagoPorInternet 

 Planet Payment 

 QuickCommerce 

 RTware 

 SagePayments 

 SecurePay AU 

 SecurePay US 

 USA ePay 

サードパーティゲートウェイ 

 2CO（クレジットカード） 

 2CO（recurring） 

 MultiBanco 
 

Business Manager は、以下のバッチファイルフォーマットをサポートします。 

 DTAUS： このフォーマットはドイツの銀行で使用されます。 

 Norma19： このフォーマットはスペインの銀行で使用されます。 

 Clieop3： このフォーマットはオランダの銀行で使用されます。 

 

付録 E： サポートされる銀行振込バ

ッチのフォーマット 



 

  
 

以下の表は、Business Manager がホスティングパネルに更新情報を送信するオペレーションを

示します。 

 
サービスプラン サービスプラン

アドオン 
契約 メイン連絡先または

追加連絡先 

名前またはプロ

パティの更新 

○ ○ 
 

 

個人情報    
○ 

アップグレード   
○  

ダウングレード   
○  

アドオンプラン

の追加/削除 

  
○  

削除   
○ ○ 

 

 

付録 F： Business Manager とホステ

ィングパネルを同期化するオペレー

ション 



 

  
 

Business Manager は、以下のドメイン名レジストラの統合をサポートします。 

 eNom 

 Register.com 

 OpenSRS 

 DistributeIT 

 Nominet/ 

 Namecheap 

 EuroDNS 

 Dotster 

 RRPproxy 

 ResellOne 
 

付録G： サポートされるドメイン名

レジストラ 


