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1. コントロールパネルについて 

コントロールパネルは、「KDDI ホスティングサービス(G120/G200)」をご契約いただいているお客さまが、追加・変更・

削除などの各種設定を行うためのサーバ管理ツールです。 

 

※本サービスのセキュリティ強化を目的に、2015 年 8 月より、パスワードポリシーを変更致しました。 

 

1.1 ログイン画面 

コントロールパネルの URL を開くと、以下のログイン画面が表示されます。 

言語の設定は、日本語と英語を選択することができます（デフォルトでは日本語で表示されます）。 

 

ユーザー名とパスワードを入力し[ログイン]をクリックしてください。 

 

 

1.2 メニュー画面 

ログインすると以下のメニュー画面が表示されます。契約内容により表示される項目が異なります。 
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1.3 画面構成 

コントロールパネルの画面構成は下記のように２つのフレームに分割されて表示されます。 

 

 

[1]上ペイン 

 

 ホーム 

クリックすると下ペインにホーム画面が表示されます。 

 ユーザー 

サービスユーザーのリストが表示されます。 

 ウェブサイト 

ウェブサイトのセットアップと管理の画面が表示されます。 

 メール 

メールボックスのリストが表示されます。 

 追加サービス 

現在の契約の特別な機能を管理する画面が表示されます。 

 アカウント 

詳細なアカウント情報、ユーザーデータ、契約のセットアップおよび管理する画面が表示されます。 

 よくあるご質問 

｢KDDI ホスティングサービス（G120/G200）｣に関する FAQ が表示されます。 

 ログアウト 

コントロールパネルからログアウトします。右上に、契約者名とアカウント ID が表示されます。 
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[2]下ペイン 

ホーム画面の下ペインには、各セクションのメニューが表示されます。 

また、上ペインと同じメニューが表示され、下ペインが切り替わった場合も上ペインの該当メニューをクリックする事

で各セクションの設定画面が下ペインに表示されます。 

 

 サービス情報 

契約名と使用しているリソースが簡易的に表示されます。 

リソース使用量をクリックするとさらに詳しい情報が表示されます。 

 メール 

メールに関する全般的な設定を行えます。 

新しいメールボックスの追加とメールボックス一覧へのリンクがあります。 

 ウェブサイト 

ウェブサイトの設定、管理に関する機能の一覧です。 

 追加サービス 

現在の契約の特別な機能の一覧です。 

 アカウント 

アカウントの情報、管理者の情報に関する機能の一覧です。 

[もっと見る]でさらに詳しく表示されます。 

 ユーザー 

サービスユーザーの作成などサービスユーザーに関する設定の一覧です。 

 ドメイン名前 

ドメインに関する全般的な管理機能へのリンクです。 
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★リフレッシュについて（上ペイン右部） 

 

登録作業を行った後、ステータスが変更された事を確認するには[リフレッシュ]をクリックします。 

処理が完了していれば、[リフレッシュ]をした時点でステータスランプ表示が[作成中]から[準備完了]に変化しま

す。 

アカウントを登録した場合は、直ぐに反映されません。 

しばらくお待ちいただいてから再度[リフレッシュ]をクリックしていただくと、反映されます。 

 

1.4 アカウント(管理者)について 

アカウントの画面では、管理者の氏名・パスワード変更、地域設定変更、ログイン履歴の確認を行う事ができます。 

 

①ログイン後のメニュー画面の上ペインの[アカウント]か下ペインのアカウントの[もっと見る]をクリックします。 

 

②[管理者]をクリックします。 

 

③[ログイン名]をクリックします。 
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1.4.1 全般 

このタブでは、管理者のパスワードを変更する事が可能です。 

管理者パスワードの変更方法を以下に記載致します。 

 

1) [編集]をクリックします。 

 

2) パスワードを設定します。 

 パスワードを設定したら[送信]をクリックしてください。これにより管理者パスワードが変更されます。 

 

※パスワード変更は[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックします。 

 
 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えてお

いてください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは、複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラー

となる場合があります。  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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1.4.2 ホスティングの役割 

[詳細設定]では、ホスティングの役割追加・地域設定の変更・パスワード期限の変更・管理されている契約の変更

ができます。[詳細設定]をクリックします。 

 

1) [ホスティングの役割]では役割の追加ができます。[追加ボタン]をクリックします。 

 
2) 該当の役割にチェックを入れて[送信]ボタンを押します。 

 
3） 役割が追加されます。 

 
4) 削除する場合は該当の役割にチェックを入れて削除ボタンを押します。 
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1.4.3 地域設定 

このタブでは、言語の設定と日付・時間の変更ができます。 

 

1) [編集]をクリックします。 

 

2) 言語は、日本語と英語のいずれかが指定できます（デフォルトでは日本語に設定されております）。 

 使用する言語を選んで送信を押します。 

 

3) [設定]をクリックします。 

 

4) 時間は、日本国内での標準時日付の表記方法（例：1-1-200701:00）がシステム規定値として設定しあります。

 ※特に問題が無ければ変更する必要はございません。 
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1.4.4 パスワード期限 

このタブでは、パスワードの期限の変更ができます。 

 

1) [編集]ボタンを押します。 

 

2) アカウント管理者設定と個別に有効期間を設定から選択します。 

個別に有効期間を設定する場合はパスワード期限の有効化にチェックを入れてパスワードの有効期間を入

力して[送信]ボタンを押します。 

 

3) 設定が反映されます。 

 

 

1.4.5 管理されている契約 

このタブではアカウント契約を管理できます。 

 

1) アクセスの制限をする場合は[アクセスの制限]をクリックします。 
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2) 契約へのアクセスを復元できるのはベンダーのみです。という確認メッセージが表示されます。 

 

 

2. ドメイン名の概要 

ドメイン名の概要セクションはドメイン名の全般的な管理機能を提供します。 

 

2.1 ドメイン名の管理 

① ホーム画面のドメイン名の[ドメイン管理]をクリックしてください。 

 

② お客さまに設定されたドメイン名および、設定されているホスティングサービス名が表示されます。 

 

 ID 

コントロールパネル上での管理 ID です。 

 ドメイン名 

現在ホスティングされているドメイン名が表示されます(上記の例ではサブドメインが表示されておりますが、独自

ドメインを割り当てた場合は、独自ドメインが表示されます)。 
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 ウェブホスティング 

該当ドメイン名にどのウェブホスティングが結び付けられているかが表示されます。IIS ウェブサービスが表示され

ます。 

 メールホスティング 

該当ドメイン名にメールホスティングが設定されている場合 qmail と表示されます。 

 同期 

ドメイン名が使用可能かどうかの状態が表示されます。[はい]と表示されていると使用可能になります。 

 

③ 管理対象のドメイン名をクリックします。 

 

④ ドメイン名の管理画面が表示されます。また、画面上部に管理対象のドメイン名が表示されます。 
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2.2  概要 

概要タブでは、ドメイン名の全体の情報が表示されます。 

 

 

2.2.1. ウェブサイトツール 

ウェブサイトの設定・更新に必要な各種ツールの設定ができます。 

 

 ファイルマネージャ 

ファイルとディレクトリの管理ができます。 

 ウェブサイト管理者 

ウェブサイトを管理できるサービスユーザーの追加や削除ができます。 

 ウェブサイトの設定 

ウェブサイトのサポートの設定や FTP の設定を行うことができます。 

 サイトアプリケーション 

新しいアプリケーションのインストールや管理、削除ができます。 

 セキュリティの設定 

ウェブサイトのパーミッションや認証の設定を行うことができます。 

 仮想ディレクトリ 

ウェブサイトの仮想ディレクトリを作成および管理し、作成したディレクトリに対してセキュリティの設定を行うこと

ができます。 

 マッピング 

「任意の拡張子」と任意のプログラム処理エンジンの紐づけを行うことができます。 

具体例： 

「.html」拡張子を「PHP エンジン」で PHP プログラムとして処理をさせることができます。 

 SSL 

ウェブサイトの SSL をセットアップします。 

 DSN の管理 

ご利用のデータベースを管理します。データベース利用に必要な各種情報を設定することができます。 
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2.2.2 全般 

全般項目について説明致します。 

 

 ID 

コントロールパネル上での管理のためのドメイン ID です。 

 名前 

ドメイン名が表示されます。 

 同期 

ドメイン名が使用可能かどうかのステータスが表示されます。 

 緑色のマークで「はい]と表示されている場合は使用可能です。 

それ以外のマークになっている場合は、使用する事ができません。 

※使用不可になっている場合、Exchange(メール)の送受信、IIS ウェブサービスを利用する事ができません。 

・該当ドメイン名宛のメールが配信不能となります。 

・該当ドメイン名を使用してのメールボックス作成が不可能となります。 

・該当ドメイン名を使用しているウェブサイト、SharePoint サイトへのアクセスが不可能となります。 

 ゾーン管理機能 

DNS のゾーンをコントロールパネル画面から管理できるかどうかのステータスが表示されます。 

有効の場合は管理ができますが、無効の場合は管理する事ができません。 

 

※ゾーン管理機能について 

右下の編集ボタンをクリックすると、ゾーン管理機能の ON/OFF を設定する事ができます。 

・ゾーン管理機能の右側のチェックボックスをチェックし[送信]ボタンをクリックすると有効になります。 

・ゾーン管理機能の右側のチェックボックスのチェックを外し[送信]ボタンをクリックすると無効になります。 
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2.2.3. DNS ホスティング 

ホスティングサービスの DNS ホスティングでは DNS の状態が表示されます。 

 

 ステータス 

DNS サーバの稼動状態が表示されます。 

 契約 

契約と契約番号が表示されます。 

 リンク 

[詳細の表示]をクリックすると DNS の管理画面に遷移します。 

 

2.2.4. ウェブホスティング 

ウェブホスティングの情報が表示されます。 

 

※ホスティングの削除について 

詳細の表示をクリックすると、割り当てられている IIS ウェブホスティングサービスの変更、削除ができます。 

※削除を実行すると対象ドメインのウェブホスティングのデータが削除されます。 

削除前にはバックアップ有無をご確認ください。 
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2.2.5 ウェブ統計 

アクセスログ解析ソフト AWStats を利用する事ができます。 

 

①AWStats インストール方法 

1) [AWstats をこのドメイン名にインストール]をクリックします。 

 

2) インストール中は、AWStats レポートステータスが[インストール中]と表示されます。 

 

3) インストールが完了すると、AWStats レポートステータスが[準備完了]と表示されます。 

 

 

②AWStats アンインストール方法 

AWStatsをアンインストールする場合は、[このドメイン名から AWStatsをアンインストールする]をクリックすると、

アンインストールする事ができます。 

 

 

③AWStats 表示方法 

URL をクリックすると、AWStats のログ解析結果の画面が表示されます。 
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④AWStats の管理 

このドメイン名上での[詳細の表示]をクリックすると、ログ解析画面の URL や AWStats のログイン ID 確認、パス

ワードの変更を行う事ができます。 

 

 

 

 

⇒[編集]をクリックした場合⇒AWStats へアクセスするためのパスワードを変更する事ができます。 

 

※パスワード変更は[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックします。 

 
 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えてお

いてください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）､英字（小文字）､数字､特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3種類の文字種の組み合わせで 7文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラー

となる場合があります。 

 

⇒[アンインストール]をクリックした場合 AWStats がアンインストールされます。  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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2.2.6. メールホスティング 

メールホスティングの情報が表示されます。 

 

[詳細の表示]をクリックして[ホスティングの削除]をクリックすると、割り当てられているメールサービス（qmail）を削

除する事ができます。 

 

※すべてのドメインからホスティングを削除すると、作成されたメールボックス、連絡先、パブリックフォルダなどの

共有リソースが削除されます。削除前には、バックアップ有無をご確認ください。 

なお、複数のドメイン（サブドメイン含む）でQmailサービスが有効になっていた場合、その内の１つのドメインを削

除しても作成されたメールボックス、連絡先、パブリックフォルダなどの内容は残ります。メールアドレスアドレス

に割り当てられたドメイン（サブドメイン含む）を削除した場合は、プライマリメールアドレスの再設定が必要になり

ます。 

 

2.2.7. サブドメイン 

サブドメインを追加することができます(契約内容により追加できるサブドメインの数および追加できるホスティング

が決まっております)。 

 

1) [ドメイン管理]→[新規サブドメインを追加]をクリックします。 

 

2) サブドメイン名を入力し、ウェブホスティング、メールホスティングを選択し、[次へ]をクリックします 

 (契約内容により追加できるサブドメインの数および追加できるホスティングが決まっております)。 
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3) ウェブスペースを設定します。 

 トラフィックとディスクスペースの容量をプルダウンメニューより選択し[次へ]をクリックします。 

 

AWStats ウェブ統計をインストールするかインストールしないか選択します。 

 

AWStats を利用する場合は、パスワードを設定し[次へ]をクリックします。 

 

⇒パスワード変更は[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックします。 

 
 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えて

おいてください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラー

となる場合があります。  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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4) 確認画面が表示されます。間違いがなければ[完了]をクリックします。 

 

5) しばらく経過するとサブドメインの設定が完了します。 

 

 

※サブドメインの削除について 

作成したサブドメインを削除する場合の方法について説明致します。 

①[ドメイン管理]に戻り、削除したいサブドメイン名をクリックします。 
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②全般項目の[削除]をクリックします。 

 

③[ドメイン名を削除しますか？]と表示されたら[OK]をクリックします（[OK]をクリックすると、サブドメインが削除さ

れます。サブドメインで管理していたデータも削除されます）。 

 

④サブドメイン名が削除されると、ドメイン名の管理から削除されます。 
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2.3. DNS 

DNS 管理タブでは、DNS サーバに登録されている各種情報が表示されます。 

 

 

2.3.1. DNS の設定 

現在、ホスティングサービスに設定されている DNS サーバの情報が表示されます。 

 

 ホスティングタイプ 

使用している DNS サーバが表示されます。（デフォルトでは内部の DNS サーバと表示されます。） 

 DNS サーバ 

DNS サーバ名が表示されます。 

 DNS ホスティングの契約 

現在契約しているプランが表示されます。 

 

※[外部 DNS ホスティングに変更する]について 

本サービス以外の DNS サーバを利用する場合に、必要な設定です。 

 

1) [外部 DNS ホスティングに変更する]をクリックします。 

 

2) 確認画面が表示されます。[完了]をクリックします。 
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3) 変更が完了すると、以下の画面が表示されます。 

（元の設定に戻すには、[内部 DNS ホスティングに変更する]をクリックすると元の内部 DNS サーバの設定に戻

ります。） 

 

同様に、本サービスの DNS サーバを利用する場合は、[DNS ホスティングを内部に変更する]にて設定してくだ

さい。 

 

2.3.2. DNS レコード 

現在設定されている DNS レコードが表示されます(外部 DNS に設定されている場合は表示されません)。 

また、[新しい DNS レコードを追加]ボタンから、DNS レコードを追加する事もできます。 

 

 

2.3.3 ゾーンの設定 

現在設定されているゾーンの値が表示されます(外部 DNS に設定されている場合は表示されません)。 

また、ゾーンの値を変更する事もできます。 
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2.4. ウェブ管理 

ウェブホスティングに関する全般情報が表示されます。 

URL や、場所(デフォルトルート)、IP アドレスなどが表示されます。 

 

①[編集]をクリックすると場所(デフォルトルート)を変更する事ができます。 
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3. ウェブサイト 

ウェブサイトの管理機能を提供します。ウェブサイトの設定やサイトアプリケーション、ファイルマネージャなどが、ご利

用いただけます。なお、ご契約されたサービスプランにより、ご利用いただけない機能がございます。 

 

 

3.1  ウェブサイトの設定 

ウェブホスティングサービスで提供する、ウェブサイトの設定、各種管理を行えます。 

設定対象のドメインをクリックしてウェブサイトの設定をクリックします。 
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3.1.1. 概要 

ウェブサイトの停止/開始の設定、各種スクリプト言語のオフ/オンの設定、FTPのオフ/オンの設定、FTPのパスワ

ード設定を行うことができます。 

 

1) 全般の設定を変更する場合は、[編集]をクリックします。 

なお、[停止]をクリックすると、ウェブサイトを表示不可の状態にすることができます。 

 

 

[基本設定] 

・名前 

お客さまのご契約時点で割り当てられる、既定のウェブサイトのドメイン名が表示されます。 

コントロールパネルからウェブアプリケーションのテストページを表示する場合や、バックアップを行う場合などにご

利用ください。 

※お客さまのウェブサイトとしても表示することもできますが、既定のウェブサイトではお客さまのウェブアプリケー

ションは正常に動作しません。詳細は以下注意事項をご参照ください。 

 

 

 

  

※注意 

・お客さまに割り当てられている、既定のウェブサイトのドメイン名は、デフォルトルートに 「wwwroot] が

設定されております。 

・PHP/CGI/ASP などのアプリケーションプログラムは、既定のウェブサイトのドメイン名では正常に動作

しません。 

・アプリケーションプログラムの動作を確認するには、お客さまのウェブサイトのドメイン名にて確認する

必要があります。 

・DNS 切り替え前にお客さまのウェブサイトを確認するには、hosts ファイルにウェブサイトのドメイン名と

IP アドレスを記述することで確認することができます(Windows の場合)。 
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・状態 

ウェブサイトの状態を確認することができます。開始と表示されている場合、ご利用いただけます。 

停止と表示されている場合は、お客さまのウェブサイトを表示することはできません。 

・SSI のサポート/PHP のサポート/Active Perl サポート/ASP のサポート 

各種スクリプト言語の利用可否を確認することができます。 

[オン]と表示されている場合に、ご利用いただけます。 

また、[テスト]をクリックすると、スクリプト言語の動作を確認するテスト結果の画面が表示されます。 

・ASP.NET サポート 

ASP.NET の利用可否を確認することができます。[オン]と表示されている場合に、ご利用いただけます。 

また、[テスト]をクリックすると ASP.NET の動作を確認するテスト結果の画面が表示されます。 

 

[FTP 構成] 

・FTP のサポート 

FTP の利用可否を確認することができます。[オン]と表示されている場合に、ご利用いただけます。 

・FTP の URL 

URL をクリックすると、ブラウザで FTP サーバを表示することができます。 

またURLの IPアドレスを、FTPクライアントに設定すると、FTPクライアント経由で FTP接続することができます。 

・ログイン名 

FTP サーバ用の FTP アカウント名が表示されます。 

FTP サーバに接続する場合は、この欄に表示されているログイン名を使用します。 

・パスワード 

FTP アカウントのパスワードが設定できます。入力画面の文字はマスクされて表示されます。 
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2) 概要の各項目を設定します。設定完了後[送信]をクリックします。 

 

 

[基本設定] 

・SSI のサポート/Active Perl サポート/ASP のサポート 

それぞれの項目のチェックボックスにチェック入れると該当の機能を利用いただくことができます。 

チェックボックスのチェックを外した場合、それぞれの機能をご利用いただくことはできません。 

・PHP のサポート 

PHP の動作モードを切り替えることができます。[オフ]、[FastCGI アプリケーション]、[ISAPI extension]の中から 

選択することができます。[オフ]を選択した場合、PHP をご利用いただくことはできません。 

 

 

 

 

・ASP.NET サポート 

ASP.NET のバージョンを切り替えることができます。[オフ]、[ASP.NET 1.1]、[ASP.NET 2.0]の中から選択するこ

とができます。 

[オフ]を選択した場合、ASP.NET をご利用いただくことはできません。 

  

※注意 

PHP のプログラムの中には、「FastCGI アプリケーション]のモードでは動作しないプログラムがあります。 

ブラウザで表示した際、エラーメッセージが表示される場合や PHPのプログラムがどちらのモードに対応してい

るか不明の場合は、PHP のサポートを、「ISAPI extension]に変更してお試しください。 

※注意 

・DotNetNuke 3.2.1 を使用する場合は、ASP.NET 1.1 に設定する必要があります 

(ASP.NET 1.1 とASP.NET 2.0 を同時に利用することはできません)。 
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[FTP 構成] 

・FTP のサポート 

FTP のサポートの項目のチェックボックスにチェックを入れると FTP の機能を利用いただくことができます。 

チェックボックスのチェックを外した場合、FTP の機能をご利用いただくことはできません。 

・ログイン 

FTP サーバに接続する際に使用するログイン名が表示されます。 

なお、本ログイン名は変更することができません。 

・パスワード 

FTP のログインアカウントの新しいパスワードを設定することができます。 

なお[新しいパスワードを生成]をクリックするとランダムなパスワードが自動生成されます。 

 

 

 

 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えておいてく

ださい。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、パス

ワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラーとなる

場合があります。 

 

3.1.2. パフォーマンス 

ウェブサイトのパフォーマンスの設定値を確認することができます。 

最大接続数、接続のタイムアウト、HTTP の Keep-Alive の状態、最大帯域幅の設定値が表示されます。 

 
 最大接続数 

お客さまのウェブサイトに同時に接続することができる最大接続数が表示されます。 

 接続のタイムアウト 

ブラウザからのリクエストが終了してからワーカープロセスが終了するまでの時間が表示されます。 

 HTTP の Keep-Alive 

常に[オン]の設定となります。 

 最大帯域幅 

最大帯域幅が表示されます(この項目のみ編集することができます)。  

※注意 

・設定されているパスワードを表示することはできません。 

・パスワードを忘れた場合は、新しいパスワードで上書きしてください。 

・初期のデフォルト FTP パスワードはランダムなパスワードが設定されております。 

・はじめてFTPアカウントを利用する場合、事前にお客さまにてパスワードを変更していただく必要があります。 
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3.1.3. ログ 

ウェブサイトのログの保存間隔を確認することができます(変更はできません)。 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. デフォルトドキュメント 

ウェブサイトのデフォルトページの設定を行うことができます。 

 

[編集]をクリックします。 

 

1) デフォルトドキュメントのリストを編集します。 

優先順位は、上から下に向かって順位付けされます。優先順位の高いドキュメントは、一番上に入力します。 

デフォルトドキュメントを入力後、[送信]をクリックします。 

 

※メモ 

・ログファイルは、お客さまのウェブスペースの「/logs ディレクトリ]に保存されます。 

・ログファイルはお客さまのディスク容量に含まれるため、ログの保存容量にご注意ください。 

･ログファイルは、GMT 標準時で記録されます。日本時間と 9 時間の時差があります。 

・ログ上で、午前9時にアクセスされた記録がある場合、日本時間の午後 6時にアクセスされたことになります。 

・また、ログローテーションが実行される時間は、日本時間の午前 9 時（GMT 標準時の 0 時）になります。 
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2) 変更後のデフォルトドキュメントの一覧が表示されます。 

 

 

3.1.5. エラーページ 

ウェブサイトのエラードキュメントをユーザー定義のエラードキュメントに変更することができます。 

 

 

[1]デフォルトテキストに設定 

1) デフォルトテキストに変更したいエラーコードの左側のチェックボックスにチェックを入れ、[デフォルトテキストに

設定]をクリックします。 
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2) [選択されたエラードキュメントを IIS のデフォルトテキストに設定してもよろしいですか？]と表示されます。 

 [OK]をクリックします。 

 

3) タイプが IIS のデフォルトエラーメッセージに変更されます。 

 

 

[2]デフォルトドキュメントに設定 

1) デフォルトドキュメントに変更したいエラーコードの左側のチェックボックスにチェックを入れ、[デフォルトドキュメ

ントに設定]をクリックします。 

 

2) 選択したエラーページを IIS のデフォルトファイルに設定しますか？と表示されます。 

 [OK]をクリックします。 
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3) タイプが IIS の標準ドキュメントに変更されます（デフォルトではすべて IIS の標準ドキュメントに設定）。 

 

 

[3]ユーザー定義のドキュメントに設定 

オリジナルのエラードキュメントを設定することができます。 

1) オリジナルのエラードキュメントを作成し、FTP やファイルマネージャなどをご利用いただき[/errdocs]のディレク

トリにアップロードします。 

※ファイルマネージャ（下図）のご利用方法については、3.2 ファイルマネージャをご参照ください。 

 

 

2) エラーページの画面で、変更するエラーコードをクリックします。 
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3) エラードキュメントのタイプを選択します。 

[IISの標準ドキュメント(デフォルトドキュメント)]、[既定(デフォルトテキスト)]、[ファイル]、[URL]の 4種類の中から、

エラードキュメントのタイプを選択します。 

オリジナルのエラードキュメントを設定する場合、[ファイル]にチェックを入れウェブスペースの[errdocs]フォルダ

にアップロードしたエラードキュメントのファイル名を入力し[送信]をクリックします。 

 

4) タイプ欄が[ファイル]に変更され、コンテンツ欄にはエラードキュメントのファイル名が表示されます。 

 

 

3.1.6. MIME タイプ 

ウェブサイトにユーザー定義の MIME タイプを追加することができます。 

 

[1]ユーザー定義 

1) [新しい MIME タイプの追加]をクリックします。 
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2) 関連付けられている拡張子と、コンテンツタイプ(MIME)を設定し、[送信]をクリックします。 

 
3) ユーザー定義 MIME タイプのリストに追加されます。 

 

 

 

 

 

[2]システム定義 

システムの項目には、システム定義されている MIME タイプのリストが一覧表示されます。 

 

  

※メモ 

・追加した MIMEの設定を削除する場合は、左側のチェックボックスにチェックを入れ [削除] をクリックします。 

※注意 

各アプリケーションプログラムで使用する、「.cgi / .pl / .php / .asp / .aspx / .htm / .html / .shtml]などの拡張

子は、「ドメイン名の管理]のマッピングで定義されておりますので、MIME のシステム定義内には表示されてお

りません。 

お客さまにて、各アプリケーションプログラムで使用する拡張子を MIMEタイプのユーザー定義に設定する必要

はありませんのでご注意ください。誤ってユーザー定義に登録した場合、お客さまのウェブアプリケーションが

正常に動作しない場合がございます。 
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3.2  ファイルマネージャ 

ファイルマネージャは、ウェブサイトのファイルとディレクトリの管理を行うことができます。 

ディレクトリやファイルに関する書き込み権限の設定は、ファイルマネージャでのみ設定を行うことができます(FFFTP な

どのFTPクライアントソフトでは、ＩＩＳの権限設定に対応していないため書き込み権限の設定はできません)。 

 

3.2.1. ファイルマネージャを開く 

 

1) [ファイルマネージャを開く]をクリックします。 

 

 

2) ファイルマネージャの画面が表示されます。 
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※右から 2 番目の[Icon View]ボタンをクリックすると、一覧表示に変更されます。 

 

 

3.2.2 ディレクトリの作成 

 

1) 新しくディレクトリの作成を行うには、[New folder]のアイコンをクリックするか、画面上で右クリックをしてメニュー

の中の[New folder]をクリックします。 
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2) [untitled folder]と表記されて新しいディレクトリができますので、ディレクトリ名を入れてEnterを押します(例では

「Newfolder2015」で作成します)。 

 

 

3) ディレクトリが作成されます。 

 

 

3.2.3 ファイルの作成 

 

1) 新しくファイルの作成を行うには、[New text file]のアイコンをクリックするか、画面上で右クリックをしてメニュー

の中の[New text file]をクリックします。。 
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2) [untitled folder]と表記されて新しいディレクトリができますので、ディレクトリ名を入れて Enter を押します

 (例では「Newfile2015.txt」で作成します)。 

 

 

3) ファイルが作成されます。 

 

 

3.2.4 ファイルアップロード 

 

1) サーバにファイルをアップロードするには、[Upload files]をクリックします。 

 

 

2) アップロードファイルの画面が開きますので、アップロードするファイルを選択して[開く]をクリックします。 

※ご利用のブラウザの種類により画面表示は異なります。 
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3) ファイルがアップロードされます。 

 

 

※ファイルのアップロードは、上記の手順のほかに下記の手順もございます。 

1) 画面上で右クリックをして[Upload files]をクリックします。 

 

 

2) [Upload files]の画面が表示されたら、ご利用のパソコンにあるファイルをドラッグ＆ドロップでアップロードしま

す。 

 
 

3) ファイルがアップロードされます。 
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3.2.5 ファイルのコピー 

 

1) ファイルを別のディレクトリにコピーするには、コピーするファイルをクリックし、[Copy]ボタンをクリックします。 

 

 

2) コピー先のディレクトリを選択し、[Paste]ボタンをクリックします。 

 

 

3) ファイルがコピーされます。 

 

 

3.2.6 ファイルの移動 

 

1） ファイルを別のディレクトリに移動するには、移動するファイルを選択し、[Cut]ボタンをクリックします。 

 

 

2) 移動先のディレクトリを選択して[Paste]ボタンをクリックします。 
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4) ファイルが移動されます。 

 

 

3.2.7 ファイルの削除 

 

1) 削除するファイル、またはディレクトリを選択し、[Delete] ボタンをクリックします。 

 ディレクトリを削除する場合は、ディレクトリの中のファイルも同時に削除されます。 

 

 

2) 削除前に確認画面が表示されます。[Remove]をクリックします。 

 

 

3) ファイル、またはディレクトリは削除されます。 
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3.2.8 ファイル名・ディレクトリ名の変更 

 

1) 対象ファイルまたは対象ディレクトリを選択し、[Rename]ボタンをクリックします。 

 

 

2) 編集できるように文字部分が変わりますので、新しい名前を入力し、キーボードの Enter をクリックします。 

 

 

3) 新しい名前に変更されます。 

 

 

3.2.9 パーミッションの変更 

 

1) 対象のディレクトリまたはファイルを選択し、[Get info]ボタンをクリックします。 
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2) パーミッションの設定画面が表示されます。各ユーザータイプに[読み取り] [書き込み] [実行] の権限を設定す

ることができます（上位ディレクトリのアクセス権が下位ディレクトリに反映されます。 

 グレーアウトされて変更できない場合は、上位ディレクトリの設定を変更する必要があります）。 

 

 

 Application Pool User 

アプリケーションプールのワーカープロセス実行用セキュリティ アカウントです。 

ASP.NET などのウェブアプリケーションで、アプリケーションプールに割り当てられたアカウントで書き込みや実行をする場合に設

定します。 

 

 

 

 

 

 Webspace Group 

FTP クライアントで FTP サーバに接続するためのセキュリティアカウントです（書き込みを拒否に設定した場合、

FTP クライアントでの接続が拒否されます）。 

 

 Anonymous Users 

通常、Internet Explorer などのウェブブラウザでウェブサイトを表示する際に使用されるセキュリティ アカウント

です。このアカウントの読み取り権限が「許可」に設定されていると、ブラウザで表示することができます。また、

ASP・ASP.NET･CGI・PHP などのプログラムでディレクトリやファイルに書き込み権限を設定する場合は、このア

カウントに対して書き込み許可の設定を行う必要があります。 

読み取り権限が「拒否」に設定されていた場合、ウェブサイトにアクセスすることはできません。また、書き込み権

限を「拒否」に設定された場合、ディレクトリやファイルに対して書き込みを行うことはできません。 

 

  

r   読み取り 

w 書き込み 

x 実行 

※メモ 

IIS では、アプリケーションプール アイデンティティ アカウントには、通常 「Network Service アカウント」が割り当て

られますが、Infinito では、お客さまそれぞれに独自のアカウントが設定されております。ウェブアプリケーションで、

ワーカープロセス実行用アカウントを利用する場合は、アプリケーションプール アイデンティティ アカウントの設定

を行う必要があります。 
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3) パーミッションを設定します。 

●ファイルに実行権限をつける場合 

各ユーザータイプの右側の[x(実行)]欄のチェックボックスにそれぞれチェックを入れ[Save]をクリックします。 

 

 

 

 

●ファイルに書き込み権限を付ける場合 

各ユーザータイプの右側の[書き込み]欄の[許可]にそれぞれチェックを入れ[適用]または[OK]をクリックします。 

 

 

  

※メモ 

IIS の場合、一部のファイルを除き、実行権限を付与しなくても スクリプトは動作します。 

実行権限を付与しなければ動作しないスクリプトの場合に 実行許可を付与します。 

※メモ 

・例えば、掲示板のログファイルなどに書き込みを行う必要がある場合に書き込み許可を設定します。 

通常 Anonymous ウェブユーザーのみ書き込み許可を設定することで書き込みが行えるようになります。 

・ディレクトリに対して書き込み許可を設定すると、そのディレクトリ内のすべてのファイル・サブディレクトリに対し

て書き込み許可の権限が設定されます。 
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●スクリプトが動作しない場合について 

ファイルマネージャで実行権限を設定してもスクリプトが動作しない場合は、[ホーム]>[ドメイン名]を表示させ、

IISを動作させているドメインを表示し、[その他のツール]>[セキュリティの設定]の権限項目の実行権限が[スクリ

プトのみ]または[スクリプトと実行ファイル]に設定されているか確認します。 

実行権限が[なし]に設定されている場合、スクリプトは動作しません。 

 

  ※メモ 

スクリプト用の仮想ディレクトリを作成している場合も、同様に権限項目の実行権限が [スクリプトのみ]または

[スクリプトと実行ファイル]が設定されているか確認します。実行権限が「なし]に設定されている場合は、スクリ

プトは動作しません。 
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3.3  データベース 

新しくデータベースを作成、および削除を行うことができます。 

 

データベースサーバには、Microsoft SQL Server2000・MySQL5.0 を採用しており、それぞれのデータベースを作成・

管理することが可能です。 

 

また、Microsoft SQL Server 2000 を管理するウェブアプリケーションとして myLittleAdmin 

MySQL5.0 を管理するウェブアプリケーションとして phpMyAdmin をご利用いただけます。 

 

 

 

 

3.3.1 データベースの作成 

 

[1]Microsoft SQL Server 2000 

1) [新しいデータベースの追加]をクリックします。 

 

  

※注意 

・契約内容により、使用できるデータベースの種類および数は異なります。 
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2) データベースタイプを選択します。 

 データベースタイプのプルダウンメニューより[MS SQL(MS SQL databases)] を選択し、[次へ]をクリックします。 

 

3) データベースの各項目を設定し、各項目を設定されましたら[次へ]をクリックします。 

 

①[データベース名]を入力します。 

データベース名は、英数字とアンダーバーのみ使用できます。 

データベース名は、128 文字まで設定することができます。 

データベース名の最初の文字に[db***_]などの管理番号が入ります(管理番号は変更不可)。 

その管理番号に続いて任意のデータベース名を設定することができます。 

②[データ容量の上限]を入力します。 

データベースのディスク領域の上限を設定することができます。KB 単位、MB 単位で設定することができます

（この値は 1MB 以上のディスク容量を設定する必要があります）。 

③[トランザクションログ容量の上限]を設定します。 

トランザクションログの上限を設定することができます。 

KB単位、MB単位、％単位で設定することができます（この容量は 1MB以上になるよう設定する必要がありま

す）。 
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④[データベースのユーザー名]を入力します。 

データベースのユーザー名は、英数字とアンダーバーのみ使用できます。 

データベースのユーザー名は、31 文字まで設定することができます。 

データベース名の最初の文字に[u***_]などの管理番号が入ります（管理番号は変更不可）。 

その管理番号に続いて任意のデータベースユーザー名を設定することができます。 

⑤[パスワード]を入力します。 

パスワードは、アルファベット大文字・小文字、数字と記号（_ . , ? | / > { } ~ ^ [ ] ! @ # : ^ & * ( ) - + \）を含める

ことができます。また、パスワードは64文字まで設定することができ、[11111111]などの同じ文字が続く簡単な

パスワードは設定することはできません。[新しいパスワードを生成]をクリックするとランダムに生成されたパ

スワードを設定することができます。 

4) 確認画面が表示されますので、内容をご確認の上、[完了]をクリックします。 

 

5) ステータスが準備完了になりましたらデータベースを利用することができます。 

 

6) 設定したデータベースを確認するには、データベース名をクリックします。 
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7) データベース名をクリックすると、データベース情報が表示されます。 

概要タブにて、[データベースの管理]の URL をクリックすると、[myLittleAdmin]を起動することができます。 

[編集]をクリックすると、[データ容量の上限]と[トランザクションログ容量上限]の値を変更することができます。 

[削除]をクリックするとデータベースを削除することができます。 

 

8) myLittleAdmin を起動すると、以下の画面が表示されデータベースの管理を行うことができます。 

 この管理画面でデータベースを管理することができます。 

 

 

 

 

9) データベース情報のユーザータブでは、データベース用のユーザー名が表示されます。 

 この画面では、新しいユーザーを作成、既存のユーザー名の確認、ユーザー名の削除を行うことができます。 

 

  

※注意 

・myLittleAdmin の使用方法については書籍やウェブサイトを参照願います。 
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①新しいユーザーを追加 

・[新しいユーザーを追加]をクリックします。 

 

・データベースのユーザー名とパスワードを入力し[送信]をクリックします。 

 

・既定のユーザーは、ユーザー名をクリックすると、[情報]欄に既定のユーザーである旨が表示されます 

(myLittleAdmin での管理は既定のユーザーを使います)。 
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・規定のユーザーでないユーザー名をクリックし、[デフォルト設定]をクリックすると既定のユーザーに変更す

ることができます。 

 

 

 

 

②ユーザー名の確認、およびパスワード変更 

・ユーザー名をクリックします。 

 

・[編集]をクリックするとパスワードを変更することができます。 

 

・新しいパスワードを設定し[送信]をクリックすると、パスワードが変更されます。 

  

※注意 

既定のユーザーに設定されているユーザー名を削除すると、データーベースの管理を行うことができな

い状態になります。その場合は、改めて既定とするユーザーを設定する必要があります。 
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新しいパスワードの作成は[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックします。 

 
 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えてお

いてください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3種類以上組み合わせてください。 

3種類の文字種の組み合わせで 7文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラー

となる場合があります。 

③ユーザー名の削除 

ユーザー名の左側のチェックボックスにチェックを入れ[削除]をクリックするとユーザー名を削除することがで

きます。 

 
 

[2]MySQL 5.0 

1) [新しいデータベースの追加]をクリックします。 

 
2) データベースタイプを選択します。 

 データベースタイプのプルダウンメニューより[My SQL(My SQL5 databases)]を選択し、[次へ]をクリックします。 

・MySQL 5.0 を利用する場合･･･[My SQL(My SQL5 databases)] を選択します。 

  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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3) データベースの各項目を設定します。 

 

①[データベース名]を入力します。 

データベース名は、英数字とアンダーバーのみ使用することができます。 

データベース名は、64 文字まで設定することができます。 

データベース名の最初の文字に[db***_]などの管理番号が入ります(変更不可)。 

その管理番号に続いて入力することができます。 

②[データベースのユーザー名]を入力します。 

データベースのユーザー名は、英数字とアンダーバーのみ使用することができます。 

データベースのユーザー名は、16 文字まで設定することができます。 

データベース名の最初の文字に[u***_]などの管理番号が入ります（変更不可）。 

その管理番号に続いて入力することができます。 

③[パスワード]を入力します。 

パスワードは、アルファベット大文字・小文字、数字と記号（_ . , ? | / > { } ~ ^ [ ] ! @ # : ^ & * ( ) - + \）を含める

ことができます。パスワードは、64 文字まで設定することができます。 

[11111111]などの同じ文字が続く簡単なパスワードは設定することができません。 

また新しいパスワードを生成をクリックするとランダムに生成されたパスワードが設定されます。 

各項目を設定されましたら[次へ]をクリックします。 

4) 各設定項目が正しかったら[完了]をクリックします。 
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5) ステータスが[準備完了]になるとデータベースを利用することができます。 

 

6) 設定したデータベースを確認するには、データベース名をクリックします。 

 

7) データベース情報が表示されます。 

 全般タブでは、データベース名やホスト名などが表示されます。 

 データベースの管理 URL をクリックすると、[phpMyAdmin]を起動することができます。 

 [削除]をクリックするとデータベースを削除することができます。 

 

8) phpMyAdmin を起動すると、phpMyAdmin の管理画面が表示され、データベースの操作を行うことができます。 
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9) データベース情報のユーザータブでは、データベース用のユーザー名が表示されます。 

 新しいユーザーの作成、既存のユーザー情報の確認、削除を行うことができます。 

 

①新しいユーザーを追加 

・[新しいユーザーを追加]をクリックします。 

 

・データベースのユーザー名、パスワードを設定し[送信]をクリックします。 

 

パスワードの作成は[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックします。 

 

 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。 

パスワードは必ず控えておいてください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラーと

なる場合があります。 

 

・既定のユーザーは、ユーザー名をクリックし、[情報]欄に既定のユーザーである旨が表示されます 

(myLittleAdmin での管理は既定のユーザーを使います)。 

 

 

 

・追加したユーザー名をクリックし、[デフォルト設定]をクリックすると既定のユーザーに変更することができま

す。 

 

 

 

  

※注意 

既定のユーザーに設定されているユーザー名を削除すると、データーベースの管理を行うことができな

い状態になります。その場合は、改めて既定とするユーザーを設定する必要があります。 
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②ユーザー名の確認、およびパスワード変更 

・ユーザー名をクリックします。 

 

・[編集]をクリックするとパスワードを変更することができます。 

 

・新しいパスワードを入力し[送信]をクリックすると、パスワードが変更されます。 

 

パスワードの作成は[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックします。 

 

 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えてお

いてください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3種類以上組み合わせてください。 

3種類の文字種の組み合わせで 7文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラー

となる場合があります。 

 

③ユーザー名の削除 

ユーザー名の左側のチェックボックスにチェックを入れ[削除]をクリックするとユーザー名を削除することがで

きます。 
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3.4  DSN の管理 

[ホーム]→[ウェブサイト]→対象ドメイン→ウェブサイトツールの中の[DSN の管理]に移動します。 

新しく DSN(データソース名)を作成・編集、および削除を行うことができます。 

 

 

3.4.1 DSN の作成 

 

1) [新しい DSN の追加]をクリックします。 

 

2) [データソース名]と[説明]欄を入力し、[次へ]をクリックします（説明欄を省略することはできません）。 

 

3) DSN に紐付けするデータベース名を選択します。 

 

  

この欄に、データソース名の説明を 

英語、またはローマ字で入力する必要が

あります（日本語での入力は不可）。 
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4) プロパティを設定します。 

[Microsoft SQL DSN] 

・Microsoft SQL DSN プロパティの画面で各項目の設定を行い[完了]をクリックします。 

 

・ステータスが[準備完了]と表示されましたらご利用いただけます。 

 

[MySQL DSN]  

・MySQL DNS プロパティの画面で各項目の設定を行い[完了]をクリックします。 
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・ステータスが[準備完了]と表示されましたらご利用いただけます。 

 

 

3.4.2 DSN の変更 

DSN の内容を変更するには、該当の DSN をクリックします。 

 

[Microsoft SQL DSN] 

<全般タブ> 

全般タブでは、説明欄のみ編集することができます。データソース名や、データソースを変更する場合は、一度

DSN を削除して作成し直す作業が必要です。 

1) 全般タブを編集するには、[編集]をクリックします。 

 

2) 説明欄を編集し、[送信]をクリックします。 
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<プロパティタブ> 

プロパティタブでは、各項目の ON/OFF を設定することができます。 

1) プロパティを編集するには[編集]をクリックします。 

 

2) プロパティを設定し[送信]をクリックします。 

 

・一時的なストアドプロシージャの ON/OFF を設定することができます。 

・ANSI quoted identifiers の ON/OFF を設定することができます。 

・ANSI nulls、ANSI paddings、および ANSI warnings の ON/OFF を設定することができます。 

[MySQL DSN] 

<全般タブ> 

全般タブでは、説明欄のみ編集することができます。 

データソース名や、データソースを変更する場合は、一度 DSN を削除して作成し直す作業が必要です。 

1) 全般タブを編集するには、[編集]をクリックします。 
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2) 説明欄を編集し、[送信]をクリックします。 

 

<プロパティタブ> 

プロパティタブでは、各項目の ON/OFF を設定することができます。 

1) プロパティを編集するには[編集]をクリックします。 

 
2) プロパティを設定し[送信]をクリックします。 
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3.5  バックアップ 

[ホーム]→[追加サービス]→[バックアップ]に移動するとバックアップのページに移動します。 

IIS のウェブデータ、およびデータベースのデータをバックアップすることやバックアップデータを使用して 

データの復元を行うことができます（バックアップの復元を行うと、最新のデータが旧データに上書きされます）。 

またバックアップが行なえる回数、およびバックアップに利用するディスク容量は契約内容や実際にアップロードされ

ているファイルの容量により異なります。 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 バックアップの実行 

1) バックアップを実行するには、[新しいバックアップの追加]をクリックします。 

 

2) バックアップ名欄にバックアップの名前を入力し、バックアップ項目欄にてバックアップする項目の左側のチ

ェックボックスにチェックを入れ[完了]をクリックします。 

 

  

※注意 

このバックアップ機能は、ウェブサーバ内のバックアップエリアにバックアップする機能です。 

お客さまのローカル環境にバックアップデータをダウンロードすることはできません。 

ローカル環境にファイルをバックアップする場合は、FTP クライアントソフトなどでダウンロードしてください。 
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3） バックアップ項目欄に、[1.ウェブサイト“*******”は停止されます]と警告メッセージが表示されます。 

 バックアップを続行する場合は、[警告を許可する]にチェックを入れ[完了]をクリックします。 

 

 

 

 

4) バックアップが完了するとステータスが[バックアップ中]から[保管済み]に変わります。 

 

 

3.5.2 バックアップの復元 

1) バックアップデータからウェブデータ、データベースのデータを復元するには、バックアップ名の左側のチェックボッ

クスにチェックを入れ[復元]をクリックします（この場合、ウェブデータ・データベースのデータの両方をリストアする

ことができます）。 

 

  

※注意 

バックアップを開始するとバックアップが完了するまで、お客さまのウェブサイトを表示することができません。 

アップロードされているファイル数・ファイルサイズにより、バックアップ終了まで時間がかかる場合がございます。 
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2) リストアの確認画面が表示されます。リストアを続行する場合は[OK]をクリックします。 

 

3) リストア中は、ステータスが[アップデート中]と表示されます。ステータスが[保存済み]となるとリストア完了です。 

 

 

3.5.3 個別にバックアップの復元を行う 

1) ウェブデータのみをリストアする場合など、個別にバックアップの復元を行うにはバックアップ名をクリックします。 

 

2) [コンテンツタブ]をクリックします。 

 

3) リストアしたいバックアップ項目の左側のチェックボックスにチェックを入れ[復元]をクリックします。 
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4) リストア中は、ステータスが[復元中]と表示されます。ステータスが[保存済み]と表示したらリストア完了です。 

 

 

3.5.4 バックアップデータの削除 

バックアップデータの削除には、バックアップ名の左側のチェックボックスにチェックを入れ、[削除]をクリックします。 
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4. メール(Qmail) 

｢KDDI ホスティングサービス(G120/G200)｣のメールサービスの各種管理機能を提供します。 

メールアカウントの編集やメーリングリストの編集などを行うことができます。 

 

 

4.1.1 メールアドレスの追加 

1) 新しいメールボックスを作成するには、[新しいメールボックスを追加]をクリックします。 

 

2) サービスユーザーを選択します（サービスユーザーが作成されていない場合、この画面は表示されません）。 

・新しくサービスユーザーを作成する場合は、[新しいサービスユーザー]を選択し、[次へ]をクリックします。 

・既に作成されているサービスユーザーに Qmail を割り当てる場合は、[既存のサービスユーザー]を選択し、[次へ]

をクリックします。 
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3) アカウント情報を設定します。 

[表示名][ログイン名][パスワード]を入力し、[次へ]をクリックします。 

 

 表示名 

名前を入力します（メール受信者に表示されます）。 

 ログイン名 

ログイン名を入力します（ログイン名は[アルファベット][数字][ドット][ハイフン][アンダーバー]が使用可能）。 

また、追加ドメインやサブドメインを設定されている場合、プルダウンメニューよりドメイン名を選択することができ

ます。 

 パスワード 

[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックして、設定します。 

 
 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えておい

てください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラーとな

る場合があります。  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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4) メールアドレスの詳細設定を行います。 

 [メールアドレス][高度な機能]、[メールボックス][転送][通知]を設定することができます。 

 

①メイン 

アカウント作成時は、ログイン名と同一の名前が表示されます。 

ログイン名とは異なるメールアドレスを設定する場合は、本メールアドレス欄を編集します。 

 

②高度な機能 

[ウイルスチェック][迷惑メールフィルターの有効化]を設定することができます。 

 

 ウイルスチェックの有効化 

ウイルスチェック機能を利用する場合、[ウイルスチェックの有効化]のチェックボックスにチェックを入れると有効

化することができます。これにより、メール受信時にウイルスが添付されたメールが除去されます。 

 迷惑メールフィルターの有効化 

迷惑メールフィルター機能を利用する場合、[迷惑メールフィルターの有効化]のチェックボックスにチェックを 

入れると有効化することができます。これにより、メール受信時に迷惑メールが除去されます。 
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③メールボックス 

メールボックスを作成します。 

 

 メールボックスの作成 

メールボックスを作成する場合、[メールボックスの作成]のチェックボックスにチェックを入れるとメールボックスを

作成することができます。メール送受信用のメールアドレスを作成する際には、この項目にチェックを入れてくだ

さい。 

また、転送専用のメールアドレスを作成する場合は、チェックを外しメールボックスなしのメールアカウントを作成

することが可能です。 

 メールボックスの有効化 

メールボックスを新規作成時の状態を設定することができます。[メールボックスの有効化]のチェックボックスに

チェックを入れると、メールボックスが作成された際に有効化されます。 

チェックを入れなかった場合は、メールボックスが無効化されメールを受信することができません。 

 カスタムのクォータ値 

メールボックスの容量を設定することができます。メールボックスの容量は、[最大サイズ]と[サイズを入力]の 2

通りの設定方法があります。サイズを入力する場合は、最大サイズの範囲内で容量を設定することができます。 

④転送 

メールの転送設定を行うことができます。メールアドレスを作成する際に、ほかのメールアドレスに転送したい

場合は、[メール転送の有効化]にチェックを入れ、メールアドレス欄に転送先に指定するメールアドレスを入力

します。なお複数登録する場合は、カンマ、セミコロン、スペースで区切って入力します。 

 

⑤通知 

メールアドレスの作成が完了した際に送信される設定完了メールの通知先メールアドレスを設定することができ

ます。通知を有効化するには、[通知の送信]にチェックを入れ、メールアドレス欄に通知先メールアドレスを入力

します。 
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⑥通知 

作成した新規メールアドレスにテストメッセージを送信することができます。テストメッセージを送信するには、[新

規メールアドレスにテストメッセージを送信]のチェックボックスにチェックを入れます。 

 

⑦必要項目を設定されましたら右下の[次へ]をクリックします。 

 

⑧メールアドレスの確認画面が表示されます。設定内容を確認し問題がなければ、[完了]をクリックします。 

 

⑨メールボックスの作成が完了すると、ステータスが[いいえ]から[はい]に変わります（右上の[リフレッシュ]をクリッ

クし処理状況をご確認ください。処理が完了していれば、[リフレッシュ]をした時点でステータスランプ表示がかわり

ます）。 
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4.1.2  メールアドレスの編集 

メールアドレス欄の名前をクリックするとメールの詳細の確認や編集を行うことができます。 

 

1) 全般 

[全般]タブでは、ログイン名とメールアドレスを確認することができます。 

また、[表示名]の名前や[パスワード変更]をクリックすることにより[表示名][ログイン名]のユーザー画面、および

[パスワード]の変更画面を表示することができます。 
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[表示名・ログイン名の変更について] 

①[表示名]の名前をクリックすると、ユーザーの画面が表示されます。 

[編集]をクリックすると、表示名とログイン名を編集する画面が表示されます。 

 

②表示名・ログイン名を編集されましたら、[送信]をクリックします。 

 

③メールボックスの変更が完了すると、ステータスが[更新中]から[準備完了]に変わります（右上の[リフレッシュ]を

クリックし処理状況をご確認ください。処理が完了していれば、[リフレッシュ]をした時点でステータスランプ表示が

かわります）。 
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2) メールボックス 

メールボックスタブでは、メールボックスの状態やディスク領域の上限(容量の上限)、現在のディスク領域の使用状

態を確認することができます。 

[編集]をクリックするとメールボックスの状態変更や、容量の変更を行なうことができます。また、[削除]をクリックす

るとメールボックスを削除することができます。 

 

①[メールボックス]のタブで[編集]をクリックするとメールボックスの設定画面が表示されます。 

[メールボックスの有効化][メールボックスのクォータ]を設定することができます。設定を変更されましたら、[送

信]をクリックします。 

 

②変更後のサイズが表示されます。 

 

3) 転送 

メールの転送設定を行うことができます（デフォルトでは無効に設定されております）。 

①メール転送の設定を行うには、転送リストに転送先のメールアドレスを追加する必要があります。 

[転送リスト]をクリックします。 
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②[転送用メールアドレスの追加]をクリックします。 

 

③[外部の転送用メールアドレス]欄に、転送先のメールアドレスを入力し、[送信]をクリックします。 

 

④追加した転送先のメールアドレスが転送リストに追加されます。 

さらに転送先のメールアドレスを追加するには、[転送用メールアドレスの追加]をクリックすると、追加することが

できます。また、転送リストからメールアドレスを削除するには、転送リストのメールアドレス一覧の左側のチェッ

クボックスにチェックし、[削除]をクリックすると、転送リストからメールアドレスを削除することができます。転送設

定が有効化されていることを確認するには、[全般]をクリックします。 

 

⑤[全般]タブでは転送の状態が表示されます。[有効]と表示されておりましたら転送機能が利用可能です。 

転送設定を解除するには、[転送の無効化]をクリックすると転送機能が解除されます。 
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4) ウイルス対策 

①アンチウイルス機能の設定を確認することができます。設定を変更するには、[編集]をクリックします。 

 

 着信メールのウイルスチェック 

着信するメールに対してウイルスチェックを行います。有効化されている場合は、[はい]と表示されます。 

 発信メールのウイルスチェック 

発信するメールに対してウイルスチェックを行います。有効化されている場合は、[はい]と表示されます。 

 送信者に通知 

ウイルスが見つかった場合、メールの送信者に通知メールが配信されます。 

 受信者に通知 

ウイルスが見つかった場合、メールの受信者に通知メールが配信されます。 

②ウイルスチェック機能の各項目を設定し、[送信]をクリックします。 
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ウイルスチェク機能の有効化 

このチェックボックスにチェックを入れると、ウイルスチェックが有効化されます。 

ウイルスチェックを無効化するには、チェックボックスのチェックを外します。 

 チェック 

ウイルスチェックする対象を、[着信メール][発信メール][着信メール・発信メールの両方]の中から選択するこ

とができます。 

 差出人に通知 

着信したメールにウイルスが見つかった場合、メールの送信者に通知メールが配信されます。 

 受信者に通知 

受信したメールにウイルスが見つかった場合、メールの受信者に通知メールが送信されます。 

 

 

 

③設定を変更した個所のステータスが変更されます。 

 

 

5) 自動返信メール 

メールアドレスにメールが届いた際に自動で返信される、[自動返信メール]の設定を行うことができます。 

①[新規自動返信メールの追加]をクリックします。 

 

  

※注意 

アンチウイルス機能は、個々のメールアドレスに対して設定する必要があります。 



 「KDDI ホスティングサービス(G120/G200)」 コントロールパネルご利用ガイド 

 

81 

②自動返信メールの設定画面が表示されます。各項目を入力し、[送信]をクリックします。 

 

[自動受信メールの有効化と設定名について] 

 

 自動返信メールの有効化 

自動返信メールを利用する場合に、チェックボックスにチェックを付けます。 

チェックボックスのチェックを外すと自動返信メールが無効化されます。 

 自動返信メールの名前 

自動返信メールの設定名を入力します（コントロールパネルに表示されます）。 

[受信メッセージ用フィルタ] 

受信メールの件名や本文の文字列を使い、フィルタリング設定を行うことができます。 

 

 フィルタリングの有効化 

フィルタリングを有効化する場合に、チェックボックスにチェックを付けます。 

チェックボックスのチェックを外すとフィルタリングは無効になります。 

 着信文字のフィルタリング 

[件名に次の文字列が含まれている場合]と[本文に次の文字列が含まれている場合]のどちらか片方を選択

することができます(両方選択することはできません)。 
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 含まれる文字列を指定 

フィルタリングに使用する文字列を設定することができます。 

文字列には、英数字・漢字・ひらがな･カタカナ・記号を使用することができます。 

[自動返信メールの設定] 

自動返信メールの方法を、[返信]と[転送]のどちらかを選択することができます。 

 

●[返信]について 

メール送信者にメールを自動返信する場合に、[返信]を選択します。 

 [Reply-To]フィールド 

自動返信メールの、Reply-To にメールアドレスを設定することができます。 

 返信メールの件名 

自動返信メールの件名を設定することができます。 

 返信メッセージ 

自動返信メールの本文を設定することができます。 

●[転送]について 

自動返信メールの設定で指定された条件に一致した場合に転送を実行します。 

 転送先メールアドレス 

転送先メールアドレスを設定します。 

 

 

 

 

6) ウェブメール 

パソコンのブラウザを利用しメールの送受信が行なえるウェブメールを利用することができます。 

ウェブメールを起動するには、[ウェブメールを開く]をクリックします。 

  

※メモ 

自動返信の設定は複数設定することができます。 

例えば、自動返信の返信設定を１つ作成し、同じ条件の設定で自動返信の転送設定を作成すると、自動返信され

た送信者のメールのみを指定の転送先に転送することができます。 
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7) 迷惑メールフィルター 

迷惑メールから保護する方法について設定することができます。 

①フィルタリングモードなどの設定を変更するには、[編集]をクリックします。 

 

②設定変更画面では、迷惑メールフィルタリングモードとパーソナル設定を変更することができます。 

各項目を変更し、[送信]をクリックすると変更されます。 

 

 迷惑メールフィルタリングモード 

[無効にする]、[個人的な設定のみを使用][個人的な設定とグローバルなホワイト/ブラックリストを使用]の 

中から選択することができます。 

・無効にする 

迷惑メールフィルタを無効に設定します。 

・個人的な設定のみを使用 

スパムスコア閾値で設定した値を元に、迷惑メールのフィルタリング処理を行います。 

・個人的な設定とグローバルなホワイト/ブラックリストを使用 

スパムスコア閾値で設定した値を元に、迷惑メールのフィルタリング処理います。 

また、メールサーバ側に設定してあるグローバルホワイトリスト/ブラックリストを使用し迷惑メールのフィル

タリング処理を行います。 

 スパムスコア閾値 

迷惑メールとして判定する閾値を設定することができます。既定では[3.5]に設定されております。 

この閾値は、0 から 1000 までの値を設定することができます（小数第一位まで設定可能）。 

若い数値を設定すると強力になります。 

 迷惑メールのアクション 
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 迷惑メールと判定した場合の処理を設定することができます。 

[削除][迷惑メールのマークをつける][迷惑メールのマークを付けて件名を修正する]の中から選択することがで

きます。 

・削除 

迷惑メールと判定したら、メールボックスから削除されます。 

・迷惑メールのマークをつける 

メールヘッダーに[X-Spam-Flag:YES]の行が追記されます。 

・迷惑メールのマークを付けて件名を修正する 

メールヘッダーに[X-Spam-Flag:YES]の行が追加され、件名タグをメールの件名の先頭に追記します 

(件名タグは半角アルファベット・数字・記号のみご利用いただけます。既定値は[*****SPAM*****])。 

③[ホワイトリスト]と[ブラックリスト]を設定するには、各項目のリンクをクリックします。 

 

 [ホワイトリスト] 

ホワイトリストには迷惑メールと判定されるメールを、迷惑メールと判定しないように設定する場合に登録しま

す。 

 

 

 

 

（1)ホワイトリストにメールアドレスを追加するには、[新しいメールアドレスの追加]をクリックします。 

 

  

※注意 

スパムスコア閾値の値によっては迷惑メールと判定される場合があります。その場合はスパムスコア閾値を調整

してください。また、メールの本文に迷惑メールと判定されるような文字列が大量に含まれる場合も迷惑メールと判

定される場合があります。 
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(2)メール欄に、ホワイトリストへ追加するメールアドレスを入力し、[送信]をクリックします。 

 

 

 

 

 

(3)ホワイトリストに追加後、ステータスが[有効]になれば設定完了です。 

 

(4)ホワイトリストに追加したメールアドレスを削除するには、削除したいメールアドレスの左側のチェックボックス

にチェックを付け、[削除]をクリックします。 

 

[ブラックリスト] 

ブラックリストには迷惑メールの送信者と判明しているメールアドレスを登録します。 

 

 

 

(1)ブラックリストにメールアドレスを追加するには、[新しいメールアドレスの追加]をクリックします。 

 

  

※メモ 

ホワイトリストに登録するメールアドレスの＠マークの左側の部分には、ワイルドカード[?][*]が利用できます。 

＠マークの右側のドメイン名の部分には、ワイルドカードは利用できません。 

設定可能例：[*@example.org]、[tanaka?@example.org] 

※注意 

スパムスコア閾値の値によっては迷惑メールと判定されない場合があります。 

その場合はスパムスコア閾値を若い番号に調整してください。 
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(2)メール欄に、ブラックリストへ追加するメールアドレスを入力し、[送信]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 (3)ブラックリストに追加後、ステータスが[有効]になれば設定完了です。 

 

(4)ブラックリストに追加したメールアドレスを削除するには、削除したいメールアドレスの左側のチェックボックス

にチェックを付け、[削除]をクリックします。 

 

  

※メモ 

ブラックリストに登録するメールアドレスの＠マークの左側の部分には、ワイルドカード[?][*]が利用できます。 

＠マークの右側のドメイン名の部分には、ワイルドカードは利用できません。 

設定可能例：[*@example.org]、[tanaka?@example.org] 
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④アンチスパムチェックの利用を中止する必要がある場合は、アンチスパムチェックを無効化します。 

(1)アンチスパムチェックを無効化するには、[迷惑メールフィルター]タブで[無効にする]をクリックします。 

 

(2)[迷惑メールフィルターを無効にしますか？]という確認メッセージに[OK]をクリックします。 

 

(3)迷惑メールフィルターは無効化されます。再び利用する場合は、[有効化]をクリックします。 

 

 

4.1.3 メールアドレスの削除 

メールアドレスを削除することができます（メールアドレスを削除してもサービスユーザーは削除されません）。 

メールアドレスを削除すると、削除したメールアドレスのメールデータも削除されご利用いただけなくなります。 

削除する前に、メールデータのバックアップをお願い致します。 

 

1) メールアドレスを削除するには、削除したいメールアドレスの左側のチェックボックスにチェックを入れ[削除]をクリ

ックします。 
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2) [選択したメールアドレスを削除しますか？？]と確認画面が表示されます。 

 削除しても構わない場合、[OK]をクリックします。 

 
3) メールアドレスが削除されます。 

 

 

4.1.4 メールアカウントの設定について 

メールアドレス一覧の画面上部に、POP3 サーバ名、IMAP サーバ名、SMTP サーバ名が表示されます。 

メールクライアントソフトに設定するメールサーバ名は、このサーバ名をご利用願います。 
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4.2  ウェブメール 

ウェブメールを利用すると、ブラウザを使用しメールの送受信を行なうことができます。 

 

1) ウェブメールを利用するには、コントロールパネルの[ウェブメール]をクリックします。 

 

2) ウェブメールを利用するメールアドレスの下側に表示された、[ウェブメールを開く]をクリックします。 

 

3) ウェブメールの画面が表示されます。 

 ウェブメールの使用方法につきましては、画面上部の[ヘルプ]にて操作方法を確認することができます。 

 

 

 

 

4.3  メーリングリスト 

｢KDDI ホスティングサービス(G120/G200)｣では、Majordomoを利用したメーリングリストを設定することができます。 

メーリングリストの各種設定を行うには、[メーリングリスト]をクリックします。 

 

  

※注意 

ウェブメールのリンクが表示されない場合、ウェブメールが無効になっていることが原因です。 

メールアドレスの 「ウェブメール]タブでウェブメールが設定されていることを確認してください。 

※注意 

Majordomo に関するコマンドもご利用いただけますが、すべてのコマンドが利用できるわけではございません。 

メーリングリストへメールアドレスを追加するコマンドなど、ご利用いただけないコマンドがあります。 

メーリングリストへメールアドレスを追加する場合は、コントロールパネルから追加する必要があります。 
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4.3.1 メーリングリストの追加 

メーリングリストを追加するには、[新規メーリングリストの追加]をクリックします。 

 

1) メーリングリストの各項目の入力画面が表示されます。必要個所を入力し、[送信]をクリックします。 
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[メイン] 

メインの項目では、メーリングリストのメールアドレスを設定することができます。 

 

 

 

 

 

 

[高度な機能] 

高度な機能の項目では、ウイルスチェック機能を設定することができます。 

[ウイルスチェックの有効化]のチェックボックスにチェックを入れると、メーリングリストのメールアドレス宛に届いた

ウイルスを除去することができます。 

 

[メーリングリストのオーナー] 

メーリングリストのオーナーの項目には、メーリングリストのオーナーのメールアドレスを登録することができます。 

複数のオーナーを設定するには、メールアドレスを[Enter]、[セミコロン]、[カンマ]、または[スペース]で区切ってくだ

さい。 

 

[メーリングリストのモデレータ] 

メーリングリストのモデレータの項目には、メーリングリストのモデレータのメールアドレスを登録することができます。

複数のモデレータを設定するには、メールアドレスを[Enter]、[セミコロン]、[カンマ]、または[スペース]で区切ってく

ださい。 

 

 

 

 

  

※メモ 

メーリングリストのドメイン名欄を「すべてのドメイン名]に設定すると、お客さまのコントロールパネルに設定してあるす

べてのドメイン名(サブドメイン含む)に対して、同一設定のメーリングリストを作成することができます。 

 

例えば、ご利用可能なドメイン名に、「example.com]と「example.net]がある場合、「all@<すべてのドメイン名>]に設定

すると、「all@example.com]と「all@example.net]のメーリングリスト作成することができます。 

注意 

モデレータ項目にメールアドレスを追加しても、モデレータの機能はご利用いただけません。 

モデレータの機能を利用になるには、Majordomo のコマンドで、モデレータの機能を有効化する必要があります。 

モデレータの機能を有効化するコマンドについては、Majordomoに関する書籍や Majordomoに関するウェブサイト

などを参照願います。 
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[メーリングリストのメンバー] 

メーリングリストのメンバーの項目には、メーリングリストに追加するメンバーを登録することができます。 

複数のメンバーを設定するには、メールアドレスを[Enter]、[セミコロン]、[カンマ]、または[スペース]で区切ってくだ

さい。 

 

[メーリングリストの情報] 

メーリングリストの情報項目には、メーリングリストの情報コンテンツを記載することができます。 

メーリングリストの情報コンテンツを記載しておき、Majordomoの[infoコマンド]で取得することができます。 

 

[メーリングリストの紹介] 

メーリングリストの紹介項目には、メーリングリストの紹介コンテンツを記載することができます。 

メーリングリストの紹介コンテンツを記載しておき、Majordomoの[introコマンド]で取得することができます。 

 

 

2) ステータスが[使用可能]と表示されましたら、ご利用いただけます。 
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4.3.2 メーリングリストの編集 

メーリングリストを編集するには、編集するメーリングリスト名をクリックします。 

 

1) 全般 

メーリングリストのメールアドレスの確認や、メーリングリストの情報・メーリングリストの紹介を編集することができ

ます。 

 

[メイン] 

メーリングリストの確認、およびメーリングリストの削除を行うことができます。 

メーリングリストを削除するには、[削除]をクリックします。 

 

 [メーリングリストの情報] 

[編集]をクリックすると、メーリングリストの情報コンテンツを編集することができます。 

[プレビューを送信]をクリックすると、コントロールパネルに設定されてあるメールアドレスにメーリングリストの情報

コンテンツの内容が送信されます。 
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[メーリングリストの紹介] 

[編集]をクリックすると、メーリングリストの紹介コンテンツを編集することができます。 

[プレビューを送信]をクリックすると、コントロールパネルに設定されてあるメールアドレスにメーリングリストの紹介

コンテンツの内容が送信されます。 

 

2) オーナー 

メーリングリストのオーナー一覧が表示されます。この画面からオーナーの追加やオーナー一覧をダウンロードす

ることができます。 

①オーナーを追加するには、[新しいオーナーの追加]をクリックします。 

 

②メールアドレス欄に、新規オーナーのメールアドレスを入力します。複数登録するには、メールアドレスを[Enter]、

[セミコロン]、[カンマ]、または[スペース]で区切ってください。入力されましたら[送信]をクリックします。 

 

③オーナー一覧に追加されます。 
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④オーナー一覧から、メールアドレスを削除するには、メールアドレス欄の左側のチェックボックスにチェックを入

れ、[削除]をクリックするとオーナー一覧から削除されます。 

 

3) モデレータ 

 メーリングリストのモデレータ一覧が表示されます。 

 この画面からモデレータの追加やモデレータ一覧をダウンロードすることができます。 

①モデレータを追加するには、[新規モデレータの追加]をクリックします。 

 

②メールアドレス欄に、新規モデレータのメールアドレスを入力します。複数登録するには、メールアドレスを

[Enter]、[セミコロン]、[カンマ]、または[スペース]で区切ってください。入力されましたら[送信]をクリックします。 

 

③モデレータ一覧に追加されます。 
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④モデレータ一覧から、メールアドレスを削除するには、メールアドレス欄の左側のチェックボックスにチェックを

入れ、[削除]をクリックするとモデレータ一覧から削除されます。 

 

4) メンバー 

 メーリングリストのメンバー一覧が表示されます。 

 この画面からメンバーの追加やメンバー一覧をダウンロードすることができます。 

①メンバーを追加するには、[新規メンバーの追加]をクリックします。 

 

②メールアドレス欄に、新規メンバーのメールアドレスを入力します。複数登録するには、メールアドレスを[Enter]、

[セミコロン]、[カンマ]、または[スペース]で区切ってください。入力されましたら[送信]をクリックします。 

 

③メンバー一覧に追加されます。 
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④メンバー一覧から、メールアドレスを削除するには、メールアドレス欄の左側のチェックボックスにチェックを入

れ、[削除]をクリックするとメンバー一覧から削除されます。 

 

5) 設定 

①メーリングリストの各種設定を行うことができます。設定を行うには、各項目の[編集]をクリックします。 

 

②必要個所を設定し[送信]をクリックすると設定は完了です。 

 

6) ウイルス対策 

①アンチウイルス機能の設定を行うことができます。設定を変更するには、[編集]をクリックします。 

 

 メールのウイルスチェック 

メーリングリストに対して送信されたメールのウイルスチェックを行います。有効化されている場合は、[はい]と

表示されます。  
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 送信者に通知 

ウイルスが見つかった場合、メールの送信者に通知メールが配信されます。 

 受信者に通知 

ウイルスが見つかった場合、メールの受信者に通知メールが配信されます（メーリングリストの受信者全員に

配信されますので注意してください）。 

②ウイルスチェック機能の各項目を設定し、[送信]をクリックします。 

 

 アンチウイルス機能の有効化 

このチェックボックスにチェックを入れると、アンチウイルスが有効化されます。 

アンチウイルスを無効化するには、チェックボックスのチェックを外します。 

 送信者に通知 

このチェックボックスにチェックを入れると、メーリングリストに配信されたメールにウイルスが見つかった場合、

メールの送信者に通知メールが配信されます。 

 受信者に通知 

このチェックボックスにチェックを入れると、メーリングリストに配信されたメールにウイルスが見つかった場合、

メールの受信者に通知メールが送信されます。 

 

 

 

③設定を変更した個所のステータスが変更されます。 

 

  

※注意 

アンチウイルス機能は、個々のメーリングリストに対して設定する必要があります。 
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5. ユーザー 

ユーザーセクションはサービスユーザーの管理機能を提供します。 

 

 

5.1 ユーザーの追加 

1) 新しいサービスユーザーを追加するには[新しいサービスユーザーの追加]をクリックします。 

 ホームの[ユーザーを作成]をクリックしても追加できます。 
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2) [表示名][ログイン名][パスワード]を設定し、ログイン名の欄はプルダウンメニューよりドメイン名を選択します。 

 利用するサービス・追加するサービスのチェックボックスにチェックを入れ、言語を選択し[次へ]をクリックします。 

 

※パスワードの設定について 

[新しいパスワードを生成]ボタンをクリックして、設定します。 

 

 

 

*任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えておい

てください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラーとな

る場合があります。  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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 IIS ウェブサイト 

各ウェブサイトの管理者として設定する場合に選択します。 

作成したサービスユーザーカウントで、FTP アクセスやファイルマネージャを利用することができます。 

 メール 

メールサービスを利用する際に選択します。 

 言語 

マイコンパネのデフォルト表示言語を選択することができます（マイコンパネのログイン画面で言語を指定してロ

グインする場合は、そちらの言語指定が優先されます）。 

 

 

 

3) メールサービスを利用する場合、次の画面が表示されます。 

【Q メール】 

 メインの項目にてメールアドレスで設定するドメイン名（@より後ろ部分）を選択します。 

 [次へ]をクリックします。 

 

  

※注意 

１つのドメイン管理者用サービスユーザーで、複数のドメインを管理することはできません。 
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4） IIS ウェブサイトの設定画面へ移ります。 

[IIS ウェブサイト] 

 コンテンツ管理項目は、ウェブコンテンツ管理の方法を選択することができます。 

 必要個所をチェックし[次へ]をクリックします。 

 

 ウェブサイトコンテンツへの FTP アクセス 

FTP クライアントソフトを使用し、管理するウェブサイトにアクセスすることができます。 

 ファイルマネージャ 

COTROL PANEL のファイルマネージャを利用することができます。 

5) 許可するウェブサイトの選択画面へ移ります。 

[ウェブアクセスの許可] 

ウェブアクセスの許可をするドメイン（もしくはサブドメイン）を選択し、[次へ]クリックします。 
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6） サービスユーザーの確認画面が表示されます。誤りがなければ[完了]をクリックします。 

 

7) ステータスが準備完了になると、サービスユーザーが利用いただけます。 
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5.2 ユーザーにサービスを追加 

サービスユーザーのみを作成しておき、後からサービスを追加する場合について説明致します。 

 

1) [サービスの追加]をクリックします。 

 

2) 利用するサービスのチェックボックスにチェックを入れ[次へ]をクリックします。 

 

3) 各サービス設定を行い、ステータスが準備完了になると利用することができます。 
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5.3 ユーザーの編集 

サービスユーザーの表示名やログイン名を変更する方法を説明致します。 

 

1) [編集]をクリックします。 

 

2) [表示名][ログイン名]を編集することができます。また、この画面でドメイン名が複数登録されている場合、ドメイ

ン名を変更することができます。編集が完了したら[送信]をクリックします。 

 

 

 

 

5.4 ユーザーのパスワード変更 

ユーザーのパスワードを変更する方法を説明致します。 

 

1) [パスワード変更]をクリックします。 

  

※注意 

ログイン名を変更しても、メールアドレスは変更されません。メールアドレスを変更するには、コントロールパネルの

左ペインの [メール] メニューより該当のメールボックスのプライマリメールアドレスを変更する必要があります。 
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2) [パスワード]および、[パスワードを確認]の欄に新しいパスワードを入力し、[送信]をクリックするとパスワード

変更が完了します。 

 

なお、[新しいパスワードを生成]をクリックするとランダムなパスワードが生成されます。 

 
 

 

 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えてお

いてください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注1）から、3種類以上組み合わせてください。 

3種類の文字種の組み合わせで 7文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラーと

なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

  

※注意 

パスワード変更を行なった場合、すぐにサーバに反映されないことがあります。 

パスワード変更後、約 30 分程お待ちいただき、新しいパスワードでのログインをお試し願います。 

パスワード変更後、新しいパスワードでログインできない場合は、アカウントがロックアウトされている可能性があります。 

この場合は、約 30 分程お待ちいただくとロックアウトが解除されます。 

ロックアウトが解除されましたら、再度ログインできるようになります。 

メモ： 

””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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5.5 パスワード期限の設定 

パスワード期限タブでは、ユーザーがコントロールパネルにアクセスする際のパスワード期限を設定することができ

ます。初期状態では、無期限に設定されております。 

 

1) パスワード期限を設定するには、[編集]をクリックします。 

 

2) [個別に有効期間を設定]のチェックを入れ、有効期間の欄に日数を設定します。 

 そして、[パスワード期限の有効化]のチェックし、[送信]をクリックします。 

 

 アカウント管理者設定を使用 

この項目にチェックを入れると、サーバの初期設定が使用されパスワード期限は無期限になります。 

 個別に有効期間を設定 

この項目にチェックを入れると、パスワード期限が有効化されます。 

 パスワード有効期間 

この項目にパスワードの有効期間を設定することができます。この期間を過ぎるとコントロールパネルログオン

時に新しいパスワードの設定を求められます。 

3) パスワード有効期間が設定されますと、現在のパスワードステータスに残りの有効期間が表示されます。 

 

 

 

 

 

  

※注意 

○このパスワード期限は、コントロールパネルにログインする際のアカウントに対して有効期限が設定されます。 

メールアカウントには有効期限は設定されないため、有効期限を過ぎても、メールの送受信は通常通り行なうこ

とができます。 

○パスワードを再設定した場合、メールアカウントのアカウントもパスワードが変更されます。 

○現在のパスワードステータスが期限切れと表示されている場合は、該当のログインアカウントでコントロールパネ

ルにログインすると、新しいパスワードを設定する画面が表示されます。 
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5.6 ユーザーの削除 

サービスユーザーのチェックボックスにチェックを入れ[削除]をクリックするとサービスユーザーを削除することがで

きます。 
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6. 統計と分析 

追加サービスでは、AWStats ウェブ統計の管理を行うことができます。 

また、お客さまのリソース使用状況を確認することができます。 

 

 

6.1 AWStats ウェブ統計 

アクセス解析ソフト AWStats の管理を行うことができます。 

AWStats を管理するには、メニューの[AWSsts]をクリックします。 
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6.1.1 AWStats ウェブ統計のインストール 

 

1) AWStats をインストールするには[インストール]をクリックします。 

（AWStats のインストールは、ウェブホスティングの追加時や[ドメイン管理]の[ウェブ統計]からも行うことができ

ます。） 

 

 

 

2) AWStats を有効にするには、ドメイン名の左側のチェックボックスにチェックを付け、[送信]をクリックします。 

 

3) AWStats の登録リストにドメイン名が追加されます。ステータスが[準備完了]になりましたら利用いただけま

す。AWStats の統計画面を表示するには、[参照]をクリックします。 

 

  

※メモ 

この画面が表示されない場合は、登録リストの設定のみで AWStats をご利用いただけます。 
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4) AWStats の統計画面が表示されます。 

 

 

6.1.2 AWStats の編集 

1) WStats のログを処理する間隔と統計の保持期間を編集するには、[概要]タブの[編集]をクリックします。 
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2) ログを処理する間隔は、[6 時間ごと][12 時間ごと][毎日][毎週][毎月]の中から選択することができます。 

 また、統計の保持期間は、1 カ月～12 カ月の範囲内で設定することができます。 

 設定が完了しましたら[送信]をクリックします。 

 

3) ステータスが[準備完了]になりましたら変更が完了です。 

 

4) AWStats のパスワードを変更するには、[プロファイル]タブの[管理]をクリックします。 

 

5) ドメイン管理の AWStats のウェブ統計タブが表示されます。 

パスワードを変更するには、[編集]をクリックします。 

 

 URL･･･AWStats のウェブ統計画面が表示されます。 

 ログイン･･･AWStats 専用のログインアカウント名が表示されます(AWStats の場合、ドメイン名がログインアカウ

ントになります)。 
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6) [パスワード]および[パスワードを確認]の欄に、新しいパスワードを設定し[送信]をクリックします。 

 

[新しいパスワードを生成]をクリックするとランダムなパスワードが生成されます。 

 
 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えておい

てください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラー

となる場合があります。 

7) ステータスが[準備完了]と表示されましたら、パスワード変更が完了です。 

 

 

  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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6.1.3 AWStats の追加インストール 

 

1) AWStatsで統計処理されるドメインを追加するには[プロファイル]タブの[プロファイルのインストール]をクリッ

クします。 

 

2) 追加するドメイン名の左側のチェックボックスにチェックを付け、[送信]をクリックします。 

 

3) ステータスが[準備完了]になりましたら、追加したドメインで AWStats を利用することができます。 
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6.1.4 AWStats の削除 

AWStats を削除するには、[概要]タブの[AWStats サービスのアンインストール]をクリックします。 

 

また、[プロファイル]タブより個別に削除する場合は、削除するドメイン名の左側のチェックボックスにチェックを入れ

[プロファイルのアンインストール]をクリックすると個別に削除することができます。 

 

 

  
※注意 

AWStats を削除すると、これまで解析された統計結果も削除されます。 
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6.2 リソース使用状況 

[リソース使用量]をクリックすると、各リソースの使用状況・上限・使用可能なユニット数や容量を確認することができ

ます。 
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7. ウェブサーバにファイルを転送するには 

｢KDDI ホスティングサービス(G120/G200)｣を利用し、ウェブサーバにファイルを転送する場合は、コントロールパネル

のファイルマネージャやブラウザを利用した FTP 接続、FTP クライアントソフトを利用した FTP 接続にてファイルの転

送を行うことができます。 

 

この章では、Windows 用 FTP クライアントソフト[FFFTP]を利用したファイル転送の方法を説明致します。 

 

 

 

7.1  FFFTP の設定 

1) FFFTP を起動し、FTP サーバの情報を登録します。[新規ホスト]をクリックします。 

 

2) ホストの設定画面が表示されますので、FTP サーバ情報を入力します。 

 入力完了後、[OK]をクリックすると、ホスト一覧に表示されます。 

 

  

ホストの名前を入力します。 

ここは自分の好みで自由に入力して構いません。 

IP アドレスを入力します。 

ユーザー名を入力します。 

お客さまの[ftp アカウント]を入力してください。 

パスワードを入力します。 

FFFTP 入手先(Vector) 

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.htm 
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 ホストの設定名・・・好みの名前を設定します（この設定名がホスト一覧に表示されます）。 

 ホスト名(アドレス)・・・FTP サーバの IP アドレスを入力します。 

 ユーザー名・・・FTP サーバへログインするログイン名を入力します。 

 パスワード・・・FTP アカウントのパスワードを入力します。 

[FTP サーバ名の確認方法および FTP アカウントの確認方法] 

コントロールパネルのホームの、[ウェブサイト]の[ウェブサイト管理]クリックし、[ウェブサイトの設定]をクリックしま

す。 

ウェブサイトの設定を行う[概要]セクションの FTPの構成欄に表示されている[FTPのURL]欄に、IPアドレスが表示

されます。この IP アドレスで、FTP クライアントを利用した FTP 接続が可能です。 

 

○FTPの URL欄に表示される IPアドレスのみ(ftp://の後ろ部分のみ)を FTPクライアントのホスト名(アドレス)欄に

入力します。 

○ログイン欄に表示されるログイン名を FTP クライアントのユーザー名欄に入力します。 

○パスワードは既定では、セキュリティを考慮し表示されないように設定されております。 

初めて FTP アカウントを利用する場合、またはパスワードを忘れてしまった場合[編集]をクリックするとパスワー

ドを変更することができます。新しいパスワードを入力する画面が表示されますのでパスワードを入力し[送信]を

クリックするとパスワードが変更されます。 

 

なお、[新しいパスワードを生成]をクリックするとランダムなパスワードが生成されます。 

 

 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えておい

てください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、

パスワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラーと

なる場合があります。  

メモ： ””(ダブルコーテーション)を除く文字列がパスワードになりますので、ご注意ください。 
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7.2  FTP サーバへ接続 

1) ホスト一覧に表示されたホストを選択し、[接続]をクリックします。 

 

2) お客さまが契約されているウェブサーバのウェブスペースが右側に一覧表示されます。 

 

 

 

 

 

  

注意： 

FTP クライアントを使用してのアクセス権限の変更はできません。 

ファイルやディレクトリのアクセス権を変更する場合は、コントロールパネルのファイルマネージャを使用してください。 

【ホスト一覧】に先程設定したホスト名が追加されているので、選択

された状態で【接続】をクリックします。 
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7.3  FTP サーバへアップロード 

 

1) 左側のローカルのディレクトリから、右側の FTP サーバのドキュメントルートへファイルをアップロードします。 

 

※転送モードについて 

転送モードは、 の自動判別が押されている状態でご利用いただくとファイルを自動判別してファイルごとに、

アスキー転送・バイナリ転送を切り替えて転送します。 

2) ファイルアップロード後、ブラウザで正常に表示されることをご確認願います。 
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付録 A 検索ボックスについて 

コントロールパネルでは、表示名・ログイン名・メールアドレスなどを検索キーに設定し、検索することができます。 

※検索対象ボックスは検索対象が 10 件以上になると表示されます。 

 

【A1】 メールボックスの検索 

[ホーム]→[メール]→[メールボックス] をクリックすると、メールボックス一覧が表示されます。 

メールボックス一覧の上部に検索ボックスが表示されます。 

 

 

[表示名での検索方法] 

表示名欄に、コントロールパネルで設定した「表示名」を入力し、検索ボタンをクリックすると、表示名をキーに検索

され、該当の表示名を検索することができます（全角・半角文字は区別されます）。 

 

 

[メールアドレスでの検索方法] 

メールアドレス欄にコントロールパネルで設定した「メールアドレス」を入力し、検索ボタンをクリックすると、該当の

アイテムを検索することができます（全角・半角文字は区別されます）。 

 

 

 

 

 

[結果をリセット] 

[結果をリセットを]クリックすると、現在入力されている検索文字列を消去することができます。 

  

注意 

・検索文字列は、全角・半角文字が区別されます。 

・検索文字列を複数指定しての検索は行うことができません。 

・完全一致か、部分一致での検索が可能です。 

・検索文字列にアスタリスク（＊）を追記して検索することができます(例： 「鈴木*」「鈴木 一*」「鈴*」など)。 
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付録 B マイコンパネについて 

ログイン用パスワード変更やアカウント設定など各種項目を変更する画面[マイコンパネ]について説明致します。 

 

【B1】 マイコンパネログイン方法 

マイコンパネにログインする方法は 2 通りあります。 

 

[コントロールパネルからログインする] 

管理者様向けのコントロールパネルと同じ URLに、各ユーザーのログイン名とパスワードを入力することによりマイ

コンパネにログインすることができます。 

 

[コントロールパネルのログインリンクからログインする] 

管理者様向けのアカウントでコントロールパネルにログインし、サービスユーザーのユーザー一覧の右端に、ログ

インアイコンがあります。こちらからログインすることができます。 
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【B2】 ユーザーアカウント 

ログインすると、マイコンパネの画面が表示されます。 

ユーザーアカウントの画面では、[ログイン情報の表示と変更][連絡先情報の編集][ログイン履歴の閲覧][言語の変

更][パスワード期限の設定]を行うことができます。 

 

 

[ログイン] 

ログイン情報の確認と編集、およびパスワードの変更を行うことができます。 

1) 表示名を変更するには、[編集]をクリックします。 

 

2) [表示名][ログイン名]を変更することができます。表示名を修正しましたら[送信]をクリックします。 

ステータスが[準備完了]になりましたら変更完了です(ステータスが[準備完了]にならない場合は、一度マイコン

パネからログアウトしてください)。 
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3) ユーザーアカウントのパスワードを変更するには、[パスワード変更]をクリックします。 

 

4) パスワード入力欄に、新しいパスワードを入力します。また、[新しいパスワードを生成]をクリックするとランダムに

生成されたパスワードを設定することができます。 

 入力が完了したら[送信]をクリックし、ステータスが[準備完了]になりましたら変更完了です。 

 

※任意のパスワードを作成される場合にはパスワード欄に直接入力してください。パスワードは必ず控えておいて

ください。 

なお、以下の条件にてパスワードを設定する必要がありますので、ご注意ください。 

【パスワード設定の条件】 

パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。 

パスワードは複数の文字種を組み合わせて 7 文字以上にしてください。 

文字種は、英字（大文字）、英字（小文字）、数字、特殊記号（注 1）から、3 種類以上組み合わせてください。 

3 種類の文字種の組み合わせで 7 文字のパスワードを設定しても、エラーとなる場合があります（注 2）ので、パ

スワード文字列の組み合わせを見直すか、パスワード文字数を増やしてください。 

 

注 1) {}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+= の設定が可能です。 

注 2) 辞書に載っている言葉、個人情報、同一文字列、キーボード配列順の文字列などを使用するとエラーとな

る場合があります。 

 

[パスワード期限] 

コントロールパネルにログインする際のパスワードに期限を設定することができます。 

1) パスワード期限を設定するには、[編集]をクリックします。 
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2) パスワード期限の各項目を設定し、[送信]をクリックします。 

 

 アカウント管理者設定を使用･･･パスワードを無期限にする場合は、[アカウント管理者設定を使用]にチェックを

入れます(既定では、初期設定は有効の状態です)。 

 パスワード期限の有効化･･･パスワード期限を有効にするには、[パスワード期限の有効化]にチェックを入れま

す。チェックを外すとパスワード期限は無効になります。 

 パスワード有効期間･･･パスワードの有効期限を設定することができます。お好みの日数を設定し、[送信] を

クリックします。 

 

 

 

 

 

[連絡先情報] 

氏名や電話番号などの連絡先情報を編集することができます。各項目を入力するには、[編集]をクリックします。 

  

※注意 

パスワード期限は、マイコンパネにログインする際のユーザーカウントに対して設定されます。 

パスワード期限を迎えると、マイコンパネにログインすることができません（新しいパスワードを入力する画面が表示

されます）。 

メールアカウントやシェアポイントのログインアカウントにはパスワード期限を設定することはできません(マイコンパ

ネのパスワード期限を迎えても、そのまま利用いただけます)。 
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[ログイン履歴] 

マイコンパネに、ログインした履歴を確認することができます。 

 

[言語の変更] 

マイコンパネの表示言語を変更することができます。日本語/英語から選択し変更することができます。 

言語を変更するには、[編集]をクリックします。 

 

プルダウンメニューより言語を選択し、[送信]をクリックします。 
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【B3】 メールボックス 

マイコンパネでは、Qmail メールボックスの各種設定の確認と変更を行うことができます。 

 

 

 

 

 

[全般] 

メールの設定方法状況とメールサーバ情報を確認することができます。 

 

 

 

 [メールアドレス] 

メールアドレスの表示のみの確認となります。 

 

  

※注意 

｢KDDI ホスティングサービス(G120/G200)｣で提供しているメールの各種設定は、マイコンパネで行うことはできません。 

(｢KDDI ホスティングサービス(G120/G200)｣のメールの設定は、管理者アカウントでコントロールパネルにログインして

設定します。) 

※注意 

・メールボックスへのアクセス方法の有効化・無効化はマイコンパネから設定することはできません。 
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[転送中] 

メールの転送設定を行うことができます。 

・転送先の指定 

1) 転送設定がされていない場合には、[転送リスト]タブにて設定が可能です。 

 

2) [転送メールアドレスを追加]をクリックします。 

 

3) 転送先に指定するメールアドレスを記入後、[送信]をクリックします。 

 

 

転送の有効化/無効化 

1) 転送設定の[有効化/無効化]はボタンで変更します。 
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【B4】 IIS ウェブサイト 

マイコンパネではドメイン管理者として管理することができる、ウェブサイトの情報を確認することができます。 

 

 

ドメイン管理用ユーザーカウントでログインした場合、[ファイルのディレクトリと管理]をクリックすると、デフォルトルート以

下のディレクトリ階層を管理することができます。 

 


