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序
章

このガイドについて

このガイドでは、MacOSXServerを使用して設定できるディレクト
リサービスと認証サービスについて説明します。また、MacOSX
Server およびMacOSX クライアントコンピュータでディレクトリ
サービスを利用できるように構成する方法についても説明します。

MacOSXServerのOpenDirectory では、MacOSX、Windows、およびUNIXコンピュータ
が混在するネットワーク用に、ディレクトリサービスと認証サービスを提供します。

OpenDirectory では、OpenLDAP（LDAP（LightweightDirectoryAccessProtocol）のオー
プンソース実装）を使用してディレクトリサービスを提供します。これはほかの標準ベースの
LDAP サーバと互換性があり、Microsoft のActiveDirectory やNovell のeDirectory などの独
自のサービスと統合することができます。

OpenDirectoryでは、LDAPデータベースバックエンドとしてオープンソースの Berkeleyデー
タベースを使用します。これは非常に拡張性の高いデータベースであり、数十万ものユーザアカ

ウントやその他のレコードのインデックス作成に高いパフォーマンスを発揮します。

OpenDirectoryのプラグインを使用すると、MacOSXクライアントやMacOSXServerコン
ピュータで、ユーザおよびネットワークリソースのアクセス権情報をLDAP サーバから
（Microsoft所有のActiveDirectoryからでさえ）読み書きできます。サーバでは、NISやローカル
BSD構成ファイル（/etc）などの従来のディレクトリのレコードにアクセスすることもできます。

OpenDirectory では、認証サービスも提供します。ネットワークのクライアントコンピュータ
にログインしたり、認証が必要なほかのネットワークリソースを使用したりするユーザのパス

ワードを安全に保存および検証します。パスワードの有効期限や最小文字数などを設定すること

もできます。また、OpenDirectory は、MacOSXServer が提供するドメインログイン、ファ
イルサービス、およびその他のWindowsサービス（SMBサービス）のWindowsコンピュータ
ユーザも認証できます。

MIT のKerberosKDC（KeyDistributionCenter）は、OpenDirectory と完全に統合されてお
り、強力な認証と安全なシングルサインオンのサポートを提供します。つまり、ユーザは、一対

のユーザ名とパスワードを使用して1 回認証を行うだけで、Kerberos 対応のネットワークサー
ビスにアクセスできます。
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Kerberos 認証に対応していないサービスの場合は、統合されたSASL（SecureAuthentication
andServiceLayer）サービスによって、可能な最も強力な認証方法がネゴシエートされます。

また、ディレクトリと認証の複製によって、可用性と拡張性を最大化します。OpenDirectory
サーバの複製を作成すると、分散ネットワークですばやくクライアント対話を行うために、フェ

イルオーバーサーバやリモートサーバを簡単に保守できます。

バージョン10.5の新機能
MacOSXServerバージョン10.5では、OpenDirectoryの次の機能が大幅に拡張されています：
Â 簡単になったLDAPv3アクセスの構成：  「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAP
ディレクトリへの接続を設定できます。

Â 強化された「サーバ管理」のインターフェイス：  「サーバ管理」のインターフェイスがより使
いやすくなりました。

Â 強化された認証：  MacOSXのOpenDirectoryサーバからActiveDirectoryサーバに接続し、
相互ドメイン認証を使用できます。

Â 強化されたLDAPサーバ：  MacOSXServerv10.5では、OpenLDAP バージョン2.3.xおよび
BerkeleyDBバージョン4.2.52を使用します。

Â 強化されたローカルドメイン：  MacOSXでは、ローカルコンピュータを認証するためにロー
カル・ディレクトリドメインが使用されます。

Â 強化された複製：  1つのマスターを2つの階層に複製できます（カスケードレプリケーション
とも呼ばれます）。これによって、1 つのOpenDirectoryのマスターから最大で1056個の複
製を作成し、パスワードサーバ、LDAP、およびKerberosのためにより効率的なレプリカセッ
トを構成し、より効率的に複製を選択することができます。

Â 強化された管理：  階層管理を使用することによって、ディレクトリドメイン管理の拡張性を
向上できます。

Â 強化されたアプリケーションサポート：  アップルの「Wiki」などのアプリケーションでOpen
Directory を使用できます。

このガイドの構成
このガイドには、次の章が含まれます：
Â 第 1章「OpenDirectory を使ったディレクトリサービス」では、ディレクトリドメインとは
何か、その使いかた、およびそれらの編成について説明します。

Â 第 2章「OpenDirectoryの検索方式」では、1つ以上のディレクトリドメインを使った検索方
式について説明し、自動、カスタム、およびローカルだけの検索方式について説明します。

Â 第 3章「OpenDirectoryの認証」では、OpenDirectoryによる認証、シャドウパスワードと暗
号化パスワード、Kerberos、LDAPバインド、およびシングルサインオンについて説明します。
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Â 第 4章「OpenDirectory の計画と管理ツール」は、ディレクトリドメインが必要かどうかの
判断、ディレクトリおよび認証要件の見積もり、管理する共有ドメインの識別、パフォーマン

スと冗長性の向上、複数の建物があるキャンパスでの複製の取り扱い、およびOpenDirectory
サービスを安全なものにする際に役立ちます。この章では、OpenDirectory サービスの管理
に使用するツールも紹介しています。

Â 第 5章「OpenDirectoryサービスを設定する」では、OpenDirectoryサーバの設定方法と、
構成できる構成および役割について説明します。また、OpenDirectory のマスターまたは複
製から提供できるLDAP サービスを設定する方法と、OpenDirectory のマスターでシングル
サインオンKerberos 認証を設定する方法について説明しています。

Â 第 6章「ユーザ認証を管理する」では、パスワード方式の設定、ユーザのパスワードタイプの
変更、OpenDirectory による認証のための管理権限の割り当て、読み込まれたユーザアカウ
ントのパスワードのリセット、およびOpenDirectory による認証へのパスワードの移行の方
法について説明します。

Â 第 7章「ディレクトリクライアントを管理する」では、「ディレクトリユーティリティ」を使
用して、MacOSXコンピュータからディレクトリサービスにどのようにアクセスするかを構
成および管理する方法について説明します。

Â 第 8章「ディレクトリクライアントの詳細設定」では、「ディレクトリユーティリティ」アプ
リケーションを使用して、サービス検出プロトコルを有効にしたり、無効にしたり、構成した

りする方法について説明します。また、認証検索方式およびコンタクト検索方式を構成する方

法と、ディレクトリドメイン（LDAP、ActiveDirectory、NIS、およびBSD構成ファイル）へ
のアクセスを構成する方法についても説明します。

Â 第 9章「OpenDirectoryサービスを管理する」では、OpenDirectoryサービスの監視方法、
インスペクタを使ってディレクトリデータを表示し編集する方法、OpenDirectory のマス
ターをアーカイブする方法、およびその他のディレクトリの保守を実行する方法について説明

します。

Â 第 10章「OpenDirectoryの問題を解決する」では、よく発生する問題について取り上げます。
OpenDirectory の操作中に問題が発生した場合に、何をしたらいいかについて情報を提供し
ます。

また、付録の「MacOSXのディレクトリデータ」では、LDAPスキーマへのOpenDirectory の
拡張を一覧で示し、MacOSX の標準のレコードタイプおよび属性を明示します。最後の用語集
には、このマニュアルで使用されている用語の定義が記載されています。

参考：アップルではソフトウェアの新しいバージョンやアップデートを定期的にリリースするた
め、このガイドに示されている図は、画面の表示と異なる場合があります。
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このガイドの使いかた
このガイドの章は、サーバにOpenDirectoryを設定し管理するときに必要と思われる順番で編
成されています。

Â ディレクトリサービス、検索方式、認証など、Open Directory の概念を理解したいときは、
第 1章～第 3章を読んでください。

Â ネットワーク用にディレクトリサービスとパスワード認証を計画する準備ができたら、第 4章
を読んでください。

Â 計画が終わったら、第 5章の手順に従ってOpenDirectory サービスを設定してください。
Â パスワード方式の設定やユーザアカウント内のパスワード設定の変更の必要があるときは、

第 6章の手順を確認してください。
Â


MacOSXまたはMacOSXServerコンピュータがディレクトリドメインにアクセスする方法
を設定または変更するときは、第 7章の手順に従ってください。

Â「ディレクトリユーティリティ」を使用してユーザの詳細設定を構成するときは、第8 章を参照
してください。

Â ディレクトリおよび認証サービスの現行の保守については、第 9章を参照してください。
Â


OpenDirectoryの問題が発生した場合は、第10 章を使って解決策があるかどうかを調べてく
ださい。

オンスクリーンヘルプを使用する
LeopardServer の管理中に、作業の指示が画面の「ヘルプビューア」に表示されます。ヘルプ
は、サーバまたは管理用コンピュータで表示できます。（管理用コンピュータとは、Leopard
Server管理ソフトウェアがインストールされているMacOSXコンピュータのことです。）

LeopardServerの詳細構成に関するヘルプを表示するには：
m 「サーバ管理」または「ワークグループマネージャ」を開き、以下を実行します：

Â「ヘルプ」メニューを使用して、実行する作業を探します。

Â「ヘルプ」＞「サーバ管理ヘルプ」または「ヘルプ」＞「ワークグループマネージャヘルプ」

を選択して、ヘルプトピックを参照、探します。

オンスクリーンヘルプの指示は、「サーバ管理」および15ページの「MacOSXServer 管理ガイ
ド」で説明する、その他の高度な管理ガイドに記載されているものです。

最新のサーバのヘルプトピックを表示するには：
m サーバまたは管理用コンピュータは必ず、ヘルプの表示中にはインターネットに接続されている

ようにします。

「ヘルプビューア」は、サーバの最新のヘルプトピックをインターネットから自動的に取得して

キャッシュします。インターネットに接続されていないときは、「ヘルプビューア」は、キャッ

シュされているヘルプトピックを表示します。
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MacOSXServer管理ガイド
「お使いになる前に」では、標準構成およびワークグループ構成のMacOSXServer のインス
トールと設定について説明しています。詳細構成の計画、インストール、設定、および一般的な

サーバ管理については、「サーバ管理」で説明します。次のリストにある追加のガイドでは、高
度な計画、設定、および個々のサービスの管理について説明します。これらのガイドは、次の
MacOSXServerマニュアルのWebサイトからPDF 形式で入手できます：

www.apple.com/jp/server/documentation

ガイド名 ガイドの内容：

「お使いになる前に」および「イン
ストールと設定のワークシート」

MacOSXServerをインストールし、はじめて設定する方法について説明
します。

コマンドライン管理（Command-
Line Administration）

UNIXのコマンドラインツールおよび構成ファイルを使って、MacOSX
Serverをインストール、設定、および管理する方法について説明します。

ファイルサービスの管理 AFP、NFS、FTP、およびSMBの各プロトコルを使用して、選択したサー
バボリュームまたはフォルダをサーバのクライアント間で共有する方法に
ついて説明します。

iCal サービスの管理 iCal共有カレンダーサービスを設定し、管理する方法について説明します。
iChat サービスの管理 iChat インスタントメッセージングサービスを設定し、管理する方法につ

いて説明します。

Mac OS X Security
Configuration

企業および政府機関のユーザの必要に応じて、MacOSXコンピュータ
（クライアント）のセキュリティを高める方法について説明します。

Mac OS X Server Security
Configuration

企業および政府機関のユーザの必要に応じて、MacOSXServerおよびそ
れをインストールしたコンピュータのセキュリティを高める方法について
説明します。

メールサービスの管理 サーバ上のIMAP、POP、およびSMTPの各メールサービスを設定し、管
理する方法について説明します。

ネットワークサービスの管理 DHCP、DNS、VPN、NTP、IPファイアウォール、NAT、およびRADIUS
の各サービスをサーバ上で設定、構成、および管理する方法について説明

します。

Open Directoryの管理 ディレクトリおよび認証のサービスの設定および管理を行い、クライアン

トがディレクトリサービスにアクセスできるよう構成する方法について説
明します。

Podcast プロデューサーの管理 Podcastプロデューサーサービスの設定と管理を行い、Podcastの記録、
処理、および配信を行う方法について説明します。

プリントサービスの管理 共有プリンタを管理する方法と、共有プリンタに関連付けられたキューと
プリントジョブを管理する方法について説明します。

QuickTimeのストリーミングおよ
びブロードキャストの管理

QuickTimeコンテンツをキャプチャし、エンコードする方法について説明
します。また、QuickTimeStreaming サービスの設定および管理を行い、
メディアストリームのライブ配信またはオンデマンド配信を行う方法につ
いて説明します。

サーバ管理 サーバソフトウェアの高度なインストールおよび設定を行い、複数のサー
ビスまたはサーバ全体に適用されるオプションを管理する方法について説

明します。

システムイメージおよびソフトウェ
ア・アップデートの管理

NetBoot、NetInstall、およびソフトウェア・アップデートを使用して、
オペレーティングシステム、およびクライアントコンピュータで使用する
その他のソフトウェアの管理を自動化する方法について説明します。

http://www.apple.com/jp/server/documentation/
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PDFガイドを画面上で表示する
PDF版のガイドを画面上で参照しているときに、以下の操作を行うことができます：

Â ブックマークを表示してガイドの概要を確認したり、ブックマークをクリックして対応するセ

クションにジャンプできます。

Â 語句を検索して、それらが書類のどこにあるかのリストを表示できます。そのいずれかの場所

をクリックすると、そのページが表示されます。

Â 相互参照をクリックすると、参照先のセクションへジャンプできます。Webリンクをクリック
すると、ブラウザでそのWeb サイトにアクセスできます。

PDFガイドをプリントする
ガイドをプリントしたい場合は、以下のようにすれば用紙やインクを節約できます：

Â 表紙をプリントしなければ、インクやトナーを節約できます。

Â グレイまたは白黒でプリントするオプションを「プリント」ダイアログのパネルで探すこと

で、カラープリンタのカラーインクを節約できます。

Â プリントする書類の量を減らして用紙を節約するために、1枚の用紙に複数のページをプリン
トできます。「プリント」ダイアログで、「拡大縮小」を115% に変更してください（「お使い
になる前に」の場合は 155%）。次に、ポップアップメニューから「レイアウト」を選択しま
す。プリンタが両面印刷に対応している場合は、「両面」オプションのいずれかを選択します。

対応していない場合は、「ページ数／枚」ポップアップメニューから「2」を選択します。「境
界線」メニューから「極細線」を選択することもできます。（バージョン10.4 以前のを使用し
ている場合は、「拡大縮小」設定は「ページ設定」ダイアログにあり、「レイアウト」設定は

「プリント」ダイアログにあります。）

両面に印刷しない場合でも、プリントするページを拡大することをお勧めします。PDF のページ
サイズは標準的なプリンタ用紙より小さいためです。「ページ設定」または「プリント」ダイア

ログで、「拡大縮小」を 115% に変更してみてください（「お使いになる前に」の場合は 155%。
ページがCDサイズです）。

アップグレードおよび移行 以前のバージョンのMacOSXServerまたはWindowsNTでのデータお
よびサービスの設定を使用する方法について説明します。

ユーザの管理 ユーザアカウント、グループ、およびコンピュータを作成し、管理する方

法について説明します。また、MacOSXクライアントの管理された環境
設定を設定する方法について説明します。

Webテクノロジーの管理 Web、ブログ、WebMail、Wiki、MySQL、PHP、RubyonRails、および
WebDAVなどのWebテクノロジーを設定し、管理する方法について説明
します。

Xgrid の管理とハイパフォーマンス
コンピューティング

XserveシステムおよびMacコンピュータの計算クラスタを設定し、管理
する方法について説明します。

Mac OS X Server用語集 サーバおよび記憶装置製品で使用される用語の意味について説明します。

ガイド名 ガイドの内容：
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製品ドキュメントのアップデート版を入手する
アップルでは必要に応じて、改訂されたヘルプページや新しい版のガイドを公開しています。改

訂されたヘルプページによっては、最新版のガイドの内容がアップデートされています。

Â サーバアプリケーションのオンスクリーンヘルプの新しいトピックを表示するには、サーバま

たは管理用コンピュータがインターネットに接続されていることを確認し、アプリケーション

のヘルプのメインページにある「最新のヘルプトピック」または「最新情報を入手する」をク

リックします。

Â


PDF形式のガイドの最新版をダウンロードするには、MacOSXServerの製品ドキュメントの
Webサイトにアクセスします：
www.apple.com/jp/server/documentation

その他の情報
さらに詳しい情報が必要な場合は、次の資料を参照してください：

Â 添付書類ファイル（Read Me 書類）— 重要なアップデートや特別な情報を記載しています。

この書類はサーバディスクにあります。

Â Mac OS X Server の Webサイト（www.apple.com/jp/server/macosx）— 製品およびテク

ノロジーに関する詳細情報が掲載されています。

Â Mac OS X Server サポートWeb サイト（www.apple.com/jp/support/macosxserver）—
アップルのサポート部門から寄せられた数多くの記事を利用できます。

Â アップルのサービス＆サポート Webサイト（www.apple.com/jp/support）—アップルのサ

ポート部門から寄せられた数多くの記事を利用できます。

Â アップルのトレーニング Webサイト（www.apple.com/jp/training）—サーバ管理技術を向

上させるために、教室で学習するコースおよび自分で学習するコースを用意しています。

Â Apple Discussions Webサイト（discussions.info.apple.co.jp）—質問、知識、およびアド

バイスをほかの管理者と共有できる場です。

Â アップルのメーリングリストWebサイト（www.lists.apple.com）—メーリングリストに加入
して、メールを使ってほかの管理者と意見の交換ができます。

Â OpenLDAP のWebサイト（www.openldap.org）—LDAPディレクトリサービスを提供する
ためにOpenDirectoryで使用するオープン・ソース・ソフトウェアについて知ることができ
ます。

Â MIT Kerberos のWebサイト（web.mit.edu/kerberos/www/）—堅牢なシングルサインオン
認証を提供するためにOpenDirectoryで使用するプロトコルの背景情報と仕様が公開されて
います。

Â Berkeley DBのWebサイト（www.sleepycat.com/）—OpenDirectoryでLDAPディレクトリ
データの保存に使用するオープン・ソース・データベースについての解説や技術マニュアルが

あります。

Â RFC3377、Lightweight Directory Access Protocol（v3）：  技術仕様
（www.rfc-editor.org/rfc/rfc3377.txt）—RFC（RequestforComment）に関するその他の 8
つの書類のセットがリストされているほか、LDAPv3プロトコルの概要と詳細な仕様が載って
います。

http://www.apple.com/jp/server/documentation/
http://www.apple.com/jp/server/macosx/
http://www.apple.com/jp/server/macosx/
http://www.apple.com/jp/support/macosxserver/
http://www.apple.com/jp/support/macosxserver/
http://www.apple.com/jp/support/
http://www.apple.com/jp/support/
http://www.apple.com/jp/training/
http://www.apple.com/jp/training/
http://discussions.info.apple.co.jp/
http://discussions.info.apple.co.jp/
http://www.lists.apple.com/
http://www.lists.apple.com/
http://www.openldap.org
http://www.openldap.org
http://web.mit.edu/kerberos/www/
http://web.mit.edu/kerberos/www/
http://www.sleepycat.com/
http://www.sleepycat.com/
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OpenDirectoryを使った
ディレクトリサービス

ディレクトリサービスは、組織内のコンピュータユーザとネットワー
クリソースに関する情報の中央リポジトリを提供します。

ディレクトリサービスを使う利点
中央リポジトリに管理データを保存することには、次のようなさまざまな利点があります：

Â データ入力の手間が減ります。

Â すべてのネットワークサービスおよびクライアントに、ユーザとリソースに関する一貫した情

報を持たせることができます。

Â ユーザとリソースの管理を簡素化できます。

Â ほかのネットワークサービスに識別、認証、および認可情報を提供できます。

ディレクトリサービスは、教育機関や大企業の環境でユーザやコンピュータリソースを管理する

方法として最適です。10人程度の組織にも、ディレクトリサービスの運用は効果的です。

ディレクトリサービスには、二重の利点があります。ディレクトリサービスによって、システムと

ネットワークの管理が簡単になり、ユーザが簡単にネットワークを利用できるようになります。

ディレクトリサービスを使えば、管理者はすべてのユーザに関する情報（名前、パスワード、お

よびネットワーク・ホームディレクトリの場所など）を、各コンピュータで管理するのではなく、

一元管理できます。ディレクトリサービスは、プリンタ、コンピュータ、およびその他のネット

ワークリソースに関する情報も集中管理できます。

ユーザとリソースに関する情報を集中管理することで、システム管理者が情報管理に費やす負荷

を軽減し、各ユーザは1つの一元管理されたユーザアカウントを使用してネットワーク上のあら
ゆる認証済みコンピュータにログインできます。

集中管理されたディレクトリサービスとファイルサービスがホストネットワークのホームフォ

ルダに設定されていれば、ユーザがどこでログインしても、ユーザは同じホームフォルダ、個人

用デスクトップ、および個人設定を取得できます。ユーザは、いつでもネットワーク上の自分の

ファイルにアクセスし、認証されているネットワークリソースを簡単に探して使用できます。
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ディレクトリサービスとディレクトリドメイン
ディレクトリサービスは、ユーザやリソースに関する情報を必要とするアプリケーションやシス

テムソフトウェアのプロセスと、そうした情報を格納するディレクトリドメインとの間を仲介し
ます。

次の図に示すように、OpenDirectoryはMacOSXおよびMacOSXServerのためのディレク
トリサービスです。

OpenDirectory は、1 つのディレクトリドメインまたは複数のディレクトリドメイン内の情報
にアクセスできます。ディレクトリドメインは、専用のデータベースに情報を保存します。この

データベースは、多数の情報要求の処理および迅速な情報の検索と取得を実行できるように最適

化されています。

MacOSX コンピュータで実行されるプロセスは、OpenDirectory サービスを使用して、ディ
レクトリドメインに情報を保存できます。たとえば、「ワークグループマネージャ」を使ってユー

ザアカウントを作成すると、OpenDirectory がユーザ名とその他のアカウント情報をディレク
トリドメイン内に格納します。その後に「ワークグループマネージャ」でユーザアカウント情報

を確認することができます。その場合、OpenDirectory はユーザ情報をディレクトリドメイン
から取得します。

プリンタ

グループ

コンピュータ

ユーザ

アプリケーション

およびシステム

ソフトウェアのプロセス

マウント

ディレクトリ

ドメイン

Open
Directory
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ほかのアプリケーションとシステムソフトウェアのプロセスも、ディレクトリドメインに格納さ

れたユーザアカウント情報を使用できます。ユーザがMacOSX コンピュータにログインしよう
とすると、ログインプロセスがOpenDirectoryサービスを使ってユーザ名とパスワードを検証
します。

歴史的な背景
MacOSXと同様、OpenDirectoryはUNIXの特性を継承しています。UNIXシステムでは一般
的に、煩雑な管理作業を必要とする構成ファイル内に管理データが保存されており、Open
Directory はそれらのデータへのアクセスを提供します。（一部のUNIXシステムは現在でも構成
ファイルのみを利用しています。）OpenDirectoryは、データを統合し、容易にアクセスおよび
管理できるように分散させます。

データの統合
長年にわたり、UNIX システムは、次の図に示すように「/etc」ディレクトリに置かれた一連の
ファイルに管理情報を保存してきました。

この方式では、各UNIX コンピュータが固有のファイルのセットを保存する必要があり、UNIX
コンピュータ上で実行されるプロセスは、管理情報が必要なときに、そのコンピュータのファイ

ルを読み取ります。

ワークグループマネージャ Open
Directory

ディレクトリ
ドメイン

UNIXプロセス

/etc/master.passwd

/etc/hosts
/etc/group
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UNIXの使用経験があれば、「/etc」ディレクトリ内に置かれた「group」、「hosts」、「hosts.equiv」、
「master.passwd」などのファイルについてはご存知でしょう。たとえば、ユーザのパスワード
を必要とするUNIX のプロセスは、「/etc/master.passwd」ファイルを参照します。「/etc/
master.passwd」ファイルには、各ユーザアカウントのレコードが含まれています。また、グ
ループ情報を必要とするUNIX プロセスは「/etc/group」ファイルを参照します。

OpenDirectory は、管理情報を統合し、プロセスが、管理データを簡単に作成および使用でき
るようにします：

プロセスは、管理データの保存方法と保存場所を知っている必要がなくなります。Open
Directory が、プロセスのためにデータを取得します。プロセスがユーザのホームフォルダの場
所を必要とする場合、プロセスはOpenDirectory に情報の取得を要求します。次の図に示すよ
うに、OpenDirectory が要求された情報を探して返すので、プロセスは情報の詳しい保存方法
を知っている必要がありません。

複数のディレクトリドメインから管理データにアクセスするように OpenDirectoryを設定した
場合、OpenDirectoryは、必要に応じてそれらのディレクトリドメインを参照します。

ディレクトリドメインに保存されるデータの一部は、UNIX 構成ファイルに保存されるデータと
同じものです。たとえば、ホームフォルダの場所、実際の名前、ユーザID、グループIDなどは、
標準の「/etc/passwd」ファイルではなく、ディレクトリドメインのユーザレコードに保存され
ます。

Mac OS Xプロセス

Open
Directory

ディレクトリ
ドメイン

ディレクトリ
ドメイン

Open
Directory

Mac OS Xプロセス
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ただし、ディレクトリドメインは大量のデータを保存して、 MacOSXクライアントコンピュー
タ管理のサポートなど、MacOSXに固有の機能をサポートします。

データの分散
UNIX 構成ファイルの特徴として、構成ファイルに保存された管理データはファイルが置かれて
いるコンピュータでのみ利用できることが挙げられます。各コンピュータは、専用のUNIX構成
ファイルを保持します。

UNIX 構成ファイルを使用する場合、ユーザが使用する各コンピュータにそのユーザのアカウン
ト設定が保存されている必要があり、さらに各コンピュータにそのコンピュータを使用できるす

べてのユーザのアカウント設定が保存されている必要があります。コンピュータのネットワーク

構成を設定する場合、管理者は、そのコンピュータに移動し、ネットワークでコンピュータを識

別するIPアドレスやその他の情報を入力する必要があります。

同様に、UNIX構成ファイル内のユーザ情報またはネットワーク情報を変更する場合、管理者は、
構成ファイルが置かれているコンピュータ上で情報を変更する必要があります。ネットワーク設

定など、変更内容によっては、管理者が複数のコンピュータで同じ変更を加える必要があります。

ネットワークのサイズが大きくなり、より複雑になると、この方法は困難になります。

OpenDirectoryでは、ネットワーク管理者が1カ所から管理できるディレクトリドメインに管
理データを保存できるので、この問題が解決します。次の図に示すように、OpenDirectory を
使用すると情報を分散できるので、情報を必要とするコンピュータや管理する管理者がネット

ワークで情報を見ることができます。

システム管理者

ユーザ

ディレクトリ
ドメイン

Open
Directory
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ディレクトリデータの使用
OpenDirectory によって、ディレクトリドメイン内でネットワーク情報を簡単に統合して管理
できるようになりますが、これらの情報が価値を持つのは、ネットワークコンピュータ上で実行

されるアプリケーションやシステムソフトウェアがそれらの情報にアクセスする場合のみです。 

MacOSXシステムやアプリケーションソフトウェアがディレクトリデータを使用するケースに
ついて次に示します：

Â ログイン：  「ワークグループマネージャ」でディレクトリドメイン内にユーザレコードを作成
でき、それらのレコードは、MacOSXコンピュータおよびWindows コンピュータにログイ
ンするユーザの認証に使用できます。ユーザがMacOSXのログインウインドウで名前とパス
ワードを指定すると、ログインプロセスがOpenDirectory に、名前とパスワードを認証する
よう要求します。OpenDirectoryは、その名前を使ってディレクトリドメインでユーザの
アカウントレコードを検索し、ユーザレコード内のほかのデータを使ってパスワードを検証し

ます。

Â フォルダやファイルへのアクセス：  ログインが完了すると、ユーザはファイルやフォルダに
アクセスできるようになります。MacOSX では、ユーザレコードの別のデータを使用して、
各ファイルまたはフォルダに対するユーザのアクセス権を判別します。

Â ホームフォルダ：  ディレクトリドメイン内の各ユーザレコードには、そのユーザのホームフォ
ルダの場所が保存されます。ホームフォルダは、ユーザが個人用のファイル、フォルダ、環境

設定を保存する場所です。ユーザのホームフォルダは、ユーザが通常使用するコンピュータに

置くか、ネットワーク・ファイル・サーバに置くことができます。

Â 自動マウント共有ポイント：  共有ポイントは、クライアントコンピュータのFinder ウインド
ウの「/ ネットワーク」フォルダ（ネットワークアイコン）に自動マウントされる（自動的に
表示される）ように構成できます。これらの自動マウント共有ポイントに関する情報はディレ

クトリドメインに保存されます。共有ポイントとは、ネットワーク経由でアクセスできるよう

に設定したフォルダ、ディスク、またはディスクパーティションです。

Â メールアカウント設定：ディレクトリドメイン内の各ユーザレコードでは、ユーザがメール
サービスを使用できるかどうか、使用するメールプロトコル、受信メールの表示方法、メール

到着時に警告をユーザに表示するかどうかなどを指定します。

Â リソースの利用：ディスク、プリント、およびメールのクオータをディレクトリドメインの各
ユーザレコードに保存できます。

Â 管理対象のクライアント情報：  管理者は、アカウントレコードがディレクトリドメイン内に
保存されているユーザのMacOSX環境を管理できます。
管理者は、ディレクトリドメイン内に保存されている必須の環境設定の設定を行い、ユーザの

個人設定を無効化します。

Â グループの管理：  ディレクトリドメインには、ユーザレコードに加えて、グループレコード
も保存されます。各グループレコードは、グループに所属するすべてのユーザに影響します。

グループレコード内の情報は、グループメンバーの環境設定を指定します。グループレコード

によって、ファイル、フォルダ、およびコンピュータへのアクセス権も決まります。
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Â 管理対象ネットワーク表示：  管理者は、ユーザがFinder ウインドウのサイドバーで「ネット
ワーク」アイコンを選択したときに表示されるカスタム表示を設定できます。これらの管理対

象ネットワーク表示は、ディレクトリドメインに保存されるため、ユーザのログイン時に自動

的に利用できるようになります。

ディレクトリサービスへのアクセス
OpenDirectory は、次の種類のディレクトリサービスのディレクトリドメインにアクセスでき
ます：

Â


LDAP（LightweightDirectoryAccessProtocol）。Macintosh、UNIX、およびWindowsシス
テムが混在する環境でよく使われるオープンスタンダードの1 つ。LDAP は、MacOSXServer
の共有ディレクトリ用のネイティブ・ディレクトリ・サービスです。

Â ローカル・ディレクトリドメイン。バージョン10.5以降のすべてのMacOSXおよびMacOSX
Serverで利用できるローカル・ディレクトリ・サービスです。

Â


ActiveDirectory。MicrosoftWindows2000および2003 サーバのディレクトリサービス。

Â


NIS（NetworkInformationSystem）。多くのUNIXサーバのディレクトリサービス。

Â


BSDフラットファイル。UNIXシステムのレガシー・ディレクトリ・サービス。

ディレクトリドメインの内側
ディレクトリドメイン内の情報は、レコードタイプごとに整理されます。レコードタイプは、ユー
ザ、グループ、コンピュータなど、特定の情報カテゴリです。ディレクトリドメインには、レ

コードタイプごとに、任意の数のレコードを含めることができます。各レコードは属性の集まり

であり、各属性は1 つ以上の値を含んでいます。

各レコードタイプを1つのカテゴリの情報を含むスプレッドシートと考えた場合、レコードはス
プレッドシートの行と考えることができ、属性はスプレッドシートの列と考えることができま

す。そして、スプレッドシートの各セルが1つ以上の値を含みます。

たとえば、「ワークグループマネージャ」を使用してユーザアカウントを定義する場合は、ユー

ザレコード（レコードタイプが「ユーザ」のレコード）を作成します。ユーザ名（ショートネー

ム）、フルネーム、ホームフォルダの場所など、ユーザアカウントに対して構成する設定が、ユー

ザレコード内の属性の値になります。ユーザレコードとその属性値は、ディレクトリドメインに

保存されます。

LDAP やActiveDirectoryなどの一部のディレクトリサービスでは、ディレクトリ情報は、オブ
ジェクトクラスごとに整理されます。レコードタイプと同様に、オブジェクトクラスは、情報の
カテゴリを定義します。オブジェクトクラスでは、エントリーと呼ばれる、類似の情報オブジェ
クトを定義します。エントリーは、エントリーに含める必要がある、または含めることができる

属性を指定することで定義されます。

ディレクトリドメインのオブジェクトクラスには、複数のエントリーを含めることができ、各エ

ントリーには複数の属性を含めることができます。属性には、1 つの値を持つものと、複数の値
を持つものがあります。たとえば、inetOrgPersonオブジェクトクラスには、複数のエントリー
を定義し、それぞれに複数のユーザ属性が含まれます。
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inetOrgPerson クラスは、RFC2798で定義された標準LDAPクラスです。その他の標準LDAP
オブジェクトクラスおよび属性は、RFC2307で定義されています。OpenDirectoryのデフォル
トのオブジェクトクラスおよび属性は、これらのRFCに基づいています。

属性とレコードタイプまたはオブジェクトクラスの集まりは、ディレクトリドメイン内の情報の

青写真を提供します。この青写真は、ディレクトリドメインのスキーマと呼ばれています。ただ
し、OpenDirectory では、ローカルベースに保存されるスキーマではなく、ディレクトリベー
スのスキーマが使用されます。

OpenDirectory のマスターといくつかの複製サーバを使用している環境で、ローカルベースの
スキーマ構成ファイルを使用するときの問題は、属性を変更したり、OpenDirectoryのマスター
のローカルベースのスキーマに属性を追加したりした場合に、各複製にもその変更を加えなけれ

ばならない点です。複製の数によっては、手動で更新するために膨大な時間がかかることがあり

ます。

各複製のスキーマに対してそれぞれ同じ変更を適用しない場合には、新しく追加された属性が複

製サーバに追加されたときに、複製サーバでエラーや問題が起きることになります。

このような問題が発生しないようにするために、MacOSXではディレクトリベースのスキーマ
が使用されます。ディレクトリベースのスキーマは、ディレクトリデータベースに保存され、複

製されたディレクトリデータベースから複製サーバごとに自動的に更新されます。これにより、

すべての複製のスキーマが常に同期された状態になるので、スキーマへの変更をより柔軟に行う

ことができます。
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LDAPディレクトリ情報の構造
LDAP ディレクトリでは、エントリーは、階層構造のツリー状構造に配置されます。一部のLDAP
ディレクトリでは、この構造は、地理的境界や組織的境界に基づいています。さらに、この構造

は通常、インターネットドメイン名に基づいています。

簡単なディレクトリ構造では、ユーザ、グループ、コンピュータ、およびその他のオブジェクト

クラスを表すエントリーは、以下の図に示すように階層のルートレベルの直下にあります。

エントリーは、その識別名（DN）で参照されます。DN は、相対識別名（RDN）と呼ばれるエ
ントリー自体の名前と、そのエントリーの上位エントリーの名前を連結して構成されます。たと

えば、AnneJohnsonのエントリーの場合、「uid=anne」というRDN と「uid=anne,cn=users,
dc=example,dc=com」というDNがあります。

LDAP サービスでは、エントリーの階層を検索することによってデータを取得します。検索は、
どのエントリーからでも開始できます。検索を開始するエントリーが、検索ベースです。

検索ベースを指定するには、LDAP ディレクトリ内のエントリーの識別名を指定します。たとえ
ば、検索ベース「cn=users,dc=example,dc=com」では、「cn」属性の値が「users」であるエ
ントリーからLDAP サービスが検索を開始するように指定されます。

また、LDAP 階層で検索ベースより下のどのレベルまで検索するかを指定することもできます。
検索範囲には、検索ベースより下のすべてのサブツリーを含めることも、検索ベースより下の最

初のレベルのエントリーを含めることもできます。コマンドラインツールを使用してLDAPディ
レクトリを検索する場合は、検索ベースのエントリーだけが含まれるように検索範囲を制限する

こともできます。

dc=com
dc=example

cn=users cn=groups cn=computers

uid=anne
cn=Anne Johnson

uid=juan
cn=Juan Chavez





28 第1章    OpenDirectoryを使ったディレクトリサービス



ローカル・ディレクトリドメインと共有ディレクトリドメイン
サーバのユーザ情報とほかの管理データを保存する場所は、データを共有する必要があるかどう

かに応じて決定します。この情報は、サーバのローカル・ディレクトリドメインまたは共有ディ

レクトリドメイン内に保存することができます。

ローカル・ディレクトリドメインについて
すべてのMacOSX コンピュータには、ローカル・ディレクトリドメインがあります。ローカ
ル・ディレクトリドメインの管理データにアクセスできるのは、そのドメインが置かれたコン

ピュータ上で実行されるアプリケーションやシステムソフトウェアのみです。ローカルドメイン
は、ユーザが、ログインする場合や、ディレクトリドメインに保存されたデータを必要とするほ

かの操作を実行する場合に最初に参照されるドメインです。

ユーザがMacOSX コンピュータにログインすると、OpenDirectoryによって、コンピュータ
のローカル・ディレクトリドメインでユーザのレコードが検索されます。ローカル・ディレクト

リドメインにユーザのレコードが含まれている場合でユーザが正しいパスワードを入力した場

合、ログインプロセスが続行され、ユーザはコンピュータにアクセスできるようになります。

ログイン後、ユーザは、「移動」メニューから「サーバへ接続」を選び、ファイルサービスを使

用するためにMacOSXServer に接続できます。この場合は、サーバの OpenDirectory が、
サーバのローカル・ディレクトリドメイン内でユーザのレコードを検索します。

サーバのローカル・ディレクトリドメインにユーザのレコードが保存されていて、ユーザが正し

いパスワードを入力した場合、以下の図に示すようにサーバはファイルサービスへのアクセス権

をユーザに与えます。

MacOSXコンピュータを設定する場合は、コンピュータのローカル・ディレクトリドメインが
作成され、ドメインにレコードが格納されます。たとえば、インストールを実行したユーザの

ユーザレコードが作成されます。ユーザレコードには、設定中に入力されたユーザ名とパスワー

ド、およびユーザの一意のID やユーザのホームフォルダの場所などの情報が含まれます。

ローカル・ディレクトリ

ドメイン

ローカル・ディレクトリ

ドメイン

Mac OS X
にログイン

Mac OS X Serverの
ファイルサービスに接続
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共有ディレクトリドメインについて
すべてのMacOSXコンピュータ上のOpenDirectory は、コンピュータのローカル・ディレク
トリドメイン内に管理データを保存できますが、OpenDirectory の真の効果は、共有ディレク
トリドメイン内にデータを保存することによって、複数のMacOSXコンピュータが管理データ
を共有できる点にあります。

コンピュータが共有ドメインを使用するように構成されている場合、そのコンピュータ上で実行

されるアプリケーションやシステムソフトウェアも共有ドメイン内の管理データにアクセスで

きます。

OpenDirectoryがMacOSX コンピュータのローカル・ディレクトリドメイン内でユーザのレ
コードを見つけることができない場合、OpenDirectory は、そのコンピュータがアクセスでき
るすべての共有ドメイン内でユーザのレコードを検索できます。

次の例では、両方のコンピュータからアクセスできる共有ドメイン内にユーザのレコードが含ま

れているので、ユーザは両方のコンピュータにアクセスできます。

共有ドメインは通常、サーバ上に置かれています。これは、ディレクトリドメインが認証する

ユーザのデータなどの極めて重要なデータを保管するためです。

通常、サーバへのアクセスは、そこにあるデータを保護するために厳しく制限されます。さらに、

ディレクトリデータは常に利用可能である必要があります。多くの場合、サーバには信頼性を高

めるための特別なハードウェアが用意されています。また、サーバは無停電電源に接続すること

ができます。
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既存のディレクトリドメイン内の共有データ
大学や世界的規模の企業など、一部の組織では、UNIX サーバやWindows サーバのディレクト
リドメイン内にユーザ情報やその他の管理データを保存します。OpenDirectory では、下の図
に示すように、これらのアップル以外のドメインと、MacOSXServer システムの共有Open
Directory ドメインを検索できます。

MacOSXがディレクトリドメインを検索する順序を構成することができます。
検索方式は、MacOSX がディレクトリドメインを検索する順序を決定します。検索方式につい
ては、第 2章「OpenDirectory の検索方式」で説明します。

SMBサービスとOpenDirectory
Windowsベースのワークステーションに対応できるように、 OpenDirectory サービスとSMB
サービスを使ってMacOSXServer を構成することができます。これらのサービスを一緒に使
用することで、MacOSXServer をPDC（プライマリ・ドメイン・コントローラ）またはBDC
（バックアップ・ドメイン・コントローラ）として構成することができます。

Mac OS Xユーザ Mac OS Xユーザ Windowsユーザ

Mac OS X Server Windowsサーバ

Active
Directory
ドメイン

共有

ディレクトリ

ドメイン

ローカル・

ディレクトリ

ドメイン

ローカル・

ディレクトリ

ドメイン
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プライマリ・ドメイン・コントローラとしてのOpenDirectory
MacOSXServer をWindowsPDC として構成すれば、WindowsNT互換ワークステーション
のユーザがドメインアカウントを使ってログインできるようになります。Windows ユーザが
ネットワーク上のWindowsNT4.x、Windows2000、WindowsXP、およびWindowsVista
ワークステーションからログインできるように、PDC から各ユーザに1つのユーザ名とパスワー
ドが割り当てられます。各ユーザは、ローカルワークステーション上に定義されているユーザ名

とパスワードを使ってログインする代わりに、PDC 上に定義されているユーザ名とパスワードを
使ってログインすることができます。

Windows ワークステーションからログインするために使用できるユーザアカウントを、
MacOSXコンピュータからログインするために使用することもできます。つまり、両方のプラッ
トフォームを使用する場合には、ホームフォルダ、メールアカウント、およびプリントクオータ

を2 つのプラットフォームで共有することができます。Windows ドメインにログインするとき
のパスワードを変更することもできます。

ユーザアカウントは、グループ、コンピュータ、およびその他の情報と一緒に、サーバのLDAP
ディレクトリに保存されます。PDC からこれらの情報にアクセスすることもできます。これは、
サーバ上のPDC をOpenDirectory のマスターとして設定し、これがLDAPディレクトリを管
理しているためです。

さらにPDCでは、OpenDirectoryのマスターのパスワードサーバを使って、Windowsドメイ
ンにログインするユーザが認証されます。このパスワードサーバでは、NTLMv2、NTLMv1、LAN
Managerなどの認証方法を使ってパスワードを検証できます。

OpenDirectory のマスターでKerberosKDC（KeyDistributionCenter）を使用することもで
きます。Windows サービスのユーザを認証するときに Kerberos は使用されませんが、LDAP
ディレクトリにアカウントを持つWindowsワークステーションユーザを Kerberosを使って認
証するようにメールやその他のサービスを構成することができます。

パスワードがOpenDirectory パスワードサーバとKerberos によって検証されるようにするに
は、ユーザアカウントのパスワードタイプがOpenDirectoryである必要があります。パスワー
ドタイプが暗号化パスワードのユーザアカウントは、Windows サービスには使用できません。
暗号化パスワードは、NTLMv2、NTLMv1、またはLANManager 認証方法では検証されないた
めです。

サーバのローカル・ディレクトリドメインにもユーザアカウントがあります。すべてのMacOSX
Serverに1つ用意されています。 Windows ドメインにログインするときにこれらのアカウント
は使用されませんが、Windows ファイルサービスやその他のサービスのユーザを認証するため
にこれらのアカウントを使用することができます。

ローカル・ディレクトリドメイン内のユーザアカウントのうち、パスワードタイプがシャドウパ

スワードのアカウントは、Windowsサービスで使用できます。シャドウパスワードは、NTLMv2、
NTLMv1、LANManager などの認証方法で検証できるためです。
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MacOSXServer は、互換性を確保するために、MacOSXServer バージョン10.0 ～10.2 の
AuthenticationManagerパスワード検証技術を使用するように構成されたユーザアカウントに
対応しています。サーバをMacOSXServerバージョン10.5にアップグレードした後でも、既
存のユーザは引き続き同じパスワードを使用できます。

ユーザアカウントが「AuthenticationManager」が有効になっていたローカル・ディレクトリ
ドメイン内にあり、暗号化パスワードを使用するように設定されている場合、そのアカウントは

「AuthenticationManager」を使用します。

NetInfoのディレクトリをLDAP に移行すると、パスワード検証に「AuthenticationManager」
を使用していたすべてのユーザアカウントは、パスワードタイプがOpenDirectoryに変換され
ます。

MacOSXServerをPDCとして設定するときは、ネットワーク上に同じドメイン名を持つPDC
がほかに存在しないことを確認してください。ネットワーク上に複数のOpenDirectoryのマス
ターが存在していてもかまいませんが、PDC は1つしか存在できません。

BDCとしてのOpenDirectory
BDC として設定した MacOSX は、PDC のフェイルオーバーおよびバックアップになります。
Windows クライアントからのドメインログインやその他のディレクトリおよび認証サービスへ
の要求は、PDCとBDCの両方に送信されます。MacOSXServerPDCが使用できなくなった場
合は、MacOSXServerBDC からドメインログインやその他のディレクトリおよび認証サービ
スが提供されます。

BDC には、PDC のユーザ、グループ、コンピュータ、およびその他のディレクトリデータの同
期コピーが存在します。また、PDC と BDC は認証データの同期コピーを共有しています。
MacOSXServerは、それらのディレクトリデータと認証データを自動的に同期します。

MacOSXServer をBDC として設定する前に、そのサーバをOpenDirectory の複製として設
定する必要があります。BDCでは、OpenDirectoryの複製の読み出し専用LDAPディレクトリ、
KerberosKDC、およびパスワードサーバが使用されます。

MacOSXServer は、OpenDirectory の複製をOpenDirectory のマスターへの変更で自動的
に更新することで、PDCとBDCを同期します。

MacOSXServerをOpenDirectoryの複製およびBDCにするときは、インストール後に「サー
バ管理」を使います。複数のBDC を異なるOpenDirectory の複製サーバ上にそれぞれ設定す
ることもできます。

重要：ネットワーク上に複数のPDCを設定することはできません。
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OpenDirectoryの検索方式

各コンピュータには検索方式があり、ディレクトリドメインと、Open
Directoryがそれらを検索する順序を指定します。

それぞれのMacOSXコンピュータには、コンピュータのローカル・ディレクトリドメインや特
定の共有ディレクトリなど、OpenDirectory がどのディレクトリドメインにアクセスできるか
を指定する検索方式（検索パスともよく呼ばれます）があります。

検索方式は、OpenDirectoryがディレクトリドメインにアクセスする順序も指定します。Open
Directory は各ディレクトリドメインを検索し、一致が見つかると検索を停止します。たとえば、
OpenDirectory は、探している名前と一致するユーザ名を持つレコードが見つかると、ユーザ
レコードの検索を停止します。

検索方式のレベル
検索方式には、ローカル・ディレクトリドメインのみ、ローカル・ディレクトリドメインと共有

ディレクトリ、またはローカル・ディレクトリドメインと複数の共有ディレクトリを含めること

ができます。

共有ディレクトリを含むネットワークでは、通常は複数のコンピュータが共有ディレクトリにア

クセスします。この配置は、一番上に共有ディレクトリがあり一番下にローカルディレクトリが

ある、ツリーのような構造として表現できます。

ローカル・ディレクトリドメインの検索方式
最も単純な検索方式は、コンピュータのローカル・ディレクトリドメインのみで構成されます。

この場合、OpenDirectoryは、ユーザ情報とその他の管理データを各コンピュータのローカル・
ディレクトリドメイン内のみで検索します。

ネットワーク上のサーバが共有ディレクトリを管理する場合、OpenDirectory はユーザ情報や
管理データをそこで検索しません。これは、共有ディレクトリがコンピュータの検索方式の一部

ではないためです。
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次の図は、ネットワーク上の2つのコンピュータがそれらのローカル・ディレクトリドメインか
ら管理データのみを検索する様子を示しています。

2レベルの検索方式
ネットワーク上の1 つのサーバが共有ディレクトリを管理する場合は、ネットワーク上のすべて
のコンピュータの検索方式に共有ディレクトリを含めることができます。この場合、Open
Directory はユーザ情報とその他の管理データを最初にローカル・ディレクトリドメインで検索
します。必要な情報がローカル・ディレクトリドメインで見つからない場合、OpenDirectory
は共有ディレクトリを確認します。

次の図は、ネットワーク上の2つのコンピュータと1つの共有ディレクトリドメインを示してい
ます。これらのコンピュータは共有ディレクトリドメインに接続されていて、検索方式に共有

ディレクトリドメインが含まれています。

2レベルの検索方式を使用できるケースについて、次に説明します：

ローカル・ディレクトリ

ドメイン
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ドメイン

共有ディレクトリ
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各学科（英語、数学、理科）には、専用のコンピュータがあります。各学科の学生は、その学科

のコンピュータのローカルドメインでユーザとして定義されています。これらの3つのローカル
ドメインは同じ共有ドメインを使用し、すべての教師はその共有ドメインに定義されています。

教師は、共有ドメインのメンバーとして、すべての学科のコンピュータにログインできます。各

ローカルドメインの学生は、自分のローカルアカウントが置かれているコンピュータにのみログ

インできます。

ローカルドメインは、各部門のコンピュータに置かれますが、共有ドメインは、ローカルドメイ

ンのコンピュータからアクセスできるサーバ上に置くことができます。教師が3 つの学科コン
ピュータのいずれかにログインしたときに、ローカルドメインでその教師が見つからない場合

は、OpenDirectoryは共有ドメインを検索します。

次の例では、共有ドメインは1つのみですが、より複雑なネットワークではより多くの共有ドメ
インが含まれる場合があります。

複数レベルの検索方式
ネットワーク上の複数のサーバが共有ディレクトリを管理する場合は、ネットワーク上のコン

ピュータの検索方式に2つ以上の共有ディレクトリを含めることができます。より単純な検索方
式の場合、OpenDirectory は常に、ユーザ情報とその他の管理データを最初にローカル・ディ
レクトリドメインで検索します。必要な情報がローカル・ディレクトリドメインで見つからない

と、OpenDirectoryは、各共有ディレクトリを検索方式で指定されている順序で検索します。
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複数の共有ディレクトリを使用できるケースについて、次に説明します：

各学科（英語、数学、理科）には、共有ディレクトリドメインを管理するサーバがあります。各

教室のコンピュータの検索方式は、コンピュータのローカルドメイン、学科の共有ドメイン、お

よび学校の共有ドメインを指定します。

各学科の学生は、学科のどのコンピュータにもログインできるように、その学科のサーバの共有

ドメインのユーザとして定義されています。教師は学校のサーバの共有ドメインに定義されてい

るため、どの教室のコンピュータにもログインできます。

管理データを定義するドメインを選択することによって、ネットワーク全体を対象とすること

も、特定のコンピュータのグループを対象とすることもできます。検索方式内の高いレベルに管

理データを置くほど、ユーザやシステムリソースの変更時に変更する必要がある個所が少なくな

ります。

ディレクトリサービスに関する局面のうち、管理者にとって最も重要なのは、ディレクトリドメ

インと検索方式の計画だと言えます。この計画は、共有するリソース、それらを共有するユーザ、

およびディレクトリデータの管理方法も反映している必要があります。

自動検索方式
MacOSXコンピュータは、検索方式を自動的に設定するように構成できます。自動検索方式は
2つの部分で構成され、そのうちの1 つはオプションです：

Â ローカル・ディレクトリドメイン

Â 共有LDAPディレクトリ（オプション）
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1
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コンピュータの自動検索方式では、常に、コンピュータのローカル・ディレクトリドメインが最

初に検索されます。MacOSX コンピュータがネットワークに接続されていない場合、コンピュー
タはユーザアカウントとその他の管理データを、そのローカル・ディレクトリドメインで検索し

ます。

次に、自動検索方式では、コンピュータが共有ローカル・ディレクトリドメインに接続するよう

に構成されているかどうかを判断します。コンピュータは、共有ローカル・ディレクトリドメイ

ンに接続されている場合があり、そのドメインが別のローカル・ディレクトリドメインに接続さ

れ、さらに接続が続いている場合があります。

ローカル・ディレクトリドメインの接続がある場合は、自動検索方式の2番目の部分を構成しま
す。詳しくは、28ページの「ローカル・ディレクトリドメインについて」を参照してください。

最後に、自動検索方式を持つコンピュータは、共有LDAP ディレクトリに接続することができま
す。コンピュータは起動時に、DHCPサービスからLDAP ディレクトリサーバのアドレスを取得
できます。MacOSXServer のDHCP サービスは、DNS サーバおよびルーターのアドレスを提
供するのと同様に、LDAPサーバアドレスを提供できます。

（アップル以外の DHCP サービスからも LDAP サーバのアドレスを提供できます。この機能は
DHCPOption95と呼ばれます。）

MacOSXServer のDHCP サービスで、クライアントに自動検索方式のLDAP サーバのアドレ
スを提供する場合は、DHCP サービスの LDAP オプションを構成する必要があります。詳しく
は、「ネットワークサービスの管理」のDHCP の章を参照してください。

MacOSXコンピュータでDHCPサービスからLDAP サーバのアドレスを取得する場合は、以下
の点に注意してください：

Â コンピュータが自動検索方式を使用するように構成されている必要があります。これには、
DHCPから提供されるLDAPディレクトリを追加するオプションの選択も含まれます。詳しく
は、128ページの「検索方式の詳細設定を使用する」および134ページの「DHCPによって提
供されるLDAPディレクトリを有効にする／無効にする」を参照してください。

Â コンピュータの「ネットワーク」環境設定が、「DHCP」または「DHCP を使ってIPアドレスを
手入力」に構成されている必要があります。MacOSX は、最初は「DHCP」を使用するよう
に構成されています。「ネットワーク」環境設定の設定について詳しくは、「Mac ヘルプ」を
検索してください。

自動検索方式は、特にモバイルコンピュータの場合に、利便性と柔軟性に優れています。自動検
索方式を持つコンピュータがネットワークから接続を解除されている場合や、別のネットワーク

に接続されている場合、または別のサブネットに移動された場合、自動検索方式が変わることが

あります。

コンピュータがネットワークから接続を解除されている場合は、そのローカル・ディレクトリド

メインを使用します。コンピュータが別のネットワークまたはサブネットに接続されている場合

は、そのローカル・ディレクトリドメインの接続を自動的に変更し、現在のサブネット上のDHCP
サービスからLDAP のアドレスを取得できます。
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自動検索方式では、新しい場所でディレクトリおよび認証サービスを取得するために、コン

ピュータを再構成する必要はありません。

重要：自動の認証検索方式を使用し、DHCP から提供されるLDAP サーバまたはDHCP から提
供されるローカル・ディレクトリドメインを使用するようにMacOSXを構成すると、攻撃者に
コンピュータの制御を奪われる危険性が増します。コンピュータがワイヤレスネットワークに接

続するように構成されている場合、この危険性はさらに高くなります。詳しくは、131ページの
「コンピュータを不当なDHCPサーバから保護する」を参照してください。

カスタム検索方式
MacOSXコンピュータで、DCHPが提供する自動検索方式を使用しない場合は、コンピュータ
にカスタム検索方式を定義できます。

たとえば、カスタム検索方式では、OpenDirectory サーバの共有ディレクトリドメインの前に
ActiveDirectory ドメインを検索するように指定できます。ユーザは、ActiveDirectory ドメイ
ンからユーザレコードを使用してログインしたり、OpenDirectory ドメインからグループレ
コードおよびコンピュータレコードで環境設定を管理したりするように、コンピュータを構成で

きます。

一般に、カスタム検索方式は、複数のネットワークでは、またはネットワークに接続されていな

いときは、機能しません。これは、カスタム検索方式が特定のネットワークの特定のディレクト

リドメインの可用性に依存しているためです。

ポータブルコンピュータが通常のネットワークから接続を解除されている場合、そのポータブル

コンピュータは、カスタム検索方式で共有ディレクトリドメインにアクセスすることはできなく

なります。ただし、接続を解除されたコンピュータでも、それ自体のローカル・ディレクトリド

メインにはアクセスできます。これは、そのドメインがすべての検索方式で最初のディレクトリ

ドメインであるためです。

ポータブルコンピュータのユーザは、ローカル・ディレクトリドメインからユーザレコードを使

用してログインできます。これには、モバイル・ユーザ・アカウントが含めることもできます。

ユーザアカウントは、ポータブルコンピュータが通常のネットワークに接続したときにアクセス

する共有ディレクトリドメインからミラーリングされます。

認証およびコンタクトの検索方式
MacOSXコンピュータは、認証情報を検索するための検索方式を持ち、コンタクト情報を検索
するための別の検索方式を持ちます。

Â


OpenDirectory は、認証検索方式を使って、ディレクトリドメインからユーザ認証情報やそ
の他の管理データを検索して取得します。

Â


OpenDirectory は、コンタクト検索方式を使って、ディレクトリドメインから名前、アドレ
ス、その他のコンタクト情報を検索して取得します。MacOSXの「アドレスブック」はこの
コンタクト情報を使用しますが、その他のアプリケーションも同様にこれを使うように設計で

きます。

それぞれの検索方式は、自動、カスタム、またはローカル・ディレクトリドメインのみにするこ

とができます。
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OpenDirectoryの認証

OpenDirectoryは、MacOSXServerのディレクトリドメインにア
カウントが保存されているユーザを認証するためにいくつかのオプ
ションを提供します。オプションには、Kerberos のほかに、ネット
ワークサービスで要求される従来の認証方法が含まれます。

OpenDirectoryでは、次のいくつかの方法でユーザを認証できます：

Â



Kerberos認証（シングルサインオン用）

Â 従来の認証方法と、OpenDirectory パスワードサーバのデータベースに安全に格納されてい
るパスワード

Â 従来の認証方法と、ユーザごとに安全なシャドウ・パスワード・ファイルに格納されている

シャドウパスワード

Â ユーザのアカウントに直接保存されている暗号化パスワード（レガシーシステムとの後方互換

のため）

Â アップル以外のLDAPサーバ（LDAPバインド認証用）

また、OpenDirectory を使用すると、パスワードの有効期限や最小長などについて、すべての
ユーザのためのパスワード方式やユーザごとに固有のパスワード方式を設定できます。（パス

ワード方式は、管理者、暗号化パスワード認証、またはLDAPバインド認証には適用されません。）
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パスワードタイプ
各ユーザアカウントには、そのユーザアカウントの認証方法を決定するパスワードタイプがあり

ます。ローカル・ディレクトリドメインの場合、標準のパスワードタイプはシャドウパスワード

です。MacOSXServerバージョン10.3 からアップグレードされたサーバでは、ローカル・ディ
レクトリドメイン内のユーザアカウントにOpenDirectoryのパスワードタイプを設定すること
もできます。

MacOSXServerのLDAPディレクトリ内のユーザアカウントの場合、標準のパスワードタイプ
はOpenDirectory です。LDAP ディレクトリ内のユーザアカウントには、暗号化パスワードの
パスワードタイプを設定することもできます。

認証と認可
ログインウインドウやApple ファイルサービスのようなサービスは、OpenDirectory からの
ユーザ認証を必要とします。認証は、サービスがリソースへのユーザによるアクセスを許可す
るかどうかを決定するプロセスの一部です。通常、このプロセスには認可も必要です。

認証はユーザの身元を証明し、認可は認証されたユーザが何を行うことが許可されているかを

決定します。一般的にユーザは、有効な名前とパスワードを入力することによって認証を行い

ます。その後でサービスが、認証されたユーザに特定のリソースへのアクセスを認可します。

たとえば、ファイルサービスは、フォルダとファイルを所有しているユーザが認証されたとき

に、それらのリソースへのすべてのアクセス権を付与します。

クレジットカードを使用するときは、認証と認可が行われます。販売店は、売上伝票の署名を

クレジットカードの署名と比較することによって認証を行います。次に、認証済みのクレジッ

トカードの口座番号を銀行に提出します。これにより、口座残高と信用限度額に基づいて支払

いが認可されます。

OpenDirectoryでユーザアカウントを認証し、サービスアクセス制御リスト（SACL）でサー
ビスの使用を認可します。OpenDirectory でユーザを認証すると、ログインウインドウ用の
SACLでそのユーザがログイン可能かどうかを判別します。AFP（AppleFilingProtocol）サー
ビス用のSACLではファイルサービスに接続可能かどうかを判別し、その他同様に判別を行い
ます。

一部のサービスでは、ユーザが特定のリソースへのアクセスを認可されているかどうかも判別

します。この認可では、ディレクトリドメインからほかのユーザアカウント情報を取得する必

要がある場合があります。たとえば、AFP サービスでは、ユーザが読み出しや書き込みを認可
されているフォルダやファイルを判別するために、ユーザ ID とグループのメンバーシップ情
報が必要です。
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OpenDirectoryのパスワード
ユーザのアカウントにOpenDirectoryのパスワードタイプがある場合、ユーザは、Kerberos ま
たはOpenDirectory・パスワードサーバによって認証されます。Kerberos は、信頼されたサー
バが発行した資格情報を使用するネットワーク認証システムです。 OpenDirectory パスワード
サーバでは、ネットワークサービスの一部のクライアントで要求される、従来のパスワード認証

方法をサポートしています。

KerberosもOpenDirectoryパスワードサーバも、ユーザのアカウントにはパスワードを保存し
ません。KerberosとOpenDirectory パスワードサーバは、両方ともディレクトリドメインとは
別の所にある安全なデータベースにパスワードを保存し、パスワードの読み出しは一切できませ

ん。パスワードは設定と検証のみ行うことができます。

悪意のあるユーザは、KerberosやOpenDirectoryパスワードサーバへのアクセスを得るために、
ネットワーク上でログインを試みることがあります。OpenDirectory のログは、失敗したログ
イン試行をユーザに警告することができます。詳しくは、178ページの「OpenDirectory の状
況とログを表示する」を参照してください。

次のディレクトリドメイン内のユーザアカウントには、OpenDirectory のパスワードを設定で
きます：

Â


MacOSXServerのLDAPディレクトリ

Â


MacOSXServerのローカル・ディレクトリドメイン

参考：OpenDirectory のパスワードを使用してMacOSXバージョン10.1以前にログインする
ことはできません。MacOSXv10.1 以前のログインウインドウを使ってログインするユーザは、
暗号化パスワードを使用するように構成する必要があります。このパスワードタイプは、ほかの

サービスの問題にはなりません。たとえば、MacOSX バージョン 10.1 のユーザは、Open
Directory のパスワードを使ってAppleファイルサービス用に認証できます。

シャドウパスワード
シャドウパスワードでは、OpenDirectory パスワードサーバと同じ従来の認証方法をサポート
しています。これらの認証方法は、ネットワークを介してスクランブル形式、つまりハッシュで、
シャドウパスワードを送信するために使用されます。

シャドウパスワードは、ユーザアカウントが置かれているディレクトリドメインと同じコン

ピュータ上のファイルに、複数のハッシュとして保存されます。パスワードはユーザアカウント

に保存されないため、ネットワークを介してパスワードを取得するのは簡単ではありません。各
ユーザのシャドウパスワードは、シャドウ・パスワード・ファイルと呼ばれる別々のファイルに
保存され、これらのファイルは、ルート・ユーザ・アカウントによってのみ読み出せるように保

護されます。

コンピュータのローカル・ディレクトリドメインに保存されているユーザアカウントだけが、

シャドウパスワードを持つことができます。共有ディレクトリに保存されたユーザアカウント

は、シャドウパスワードを持つことができません。

シャドウパスワードは、モバイル・ユーザ・アカウントのキャッシュされた認証も提供します。

モバイル・ユーザ・アカウントについて詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。





42 第3章    OpenDirectoryの認証



暗号化パスワード
暗号化パスワードは、ユーザアカウントのハッシュに保管されます。この方法は、従来より基本
認証と呼ばれており、ユーザレコードに直接アクセスする必要があるソフトウェアと最も互換性
があります。たとえば、MacOSXバージョン10.1以前では、ユーザアカウントに保存された暗
号化パスワードを探すことが求められます。

暗号化による認証は、最大で8バイト（8文字のASCII文字）の長さのパスワードをサポートし
ます。これより長いパスワードをユーザアカウントに入力した場合、暗号化パスワードの検証に

は最初の8バイトのみが使用されます。シャドウパスワードとOpenDirectory のパスワードで
は、この長さの制限はありません。

ネットワーク上で安全にパスワードを送信するため、暗号化はDHX による認証方法をサポート
しています。

Windowsユーザにセキュリティ保護された認証を提供する
MacOSXServerには、Windowsユーザにも同じタイプのセキュリティ保護されたパスワード
が用意されています：

Â


OpenDirectoryのパスワード。WindowsワークステーションからMacOSXServerPDCドメ
インにログインする場合に必要になります。Windows ファイルサービスの認証に使用できま
す。このタイプのパスワードは、NTLMv2、NTLMv1、LANManager などのさまざまな認証
方法を使って検証できます。OpenDirectory のパスワードは、ユーザアカウントではなく、
セキュリティ保護されたデータベースに保存されます。

Â シャドウパスワード。ドメインへのログインには使用できませんが、Windows ファイルサー
ビスとその他のサービスに使用できます。このタイプのパスワードは、NTLMv2、NTLMv1、
および LANManager 認証方法を使って検証することもできます。シャドウパスワードは、
ユーザアカウントではなく、セキュリティ保護されたファイルに保存されます。

Â 暗号化パスワード。「AuthenticationManager」が有効になっている必要があります。
MacOSXServer バージョン10.1 からアップグレードされたサーバ上にあるユーザアカウン
トの互換性のために用意されています。サーバをMacOSXServerバージョン10.5 にアップ
グレードした後は、これらのユーザアカウントでOpenDirectoryのパスワードを使用するよ
うに変更することをお勧めします。従来の「AuthenticationManager」よりもセキュリティ
が向上します。
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パスワードに対するオフライン攻撃
暗号化パスワードはユーザアカウントに保存されるため、攻撃される可能性があります。

共有ディレクトリドメイン内のユーザアカウントは、ネットワーク上でアクセスできます。

「ワークグループマネージャ」を持っているユーザや、コマンドラインツールの使いかたを知っ

ているユーザはだれでも、保存されている暗号化パスワードなどのユーザアカウントの内容を

ネットワーク上で読み出すことができます。

OpenDirectoryのパスワードとシャドウパスワードは、ユーザアカウントに保存されません。
そのため、これらのパスワードはディレクトリドメインから読み出すことはできません。

悪意のある攻撃者、つまりクラッカーにより、「ワークグループマネージャ」やUNIXコマンド
を使って、ユーザレコードをファイルにコピーされる可能性があります。クラッカーはこの

ファイルをシステムに転送し、さまざまな技術を使って、ユーザレコードに保存されている暗

号化パスワードをデコードします。暗号化パスワードをデコードすれば、クラッカーは、正当

なユーザ名と暗号化パスワードを使って気付かれずにログインできます。

この攻撃は、オフライン攻撃と呼ばれています。システムにアクセスするためにログインに成

功する必要がないためです。

パスワードの暗号解読を阻止する効果的な方法は、適切なパスワードを使用し、暗号化パス

ワードを使用しないことです。パスワードは、権限がないユーザが簡単に推測できないように、

英数字と記号を組み合わせて指定します。

実在の単語で構成されるパスワードは、適切なパスワードではありません。数字と記号（#、$
など）を使用したり、ある語句に含まれるすべての単語の最初の文字で構成したりします。大

文字と小文字を両方とも使用するようにします。

シャドウパスワードとOpenDirectory パスワードはユーザレコードに保存されないため、オ
フライン攻撃を受ける可能性は低くなります。

シャドウパスワードは別のファイルに保管され、このファイルは、ルート・ユーザ・アカウン

ト（システム管理者とも呼ばれます）のパスワードを知っているユーザだけが読み出すことが

できます。

OpenDirectory のパスワードは、KerberosKDC 内とOpenDirectory パスワードサーバの
データベース内に、安全に保管されます。ユーザのOpenDirectory のパスワードは、Open
Directory による認証の管理権限を持つユーザであっても、ほかのユーザが読み出すことはで
きません。（この管理者が変更できるのは、OpenDirectory のパスワードとパスワード方式だ
けです。）
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暗号化パスワードは安全であると考えることはできません。暗号化パスワードは、暗号化パス

ワードが要求されるUNIX クライアントや、MacOSXv10.1 クライアントとの互換性が必要な
ユーザアカウントでのみ使用するようにしてください。暗号化パスワードはユーザアカウントに

保存されるためアクセスが容易であり、そのためオフライン攻撃を受けやすくなります（「パス

ワードに対するオフライン攻撃」を参照）。エンコードされた形式で保存されていますが、デコー

ドは比較的容易です。

暗号化パスワードの暗号化のしくみ
暗号化パスワードはクリアテキストでは保存されません。これらのパスワードは隠蔽され、暗号

化により判読不能になります。暗号化パスワードは、クリアテキストのパスワードを乱数と共に

数学関数（一方向ハッシュ関数と呼ばれます）に提供することによって、暗号化されます。一方

向ハッシュ関数は常に、特定の入力から暗号化された同じ値を生成しますが、生成した暗号化さ

れた値からオリジナルのパスワードを再生成するために使用することはできません。

暗号化された値を使ってパスワードを検証する際、MacOSX は関数をユーザが入力したパス
ワードに適用し、それをユーザアカウントまたはシャドウファイルに保管されている値と比較し

ます。値が一致した場合、パスワードは有効とみなされます。

使用する認証オプションを決定する
ユーザを認証するため、OpenDirectory では、使用する認証オプションを決定する必要があり
ます。認証オプションには、Kerberos、OpenDirectory パスワードサーバ、シャドウパスワー
ド、または暗号化パスワードがあります。ユーザのアカウントには、使用する認証オプションを

指定する情報が含まれています。この情報は、認証機関属性と呼ばれています。

OpenDirectory は、ユーザが提供する名前を使ってディレクトリドメイン内のユーザのアカウ
ントを探します。次に、OpenDirectory はユーザのアカウントの認証機関属性を調べて使用す
る認証オプションを確認します。

ユーザの認証機関属性は、次の表に示すように、「ワークグループマネージャ」の「詳細」パネル

でパスワードタイプを変更することによって変更できます。詳しくは、108ページの「ユーザの
パスワードタイプを変更する」を参照してください。

パスワードタイプ 認証機関 ユーザレコード内の属性
OpenDirectory OpenDirectoryパスワードサーバ

とKerberos 1

いずれか、または両方：

Â


;ApplePasswordServer;

Â



;Kerberosv5;

シャドウパスワード 各ユーザのパスワードファイル、
ルート・ユーザ・アカウントのみ読

み出し可能

いずれか：

Â


;ShadowHash;



2

Â



;ShadowHash;
< 有効な認証方法のリスト>

暗号化パスワード ユーザレコード内のエンコードされ
たパスワード

いずれか：

Â


;basic;

Â 属性なし

1



MacOSXServerバージョン10.2のユーザアカウントは、 Kerberos認証機関属性を含むように再設定する必要があります。 
111ページの「ユーザのシングルサインオン Kerberos認証を有効にする」を参照してください。 

2


ユーザレコード内の属性が「;ShadowHash;」で、有効な認証方法のリストがない場合は、デフォルトの認証方法が有効に
なります。デフォルトの認証方法のリストは、 MacOSXServer とMacOSX とで異なります。
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認証機関属性では、複数の認証オプションを指定できます。たとえば、OpenDirectory のパス
ワードタイプを持つユーザアカウントには、通常Kerberos とOpenDirectory パスワードサー
バの両方を指定する認証機関属性が設定されています。

ユーザアカウントに認証機関属性が含まれている必要はありません。ユーザのアカウントに認証機

関属性が含まれていない場合、MacOSXServerは、ユーザのアカウントに暗号化パスワードが保
存されているとみなします。たとえば、バージョン10.1以前のMacOSX を使って作成されたユー
ザアカウントには暗号化パスワードが含まれていますが、認証機関属性は含まれていません。

パスワード方式
OpenDirectory では、パスワードタイプがOpenDirectory またはシャドウパスワードのユー
ザのパスワード方式を強化します。たとえば、ユーザのパスワード方式でパスワードの有効期限

の間隔を指定できます。ユーザがログインしたときに、OpenDirectory がユーザのパスワード
の有効期限が切れていると判断した場合、ユーザは有効期限が切れたパスワードを差し替える必

要があります。その後OpenDirectoryはユーザを認証できます。

パスワード方式により、特定の日付、数日後、待機状態の期間の後、または何回かのログイン試

行の失敗の後に、ユーザアカウントを使用不可にすることができます。パスワード方式は、パス

ワードが最小の長さを満たすこと、少なくとも1つの英字を含むこと、少なくとも1つの数値を
含むこと、アカウント名とは異なること、最新のパスワードとは異なること、または定期的に変

更することを必要とする場合もあります。

モバイル・ユーザ・アカウントのパスワード方式は、ネットワークから接続解除されている場合

も接続されている場合も、そのアカウントが使用されているときに適用されます。モバイル・

ユーザ・アカウントのパスワード方式は、オフライン時に使用できるようにキャッシュされてい

ます。モバイル・ユーザ・アカウントについて詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

パスワード方式は、管理者アカウントには影響しません。管理者はパスワード方式を自由に変更

できるため、管理者にはパスワード方式は適用されません。また、管理者にパスワード方式を適

用すると、サービス拒否攻撃を受ける可能性があります。

KerberosとOpenDirectoryパスワードサーバは、個別にパスワード方式を保持します。Open
Directory サーバは、Kerberosのパスワード方式のルールと OpenDirectoryパスワードサーバ
のパスワード方式のルールを同期させます。
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シングルサインオン認証
MacOSXServerは、シングルサインオン認証のためにKerberos を使用します。これによりユー
ザは、すべてのサービスに対して名前とパスワードを別々に入力する手間を軽減できます。シン

グルサインオンでは、ユーザは常にログインウインドウに名前とパスワードを入力します。その

後、ユーザは、Kerberos認証を使用する Appleファイルサービスやメールサービスなどのサー
ビスに対して名前とパスワードを入力する必要がなくなります。

シングルサインオンを活用するには、ユーザとサービスがKerberos対応になっていて（Kerberos
認証を行うように構成されていて）、それらが同じKerberosKDC サーバを使用する必要があり
ます。

MacOSXServerのLDAP ディレクトリ内にあり、OpenDirectoryのパスワードタイプを持つ
ユーザアカウントは、サーバの組み込みKDC を使用します。これらのユーザアカウントは、
Kerberosおよびシングルサインオン用に自動的に構成されます。サーバのKerberosに対応した
サービスはサーバの組み込みKDCを使用し、シングルサインオン用に構成されます。

このMacOSXServerKDC では、その他のサーバによって提供されるサービスでもユーザを認
証できます。MacOSXServerがインストールされたサーバの数が増えても、最小限の構成を行
うだけでMacOSXServerKDC を使用できます。

Kerberos認証
Kerberos は、インターネットなどの開かれたネットワークでの安全な認証と通信を提供するた
めに、MITが開発しました。この名前は、ギリシア神話の、冥府への入口を守る3つの頭を持つ
番犬にちなんで付けられました。

Kerberos は、2 者に対して身元証明書を提示します。使用したいネットワークサービスに対し
て、自分の身元を証明できます。また、アプリケーションに対して、ネットワークサービスが正

統で、詐称されていないことも証明します。

ほかの認証システムと同様、Kerberosでは承認は提供しません。証明された身元に基づいて、そ
れぞれのネットワークサービスで許可内容を決定します。

Kerberos を使えば、クライアントとサーバは、通常のチャレンジ／レスポンス型のパスワード
認証方法よりも格段に安全に、相互に識別できます。また、Kerberos では、シングルサインオ
ン環境を提供します。シングルサインオン環境では、ユーザが1日、1 週間、またはその他の期
間に1 回だけ認証すれば済むため、認証の回数が減ります。

MacOSXServerでは、実質的にだれでも運用可能な、統合されたKerberosサポートを提供し
ています。実際、Kerberos の運用は自動化されているため、ユーザや管理者はその運用に気付
かないこともあります。

MacOSXv10.3以降では、OpenDirectory 認証を使用するように設定されたアカウントでログ
インすると、自動的にKerberos が使用されます。これは、MacOSXServerLDAPディレクト
リ内のユーザアカウントのデフォルト設定です。AFPやメールサービスなど、LDAPディレクト
リサーバが提供するその他のサービスでも、Kerberosが自動的に使用されます。
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ネットワークにMacOSXServerv10.5が搭載されたほかのサーバがある場合、それらのサーバ
は簡単に Kerberos サーバに接続することができ、それらのサーバのほとんどのサービスで
Kerberosが自動的に使用されます。

また、MicrosoftActiveDirectoryなどのKerberosシステムがネットワークにある場合は、認証に
それを使うようにMacOSXServerおよびMacOSXコンピュータを設定することもできます。

バージョン10.3以降のMacOSXServerおよびMacOSXは、Kerberosバージョン5に対応してい
ます。MacOSXServerおよびMacOSXのバージョン10.5 は、Kerberosバージョン4に対応
していません。

Kerberos運用の障壁をなくす
最近まで、Kerberosは大学や官公庁サイト向けのテクノロジーでした。 Kerberos を取り入れ
るためにさまざまな障壁があったことが、運用がなかなか広まらなかった理由です。

MacOSXおよびMacOSXServer のバージョン10.3以降では、Kerberosを採用する際の歴
史的な障壁が取り除かれています。

Â 管理者がKerberosKDCを設定する必要がありました。このことが、運用および管理を困難
にしていました。

Â ディレクトリシステムとの標準的な統合方法はありませんでした。Kerberosでは認証だけが
行われます。ユーザID（UID）、ホームフォルダの場所、グループメンバーシップなどのユー
ザ・アカウント・データは保存されません。管理者は、Kerberos とディレクトリシステム
を統合する方法を決定する必要がありました。

Â サーバをKerberosKDCに登録する必要がありました。このため、サーバの設定プロセスに
追加の作業が必要でした。

Â


Kerberosサーバを設定したら、管理者はすべてのクライアントコンピュータの前に来て、
Kerberos を使用するようにそれぞれのコンピュータを構成する必要がありました。この作
業は、時間がかかる上に、構成ファイルを編集したり、コマンドラインツールを使用したり

する必要がありました。

Â 一連のKerberos対応アプリケーション（サーバソフトウェアとクライアントソフトウェア）
が必要でした。基本的なアプリケーションの中には利用可能なものもありますが、移植して

自分の環境で使用できるように変更することは簡単ではありませんでした。

Â クライアント／サーバ型の認証に使用されるすべてのネットワークプロトコルが Kerberos
に対応しているわけではありません。一部のネットワークプロトコルでは、依然として従来

のチャレンジ／レスポンス型の認証方法が必要です。また、Kerberos とこれらの従来型の
ネットワーク認証方法を統合する標準的な方法はありません。

Â


Kerberosクライアントはフェイルオーバーをサポートしているので、あるKDCがオフライン
の場合でも複製を使用できます。しかし、管理者は、Kerberos の複製を設定する方法を解
明する必要がありました。

Â 管理ツールは、統合されていませんでした。ディレクトリドメインのユーザアカウントを作

成および編集するためのツールは、Kerberos について何も認識しませんでした。また、
Kerberosのツールは、ディレクトリのユーザアカウントについて何も認識しませんでした。
ユーザレコードの設定は、KDC とディレクトリシステムを統合した方法に基づく操作で、サ
イトごとに異なりました。
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シングルサインオン環境
Kerberosは、資格情報またはチケットベースのシステムです。ユーザがKerberosシステムに1回
ログインすると、有効期限のあるチケットが発行されます。このチケットの有効期限内であれば、

ユーザは、Kerberos対応のサービスにアクセスするために再度認証を受ける必要はありません。

MacOSX の「Mail」アプリケーションなど、ユーザのKerberos 対応ソフトウェアでは、有効
なKerberosチケットを提示してユーザを認証し、 Kerberos対応のサービスを利用できるように
します。これにより、シングルサインオン環境を実現します。

Kerberos チケットは、たとえば、週末の3 日間複数のナイトクラブで開催されるジャズフェス
ティバルのプレスパスのようなものです。パスを入手するには、自分の身元を1 回証明します。
パスの有効期限が切れるまでは、どのナイトクラブでもパスを示せば、公演のチケットを入手で

きます。参加しているナイトクラブはすべて、再度身元証明書を確認することなく、パスを受け

入れます。

安全な認証
インターネットは本質的に安全ではありません。本当のセキュリティを提供する認証プロトコル

は、依然としてわずかしかありません。悪意のあるハッカーは、簡単に入手可能なソフトウェア

ツールを使用して、ネットワークを介して送信されるパスワードを傍受できます。

多くのアプリケーションではパスワードを暗号化せずに送信するため、傍受したパスワードはす

ぐに使えます。暗号化されたパスワードであっても、完全に安全ではありません。十分な時間と

計算能力があれば、暗号化されたパスワードを破ることができます。

ファイアウォールを使用してプライベートネットワーク上のパスワードを隔離することはでき

ますが、それですべての問題が解決するわけではありません。たとえば、ファイアウォールでは、

不満や悪意を持つ内部関係者に対するセキュリティは提供されません。

Kerberosは、ネットワークセキュリティの問題を解決するために設計されました。Kerberos で
は、ユーザのパスワードをネットワーク上に送信したり、ユーザのコンピュータのメモリやディ

スクに保存したりすることはありません。そのため、Kerberos の資格情報が破られたり危険に
さらされたりしても、攻撃者が元のパスワードを知ることはなく、危険にさらされるとしても、

ネットワークのごく一部に限られます。

Kerberos では、優れたパスワード管理だけでなく相互認証も行います。クライアントはサービ
スへの認証を受け、サービスはクライアントへの認証を受けます。Kerberos 対応のサービスを
使用しているときは、Man-in-the-Middle 攻撃、つまりなりすまし攻撃は不可能です。つまり、
ユーザはアクセスしているサービスを信頼できます。



第3章    OpenDirectoryの認証 49



パスワードの次の段階へ
ネットワーク認証は簡単なことではありません。  ネットワーク認証方法を運用するには、クライ

アントとサーバの両方がその認証方法に合意する必要があります。また、クライアント／サーバ

プロセスでカスタムの認証方法に合意することは可能ですが、一連のネットワークプロトコル、

プラットフォーム、およびクライアントで広く採用することは事実上不可能です。

たとえば、ネットワーク認証方法としてスマートカードを運用するとします。Kerberos を使用
しないと、新しい方法に対応するために、クライアント／サーバのすべてのプロトコルを変更す

る必要があります。そのプロトコルのリストには、SMTP、POP、IMAP、AFP、SMB、HTTP、
FTP、IPP、SSH、QuickTimeStreaming、DNS、LDAP、ローカル・ディレクトリドメイン、RPC、
NFS、AFS、WebDAV、LPRなどが含まれ、ほかにもまだまだあります。

ネットワーク認証を行うすべてのソフトウェアのことを考えると、新しい認証方法を一連のネッ

トワークプロトコルすべてに運用することはやっかいな作業です。この作業は1 つの製造元のソ
フトウェアでは実行可能かもしれませんが、新しい方法を使用するために、すべての製造元のク

ライアントソフトウェアを変更しようとは思わないでしょう。さらに、その認証をMacOSX、
Windows、およびUNIXなどの複数のプラットフォームで使用したい場合もあります。

Kerberosの設計により、Kerberosに対応するクライアント／サーバのバイナリやプロトコルは、
ユーザの身元証明方法に関する情報を持っていません。つまり、Kerberos クライアントと
Kerberos サーバを変更するだけで、スマートカードなどの新しい身元証明書を受け入れること
ができます。このように、Kerberos ネットワーク上のあらゆる場所で、クライアントとサーバ
に新しいバージョンのソフトウェアを配置しなくても、新しい身元証明方法を採用できるように

なっています。

マルチプラットフォーム認証
Kerberosは、MacOSX、Windows、Linux、各種のUNIXなど、すべての主要プラットフォー
ムで使用できます。

集中管理された認証
Kerberosでは、ネットワークの中央認証機関を提供します。Kerberos対応のサービスとクライ
アントはすべて、この中央機関を使用します。管理者は、認証方式と操作を集中的に監査および

制御できます。
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Kerberosに対応しているサービス
Kerberosは、MacOSXServer の次のサービス用にユーザを認証できます：
Â ログインウインドウ

Â メールサービス

Â


AFPファイルサービス

Â


FTPファイルサービス

Â


SMBファイルサービス（ActiveDirectory のKerberos保護領域のメンバーとして）

Â


VPN サービス

Â


ApacheWebサービス

Â


LDAP ディレクトリサービス

Â


iChat サービス

Â プリントサービス

Â


NFS ファイルサービス

Â


Xgrid

これらのサービスは、実行していてもいなくても、Kerberos に対応していました。Kerberos を
使ってユーザを認証できるのは、Kerberosに対応しているサービスだけです。MacOSXServer
には、MIT ベースのKerberos と互換性のあるほかのサービスをKerberos に対応させるための
コマンドラインツールが含まれています。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のOpenDirectoryの章を参照してください。

アップグレードしたサービスをKerberos用に構成する
MacOSXServerバージョン10.5にアップグレードした後に、シングルサインオンKerberos 認
証を使用するためにいくつかのサービスの構成が必要になる場合があります。Kerberos を使用
するように構成されていなかったサービス、または以前のバージョンのMacOSXServer に付
属していなかったサービスがこれに該当します。

このような状況が発生している場合は、「サーバ管理」でサーバに接続するときにそのメッセー

ジが表示されます。このメッセージは、「サービス」リストでサーバ（サービスではなく）を選

択するときに、「概要」パネルに表示されます。

Kerberosを使用するために新しいサービスおよびアップグレードしたサービスを構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、アップグレードしたサーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

5 「サービスをKerberos対応にする」をクリックしてから、LDAPディレクトリ管理者アカウントの
名前とパスワードを入力します。

すでにKerberosを使用するように構成されているサービスでは、この作業は発生しません。
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Kerberosのプリンシパルと保護領域
Kerberosに対応したサービスは、特定のKerberos 保護領域で認識されるプリンシパルを認証す
るように構成されています。保護領域は、Kerberos 固有のデータベースまたは認証ドメインと
みなすことができます。ここには、ユーザとサービス（「プリンシパル」と呼ばれます）を検証

するためのデータが保管されています。サーバの検証データが保管されることもあります。

たとえば、保護領域にはプリンシパルの秘密鍵が含まれています。これは、パスワードに適用さ

れる一方向関数の結果です。

通常、サービスのプリンシパルは、パスワードではなくランダムに生成される秘密に基づいてい

ます。

保護領域とプリンシパル名の例を挙げます。保護領域名は、 DNS ドメイン名と区別するために、
名前付け規則により大文字で記述します：

Â 保護領域：  MYREALM.EXAMPLE.COM

Â ユーザプリンシパル：  jsanchez@MYREALM.EXAMPLE.COM

Â サービスプリンシパル：  afpserver/somehost.example.com@MYREALM.EXAMPLE.COM

Kerberos認証プロセス
Kerberos 認証には、いくつかのフェーズがあります。最初のフェーズで、クライアントは、
Kerberos に対応したサービスへのアクセスを要求するために使用する資格を取得します。次の
フェーズで、クライアントは、特定のサービスに対する認証を要求します。最後のフェーズで、

クライアントは、それらの資格をサービスに示します。

次の図で、この状況の概略を示します。サービスとクライアントは、同じエンティティ（ログイ

ンウインドウなど）である場合と、2つの別のエンティティ（メールクライアントとメールサー
バなど）である場合があります。

1 クライアントはKerberosKDCが認証します。 KerberosKDCは、認証データにアクセスするため
に保護領域と対話します。パスワードとそれに関連するパスワード方式情報がチェックされるの

は、この手順のみです。

2



KDCは、クライアントに身分証明書を発行します。この身分証明書は、クライアントがKerberos
対応サービスを使用したいときに必要な資格情報で、有効期間（構成できます）があります。た

だし、有効期限が切れる前に取り消すこともできます。身分証明書は、期限切れになるまで、ク

ライアントのキャッシュに保存されます。

KDC
（Key Distribution 

Center） Kerberosに
対応したサービス

1

2 3

4

5

6

クライアント
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3 クライアントは、Kerberosに対応したサービスを使いたいときに、身分証明書によってKDCと連
絡します。

4



KDCは該当のサービスに対してチケットを発行します。

5 クライアントは、サービスにチケットを示します。

6 サービスは、チケットが有効であることを検証して、クライアントを認証します。

サービスは、クライアントを認証すると、クライアントがサービスを使用する権限が認証されて

いるかどうかを判別します。

Kerberos は、クライアントを認証するだけで、クライアントがサービスを使用する権限は認証
しません。たとえば、多くのサービスでは、MacOSXServer のSACL（サービスアクセス制御
リスト）を使用して、クライアントがサービスを使用する権限が認証されているかどうかを判別

します。

パスワードやパスワード方式の情報が Kerberos からサービスに送信されることはありません。
身分証明書が渡された後に、パスワード情報が渡されることはありません。

Kerberosでは時間が非常に重要です。クライアントとKDC が数分以上同期しない場合、クライ
アントはKDC を使って認証を得ることができなくなります。日付、時刻、および時間帯の情報
は、KDC サーバおよびクライアント上で正確である必要があります。すべてのサーバとクライア
ントは、同じネットワーク・タイム・サービスを使用してそれぞれの時計を同期させる必要があ

ります。

Kerberosについて詳しくは、MITのKerberosのWebサイト
（web.mit.edu/kerberos/www/index.html）を参照してください。

OpenDirectoryパスワードサーバとシャドウパスワードの認証方法
さまざまなサービスとの互換性を持たせるため、MacOSXServerでは、いくつかの認証方法を
使用して、OpenDirectoryのパスワードとシャドウパスワードを検証します。 

OpenDirectoryのパスワードの場合、MacOSXServerでは、標準のSASL
（SimpleAuthenticationandSecurityLayer）方式を使用してクライアントとサービス間で認証
方法をネゴシエートします。

シャドウパスワードの場合、SASL を使用するかどうかは、ネットワークプロトコルによって決
まります。次の認証方法に対応しています：

方法
ネットワークのセキュリ
ティ 記憶域のセキュリティ 使用するもの

APOP 暗号化、クリアテキスト
のフォールバックを使用

クリアテキスト POPメールサービス

CRAM-MD5 暗号化、クリアテキスト
のフォールバックを使用

暗号化 IMAPメールサービス、
LDAPサービス

DHX 暗号化 暗号化 AFPファイルサービス、
OpenDirectoryの管理
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認証を必要とする各サービスが使用する方法と使用しない方法があるため、OpenDirectory は
多数の認証方法に対応しています。たとえば、ファイルサービスはある認証方法のセットを使用

し、Web サービスは別の認証方法のセットを使用し、さらにメールサービスはまた別のセット
を使用します。

ほかの認証方法よりも安全な認証方法もあります。より安全な方法は、より強固なアルゴリズム

を使用してクライアントとサーバ間で送信する情報をエンコードします。また、より安全な認証

方法は、サーバから容易に回復できないハッシュを保存します。安全性の低い方法は、回復可能

なクリアテキストのパスワードを保存します。

管理者やルート・ユーザ・アカウントを含み、暗号化パスワードをデータベースから読み出して

回復できるユーザはいません。管理者は「ワークグループマネージャ」を使ってユーザのパス

ワードを設定できますが、ユーザのパスワードを読み出すことはできません。

MacOSXServerv10.4以降をMacOSXServerv10.3以前のディレクトリドメインに接続する
場合は、古いディレクトリドメインに定義されているユーザはNTLMv2 方法では認証できませ
ん。この方法では、 MacOSXServerv10.4以降のWindows サービスのために、一部のWindows
ユーザを安全に認証する必要があります。

MacOSXServerv10.4以降のOpenDirectory パスワードサーバはNTLMv2による認証をサポ
ートしますが、MacOSXServerv10.3以前のパスワードサーバはNTLMv2をサポートしません。

MacOSXServerv10.3 以降をMacOSXServerv10.2以前のディレクトリドメインに接続する
場合は、古いディレクトリドメインに定義されているユーザはMS-CHAPv2方法で認証できませ
ん。この方法では、 MacOSXServerv10.3以降のVPNサービスのために、ユーザを安全に認証
する必要があります。

MacOSXServerv10.3 以降のOpenDirectory パスワードサーバはMS-CHAPv2による認証を
サポートしますが、MacOSXServerv10.2のパスワードサーバは MS-CHAPv2 をサポートしま
せん。

Digest-MD5 暗号化 暗号化 ログインウインドウ、
メールサービス

MS-CHAPv2 暗号化 暗号化 VPNサービス

NTLMv1とNTLMv2 暗号化 暗号化 SMB サービス
（WindowsNT/98以降）

LANManager 暗号化 暗号化 SMB サービス
（Windows95）

WebDAV-Digest 暗号化 クリアテキスト WebDAVファイルサービ
ス（iDisk）

方法
ネットワークのセキュリ
ティ 記憶域のセキュリティ 使用するもの
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OpenDirectoryの認証方法を無効にする
サーバでのOpenDirectoryパスワードの保存のセキュリティを高めるために、一部の認証方法
を無効にすることができます。

たとえば、Windows サービスを使用するクライアントがない場合は、NTLMv1、NTLMv2、お
よびLANManager の認証方法を無効にして、これらの方法を使用してパスワードをサーバに保
存できないようにできます。そうすれば、認証されていないユーザがサーバのパスワードデータ

ベースにアクセスしても、これらの認証方法の脆弱性を悪用してパスワードを破ることはできま

せん。

重要：認証方法を無効にすると、次回ユーザが認証を行うときに、そのハッシュがパスワード
データベースから削除されます。無効にされていた認証方法を有効にする場合は、Open
Directory のパスワードをすべてリセットして、新しく有効にされた認証方法のハッシュをパス
ワードデータベースに追加する必要があります。ユーザは自分のパスワードをリセットでき、

ディレクトリ管理者がそのリセットを行うこともできます。

認証方法を無効にすると、認証されていないユーザがOpenDirectory のサーバ（マスターまた
は複製）、または OpenDirectory のマスターのバックアップが保存されたメディアに物理的に
アクセスできる場合に、OpenDirectory パスワードサーバのデータベースのセキュリティが強
化されます。

パスワードデータベースにアクセスできるユーザは、どの認証方法によってパスワードデータ

ベースに保存されたハッシュまたは回復可能なテキストでも攻撃して、ユーザのパスワード破り

を試みることができます。無効にした認証方法では、パスワードデータベースに何も保存されな

いため、OpenDirectory のサーバまたはそのバックアップに物理的にアクセスできる攻撃者が
利用できる攻撃方法が1つ減ります。

パスワードデータベースに保存された一部のハッシュは、ほかのハッシュよりも簡単に破ること

ができます。回復可能な認証方法は、（そのままで判読可能な）クリアテキストを保存します。ク

リアテキストまたは弱いハッシュを保存する認証方法を無効にすると、強いハッシュを保存する

認証方法を無効にする場合よりもさらに、パスワードデータベースのセキュリティが強化され

ます。

OpenDirectory のマスター、複製、およびバックアップが安全であると確信している場合は、
すべての認証方法を選択します。OpenDirectory のサーバまたはそのバックアップメディアの
いずれかの物理的セキュリティに懸念がある場合は、一部の認証方法を無効にします。

参考：認証方法を無効にしても、ネットワークを介して伝送される間のパスワードのセキュリ
ティが向上するわけではありません。効果があるのはパスワードデータベースのセキュリティだ

けです。実際には、一部の認証方法を無効にすると、クライアントではクリアテキストのパス

ワードをネットワーク経由で送信するようにソフトウェアを構成しなければならなくなる場合

があり、それによって逆にパスワードのセキュリティが低下する可能性があります。
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シャドウパスワードの認証方法を無効にする
一部の認証方法を無効にすることによって、シャドウパスワードのファイルに保存したパスワー

ドのセキュリティを高めることができます。たとえば、ユーザがメールサービスまたはWebサー
ビスを使用しない場合は、そのユーザのWebDAV-DigestおよびAPOPの認証方法を無効にする
ことができます。こうすると、だれかがサーバ上のシャドウパスワードのファイルにアクセスし

ても、ユーザのパスワードを回復することはできません。

重要：シャドウパスワードの認証方法を無効にすると、次回ユーザが認証を行うときにそのハッ
シュがユーザのシャドウパスワードのファイルから削除されます。無効になっていた認証方法を

有効にすると、ログインウインドウやAFPなどのクリアテキストのパスワードを使用できるサー
ビスを利用するためにユーザが次回認証を行うときに、新しく有効にした方法のハッシュがユー

ザのシャドウパスワードのファイルに追加されます。または、ユーザのパスワードをリセットし

て、新しく有効にした方法のハッシュを追加することもできます。ユーザはパスワードをリセッ

トでき、ディレクトリ管理者がそのリセットを行うこともできます。

認証方法を無効にすると、悪意のあるユーザがサーバのシャドウパスワードのファイル、または

シャドウパスワードのファイルのバックアップが保存されたメディアに物理的にアクセスでき

る場合に、シャドウパスワードのセキュリティが強化されます。パスワードのファイルにアクセ

スできるユーザは、どの認証方法によって保存されたハッシュまたは回復可能なテキストでも攻

撃して、ユーザのパスワード破りを試みることができます。

無効にした認証方法では何も保存されないため、サーバのシャドウパスワードのファイルまたは

そのバックアップに物理的にアクセスできる攻撃者が利用できる攻撃方法が1つ減ります。

一部の認証方法によって保存されたハッシュは、ほかのハッシュよりも簡単に破ることができま

す。回復可能な認証方法を使用すると、元のクリアテキストのパスワードは、ファイルに保存さ

れている内容から再構築できます。回復可能なハッシュまたは弱いハッシュを保存する認証方法

を無効にすると、強いハッシュを保存する認証方法を無効にする場合よりもさらに、シャドウパ

スワードのファイルのセキュリティが強化されます。

サーバのシャドウパスワードのファイルとバックアップが安全であると確信している場合は、す

べての認証方法を選択します。サーバまたはそのバックアップメディアのいずれかの物理的セ

キュリティに懸念がある場合は、使用しない認証方法を無効にします。

参考：認証方法を無効にしても、ネットワークを介して伝送される間のパスワードのセキュリ
ティが向上するわけではありません。効果があるのはパスワードの記憶域のセキュリティだけで
す。一部の認証方法を無効にすると、クライアントではクリアテキストのパスワードをネット

ワーク経由で送信するようにソフトウェアを構成しなければならなくなる場合があり、それに

よって逆にパスワードのセキュリティが低下する可能性があります。
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OpenDirectoryパスワードサーバのデータベースの内容
OpenDirectory パスワードサーバは、認証データベースをディレクトリドメインとは別に管理
します。OpenDirectoryでは、認証データベースへのアクセスを厳しく制限します。

OpenDirectoryパスワードサーバは、OpenDirectoryのパスワードタイプを持っているユーザ
アカウントごとに、次の情報をその認証データベースに保存します：

Â ユーザのパスワードID。パスワードが作成されたときに割り当てられた128ビット値。これは
ディレクトリドメイン内のユーザのレコードにも保存され、OpenDirectory パスワードサー
バのデータベースでユーザのレコードを検索するためのキーとして使われます。

Â 回復可能な（クリアテキスト）形式またはハッシュされた（暗号化された）形式で保存された

パスワード。形式は認証方法によって異なります。APOP およびWebDAV 認証方法の場合、
復元可能なパスワードが保存されます。ほかのすべての方法の場合、レコードにはハッシュさ

れた（暗号化された）パスワードが保存されます。クリアテキストパスワードを必要とする認

証方法が使用できない場合、OpenDirectory の認証データベースはパスワードのハッシュの
みを保存します。

Â「サーバ管理」で表示可能なログメッセージで使用するユーザ名（ショートネーム）。

Â パスワード方式のデータ。

Â タイムスタンプおよび使用状況に関するその他の情報。最後のログイン時刻、最後に失敗した

検証の時刻、失敗した検証の回数、複製の情報など。

LDAPバインド認証
アップル以外のサーバ上のLDAPディレクトリにあるユーザアカウントの場合、OpenDirectory
はLDAPバインド認証を使用しようとします。OpenDirectory はLDAP ディレクトリサーバに、
認証するユーザが提供する名前とパスワードを送信します。LDAP サーバが一致するユーザレ
コードとパスワードを見つけると、認証が成功します。

LDAP ディレクトリサービスとクライアントコンピュータからそのサービスへの接続が、ネット
ワークを介してクリアテキストのパスワードを送信するように構成されている場合、LDAPバイ
ンド認証は安全でないことがあります。

OpenDirectory は、LDAP ディレクトリで安全な認証方法を使用しようとします。ディレクト
リが安全なLDAP バインドをサポートしておらず、クライアントのLDAPv3 接続でクリアテキ
ストのパスワードを送信できる場合、OpenDirectoryは単純なLDAPバインドに戻ります。

クリアテキストが認証されることを防ぐために、LDAPサーバがクリアテキストパスワードを受
け入れないことを確認してください。

この場合、SSL（SecureSocketsLayer）プロトコルを介してLDAP ディレクトリにアクセスす
るよう設定することで、単純なLDAPバインド認証を安全なものにすることができます。 SSL は、
LDAP ディレクトリとのすべての通信を暗号化することによって、アクセスを安全なものにしま
す。詳しくは、145ページの「LDAP接続のセキュリティポリシーを変更する」および144ペー
ジの「LDAP ディレクトリの接続設定を変更する」を参照してください。
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OpenDirectoryの計画と管理ツール

この章では、OpenDirectoryサービスの計画のガイドラインを示し、
それらを管理するためのツールについて説明します。建物の配管工事
や配線工事と同様に、ネットワークのディレクトリサービスは、場当
たり的にではなく、事前に計画を立てる必要があります。

共有ディレクトリドメイン内に情報を保存すると、ネットワークの管理効率が向上し、情報にア

クセスできるユーザを増やすことができ、さらに情報をより簡単に管理できるようになります。

管理効率と利便性が向上する度合は、共有ドメインの計画段階での努力に比例します。

ディレクトリドメインを計画する際の目標は、MacOSX ユーザが必要なネットワークリソース
に簡単にアクセスすることができ、さらに最小限の時間でユーザレコードとその他の管理データ
を管理できるような最も単純な共有ドメインの配置を設計することです。
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一般的な計画のガイドライン
ユーザ情報やリソース情報を複数のMacOSXコンピュータで共有しない場合、ディレクトリド
メインの計画はほとんど必要ありません。ローカル・ディレクトリドメインからすべての情報に

アクセスできるためです。

ただし、特定のMacOSXコンピュータを使用するすべての人は、そのコンピュータのユーザア
カウントを持っている必要があります。これらのユーザアカウントは、そのコンピュータのロー

カル・ディレクトリドメインにあります。

また、MacOSXServer のファイルサービス、メールサービス、または認証が必要なその他の
サービスを使用する必要のあるユーザはすべて、そのサーバのローカル・ディレクトリドメイン

にユーザアカウントが必要です。次の図に示すように、この方法では各ユーザは2つのアカウン
トを持ちます。1つはコンピュータへのログイン用で、もう1 つはMacOSXServerのサービス
へのアクセス用です。このユーザは、MacOSXコンピュータのローカル・ディレクトリドメイ
ンにログインしてから、別のアカウントを使ってファイルサービスのサーバのローカル・ディレ

クトリドメインにログインします。

複数のMacOSXコンピュータおよびサーバで情報を共有するには、少なくとも1つの共有ディ
レクトリドメインを設定する必要があります。この方法では、各ユーザは、共有ディレクトリド

メインにアカウントを1つ持つだけで済みます。

ユーザは、この1つのアカウントを使って、共有ディレクトリドメインにアクセスするように構
成されているどのコンピュータのMacOSX にでもログインできます。このユーザは、この同じ
アカウントを使用して、共有ディレクトリドメインにアクセスするように構成されているどの
MacOSXServerのサービスにでもアクセスすることができます。

ローカル・ディレクトリ

ドメイン

ローカル・ディレクトリ

ドメイン

Mac OS X
にログイン

Mac OS X Serverの
ファイルサービスに接続
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次の図は、共有ディレクトリドメインを使った構成を示しています。この図のユーザは、共有

ディレクトリドメインのアカウントを使ってMacOSXコンピュータにログインしています。共
有ディレクトリドメインのアカウントは、ファイルサービスにアクセスするときにも使用されま

す。ファイルサービスにアクセスしようとすると、ファイルサービスのサーバはユーザアカウン

トを検証するために共有ディレクトリドメインにアクセスします。ユーザのコンピュータとファ

イルサービスのコンピュータが両方とも共有ディレクトリドメインに接続されているので、共有

ディレクトリドメインにあるユーザアカウントを使ってコンピュータとサービスの両方にアク

セスすることができ、それぞれのコンピュータにローカルアカウントを持つ必要はありません。

多くの組織では、1つの共有ディレクトリドメインで十分です。それだけで、幾十万ものユーザ
や幾千ものコンピュータが、プリンタキュー、ホームディレクトリの共有ポイント、アプリケー

ションの共有ポイント、書類の共有ポイントなどの同じリソースを共有することができます。

共有ディレクトリドメインを複製して、複数のサーバでディレクトリシステムのネットワーク負

荷を処理するように構成することで、ディレクトリシステムの容量やパフォーマンスを向上させ

ることができます。

共有

ディレクトリ

ドメイン

ローカル・

ディレクトリ

ドメイン

ローカル・

ディレクトリ

ドメイン

Mac OS X
にログイン

Mac OS X Serverの
ファイルサービスに接続
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より大規模で複雑な組織では、共有ディレクトリドメインを追加することで、作業効率を上げる

ことができます。次の図は、そのような複雑な組織がどのようにしてディレクトリドメインを構

成するかを示しています。

大規模な組織のネットワークで、ディレクトリドメインのパフォーマンスを向上させて容量を増

やしたい場合は、ネットワークに複数のディレクトリドメインを追加することができます。複数

のディレクトリドメインを使用することで、企業のディレクトリドメインの負荷を分散すること

もできます。

複数のディレクトリドメインは、いくつかの方法で構成できます。ネットワークトポロジーを分

析することによって、ネットワークに最適な方法を判断できます。複数のディレクトリドメイン

の構成オプションを紹介します：

Â 既存のドメインを使用する Open Directory。ActiveDirectoryドメインやOpenDirectoryド
メインなどの既存のディレクトリドメインを使って、MacOSXOpenDirectoryサーバをネッ
トワーク上に構成できます。

たとえば、組織の既存のActiveDirectoryサーバがWindowsおよびMacOSXのクライアン
トコンピュータに対応している場合は、MacOSXOpenDirectory サーバを追加することで
Mac ユーザの操作環境が向上します。同じネットワーク上に 2 つのサーバが存在することで、
WindowsクライアントとMacOSXクライアントの両方にディレクトリドメインの冗長性が
提供されます。Kerberos 保護領域が存在する場合は、相互ドメイン認証に対応できるように
MacOSXServerを構成することもできます。

MacOSXサーバをワークグループ構成で設定する場合は、既存のディレクトリドメインにそ
のサーバを簡単に追加できます。MacOSXのワークグループ構成を使用することで、既存の
ディレクトリドメインのユーザをワークグループサーバに簡単に読み込むことができます。こ

のようにして読み込まれたユーザは、増加されたユーザと呼ばれます。

MacOSXサーバの増加されたユーザ、ワークグループ構成または標準構成について詳しくは、
「お使いになる前に」および「ユーザの管理」を参照してください。

Mac OS Xユーザ Windowsユーザ

Mac OS X Server

Windowsサーバ

Active
Directory
ドメイン

ローカル・

ディレクトリ

ドメイン

共有

ディレクトリ

ドメイン

ローカル・

ディレクトリ

ドメイン
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Â Open Directory のマスターサーバと複製。MacOSXOpenDirectoryのマスターサーバと複
製を作成することもできます。負荷分散と冗長性のために、複製サーバにはOpenDirectory
のマスターのディレクトリドメインのコピーが置かれます。

Â たとえば、OpenDirectory のマスターが本社にあり、そのサーバの複製がそれぞれ離れた場
所にあるとします。これにより、離れた場所にいるユーザでも、ログインに時間がかからなく

なります。

Â カスケードレプリケーション。カスケードレプリケーションを使用して、 OpenDirectory の
マスターの複製に複製を接続することもできます。ある複製がOpenDirectoryのマスターに
直接接続されていて、その複製にさらに複製が接続されている場合は、リレーと呼ばれます。

たとえば、32 個の複製があり、さらに別の複製を追加する必要がある場合には、ネットワー
クトポロジーを再構成し、ある複製にいくつかの複製を追加することで（リレー）、複製をリ

レーにすることができます。

カスケードレプリケーションでは、OpenDirectory のマスターが直接管理する複製の数を最
小限に抑えることによって、OpenDirectoryのマスターの負荷が分散されます。

ディレクトリおよび認証要件を検討する
複数のディレクトリドメインにディレクトリデータを分配する方法を考慮するほかに、各ディレ

クトリドメインの許容量についても考慮する必要があります。ディレクトリドメインのサイズ

は、ネットワーク要件によって異なります。

1 つの要因は、ディレクトリ情報を保管するデータベースのパフォーマンスです。MacOSX
Server の LDAP ディレクトリドメインは、BerkeleyDB データベースを使用します。これは、
200,000レコードでも効率を保ちます。このサイズのディレクトリドメインを管理するサーバに
は、すべてのレコードを保管するための十分なハードディスク領域が必要になります。

ディレクトリサービスの接続はサーバが提供するすべてのサービスの接続状況に応じて起こる

ため、ディレクトリサービスが処理できる接続の数を測定することは困難です。 
MacOSXServer では、OpenDirectory 専用のサーバは、同時クライアントコンピュータの接
続数が1000 に制限されています。

OpenDirectoryサーバは、これより多くのクライアントコンピュータにLDAP および認証サー
ビスを提供することができます。これは、すべてのコンピュータがこれらのサービスを同時に必

要とするわけではないためです。各コンピュータは LDAP ディレクトリに最大 2 分間接続し、
OpenDirectoryパスワードサーバへの接続はさらに短時間です。

その割合、つまり、同時に接続を行うコンピュータのパーセンテージを判断することは、難しい

場合があります。

たとえば、複数のコンピュータがあり、それぞれに1日中グラフィックスファイルで作業する1人
のユーザがいる場合、OpenDirectoryサービスが必要になることは比較的まれです。
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反対に、コンピュータ室にあるコンピュータには、1日を通して多数のユーザがログインし、そ
れぞれが異なるセットの管理されたクライアント環境設定を持つため、これらのコンピュータに

は相対的に、OpenDirectoryに高い負荷がかかります。

通常、OpenDirectory の使用は、ログインおよびログアウトと相関させることができます。こ
れらのアクティビティは、一般に、あらゆるシステムのディレクトリおよび認証サービスを制御

します。

ユーザがログインとログアウトを頻繁に行うほど、OpenDirectoryサーバ（またはディレクトリ
および認証サーバ）がサポートできるコンピュータの数が少なくなります。ユーザが頻繁にログ

インする場合は、より多くのOpenDirectoryサーバが必要です。作業セッションの時間が長く、
ログインが頻繁に発生しない場合は、より少ないOpenDirectory サーバで済む場合があります。

共有ドメインを管理するサーバを決定する
複数の共有ドメインが必要な場合は、共有ドメインを置くサーバを決定してください。MacOSX
Server 共有ドメインは多くのユーザに影響するため、次のような特徴を持つMacOSXServer
上に置く必要があります：

Â 物理アクセスが制限されている

Â ネットワークアクセスが制限されている

Â 無停電電源など可用性を高めるテクノロジー

交換される頻度が少なく、またディレクトリドメインの拡大に対応できる適切な容量を備えたコ

ンピュータを選択します。共有ドメインは設定後に移動できますが、ユーザが引き続きログイン

できるようにするために、共有ドメインに接続するコンピュータの検索方式の再構成が必要にな

る場合があります。

OpenDirectoryサービスを複製する
MacOSXServer は、LDAP ディレクトリサービス、OpenDirectory パスワードサーバ、およ
びKerberosKDC の複製をサポートしています。

ディレクトリおよび認証サービスを複製することによって、次のことが可能になります：

Â 地理的に分散したネットワークのユーザの集団に対するディレクトリおよび認証サービスの

パフォーマンスを向上させて、ディレクトリ情報をそれらのユーザのより近くに移動します。

Â 冗長性をもたらして、ディレクトリシステムにエラーが発生したり、アクセスできなくなった

場合に、サービスの混乱によるユーザへの影響をわずかなものにすることができます。

1 つのサーバには、共有LDAP ディレクトリドメイン、OpenDirectory パスワードサーバ、お
よびKerberosKDCのプライマリコピーを置きます。このサーバは、OpenDirectoryのマスター
と呼ばれます。OpenDirectory の複製はそれぞれ、マスターの LDAP ディレクトリ、Open
Directory パスワードサーバ、およびKerberosKDCのコピーが置かれる、独立したサーバです。

MacOSXOpenDirectoryサーバには、最大32 の複製を接続できます。各複製に32 個の複製
を接続できるので、2層構造の階層として1056個の複製を接続できます。
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複製上のLDAPディレクトリへのアクセスは読み出し専用です。LDAPディレクトリ内のユーザ
レコードおよびその他のアカウント情報に対する変更は、OpenDirectory のマスター上でのみ
行うことができます。

LDAP ディレクトリへの変更があったときは、OpenDirectory のマスターによってその複製が
更新されます。マスターは変更があるたびに複製を更新できますが、更新が一定の間隔で行われ

るようにスケジュールを設定することもできます。複製が低速のネットワークリンクによってマ

スターに接続されている場合は、固定スケジュールのオプションが最適です。

パスワードおよびパスワード方式は、どの複製でも変更できます。ユーザのパスワードまたはパ

スワード方式が複数の複製で変更された場合は、最も新しい変更が優先されます。

複製の更新は、マスターおよび複製の同期された時計に基づいて行われます。複製とマスターの

時間が異なっていると、更新が不安定になることがあります。日付、時刻、および時間帯の情報

は、マスターおよび複製上で正確である必要があります。これらは、同じネットワーク・タイ

ム・サービスを使用してそれぞれの時計を同期させる必要があります。

低速のネットワークリンクのどちらの側に配置する複製も1つだけにしないでください。ある1
つの複製が低速のネットワークリンクによってほかのすべての複製と分離されている場合に、そ

の1つの複製に障害が発生すると、その複製のクライアントは、低速のネットワークリンクのも
う一方の側の複製にフェイルオーバーします。その結果、ディレクトリサービスの速度が著しく

低下する可能性があります。

ネットワークにMacOSXServer バージョン10.4 と10.5 が混在している場合は、一方のバー
ジョンをもう一方のバージョンのマスターの複製にすることはできません。v10.5 のOpen
Directory のマスターはv10.4 に複製されず、v10.4のOpenDirectoryのマスターはv10.5に複
製されません：

レプリカセット
レプリカセットでは、OpenDirectoryが管理する各サービス（LDAP、パスワードサーバ、およ
び Kerberos）が、自動的に同じ複製サーバを検索して使用するように構成されています。これ
によって、クライアントコンピュータがOpenDirectory サービスを使用するときに同じ複製
サーバを選択することになるので、ログインに時間がかからなくなります。

複製のバージョン
MacOSXServerv10.5の
マスター

MacOSXServerバージョン10.4
のマスター

MacOSXServerv10.5の複製 はい いいえ

MacOSXServer
バージョン10.4の複製

いいえ はい
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カスケードレプリケーション
MacOSXv10.4では、OpenDirectoryのマスターサーバを複製するためにハブスポークモデル
が使用されていました。これには、それぞれの複製サーバのトランザクションレコードを管理す

るために、個別のOpenDirectoryのマスターが必要でした。

次の図は、MacOSXv10.4 で複製に使用されるハブスポークモデルを示しています。

さらに、OpenDirectory のマスターが管理できる複製サーバの数に制限が定義されていません
でした。

OpenDirectory のマスターが1000 個の複製を管理していた場合、さらに複製を追加するとパ
フォーマンスの問題が発生する可能性がありました。これは、1 人の管理者が1000 人の従業員
を管理するのと同じように、管理できる状況ではありません。

MacOSXServerv10.5 では、拡張性を強化し、従来の複製ハブスポークモデルで発生していた
パフォーマンスの問題を解決するために、カスケードレプリケーションが使用されます。カス

ケードレプリケーションを使用することで、1 つのOpenDirectory のマスターサーバで対応で
きる複製サーバの数を制限することができます。

1つのOpenDirectoryのマスターサーバには最大で 32個の複製を接続でき、それらの各複製か
ら最大で32個の複製を接続できます。つまり、1つのOpenDirectory のマスターサーバに1056
個の複製を接続することができます。

これにより、2層構造の複製サーバ階層が作成されます。1番目の複製階層は、OpenDirectory
のマスターに直接接続されていて、複製が接続されている場合はリレーと呼ばれます。これは、

データが2番目の複製階層にリレーされるためです。

また、カスケードレプリケーションでは、 1つのOpenDirectory のマスターサーバで各複製サー
バのトランザクションレコードを管理する必要がありません。マスターサーバは最大で32 個の
複製トランザクションレコードを管理するだけでいいので、パフォーマンスが向上します。

複製

複製

複製

複製

複製 複製

Open Directory
のマスター
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次の図は、2 層階層のカスケード・レプリケーション・モデルを示しています。

複数のOpenDirectoryの複製のアップグレードを計画する
OpenDirectoryのマスターで32個を超える複製を管理する場合は、カスケードレプリケーショ
ンに移行する必要があります。カスケード・レプリケーション・モデルにすると、OpenDirectory
サーバのパフォーマンスが向上します。

移行を計画するときは、どのような方法で複製を階層構造に再構成するかを決定しやすいよう

に、複製サーバの場所とネットワークトポロジを考慮してください。

たとえば、西海岸のOpenDirectoryのマスターを東海岸の複製に複製しないようにします。

参考：OpenDirectoryのマスターに接続されている複製が32個未満の場合は、移行する必要は
ありません。

小規模、中規模、および大規模な環境における負荷分散
他社製のサービス負荷分散ソフトウェアをOpenDirectoryサーバで使用しないでください。

負荷分散ソフトウェアが原因で、OpenDirectory コンピュータに予期しない問題が起こる場合
があります。また、MacOSXおよびMacOSXServerのOpenDirectoryの自動負荷分散およ
びフェイルオーバーの動作と干渉することがあります。

MacOSXコンピュータは、利用可能な最も近いOpenDirectoryサーバ（マスターまたは複製）
を探します。コンピュータに最も近いOpenDirectoryのマスターまたは複製が、コンピュータ
のOpenDirectory接続要求に最もすばやく応答します。

複製 複製複製 複製複製 複製複製 複製

Open Directory
のマスター

リレー

（複製）

リレー

（複製）

リレー

（複製）

リレー

（複製）
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複数の建物があるキャンパスにおける複製
複数の建物にまたがるネットワークリンクは、建物間のネットワークがそれぞれの建物の中での

ネットワークリンクよりも遅くなることがあります。また、建物間のネットワークリンクは、オー

バーロードになることもあります。

このような状態は、別の建物にあるサーバからOpenDirectory サービスを取得するコンピュー
タのパフォーマンスに悪影響を与えます。このような場合、それぞれの建物にOpenDirectory
の複製を設定することをお勧めします。

また必要に応じて、高層ビルの各フロアにOpenDirectory の複製を設定することもできます。
各複製は、その近くにあるクライアントコンピュータに、効果的なディレクトリおよび認証サー

ビスを提供します。コンピュータは、OpenDirectory サーバとの接続を、建物間の低速で混雑
したネットワークリンクを経由して行う必要はありません。

より多くの複製があると、不都合が生じます。複製は、ネットワークを経由してほかの複製やマ

スターと通信します。複製を追加すると、このネットワーク通信のオーバーヘッドが増加します。

複製を追加しすぎると、建物間のネットワークトラフィックが、OpenDirectory のクライアン
ト通信という形で減少しても、複製の更新という形で増加する場合があります。

配置する複製の数を決定するときは、コンピュータがOpenDirectoryサービスをどの程度使用
するかを考慮してください。コンピュータが比較的OpenDirectoryサービスのライトユーザで
あり、建物がかなり高速なネットワークリンク（100Mbit/sEthernet など）に接続されている
場合は、おそらく各建物に複製を配置する必要はありません。

OpenDirectoryの複製とマスター間の通信のオーバーヘッドは、OpenDirectoryのマスターが
複製を更新する頻度をスケジュールすることによって削減できます。マスターで変更があるたび

に複製を更新する必要はありません。複製の更新頻度を少なくしてスケジュールすると、ネット

ワークのパフォーマンスが向上します。

OpenDirectoryのマスター、複製、またはリレーでNATを使用する
MacOSXServerのNAT（ネットワークアドレス変換）ルーターなどのNATルーター（または
ゲートウェイ）のプライベートネットワーク側に OpenDirectory サーバがある場合は、NAT
ルーターのプライベートネットワーク側にあるコンピュータだけが、OpenDirectory サーバの
LDAP ディレクトリドメインに接続できます。

NATルーターのパブリックネットワーク側にあるコンピュータは、プライベートネットワーク側
にあるOpenDirectoryのマスターまたは複製のLDAPディレクトリドメインに接続できません。

OpenDirectoryサーバがNATルーターのパブリックネットワーク側にある場合、 NAT ルーター
のプライベートネットワークおよびパブリックネットワークの側にあるコンピュータは、Open
Directory サーバのLDAP ディレクトリに接続できます。
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ネットワークがモバイルクライアント（MacBook など）に対応していて、それらのクライアン
トがNATゲートウェイのプライベートLANとインターネットとの間を移動する場合には、モバ
イルユーザがVPNを使ってプライベートネットワークと OpenDirectoryドメインに接続できる
ように、モバイルユーザ用のVPNサービスを設定する必要があります。

OpenDirectoryのマスターと複製の互換性
OpenDirectoryのマスターとその複製で、同じバージョンのMacOSXServer を使用する必要
があります。さらに、以下の点について考慮する必要があります：

Â


MacOSXServerv10.5を使用するOpenDirectoryのマスターは、MacOSXServerv10.4に
複製されません。

Â


MacOSXServerv10.5は、MacOSXServerv10.4を使用するOpenDirectoryのマスターの
複製にすることはできません。

Â


MacOSXServerv10.5を使用するOpenDirectoryのマスターは、MacOSXServerv10.5を
使用するOpenDirectoryの複製に複製することができます。

OpenDirectory のマスターと複製でMacOSXServerv10.4 を使用している場合は、それらを
同時にv10.5にアップグレードする必要があります。最初にマスターをアップグレードしてから、
複製をアップグレードします。マスターと複製のクライアントは、アップグレード中も引き続き

ディレクトリサービスと認証サービスを受け付けます。

マスターをアップグレードしている間、そのクライアントは最も近い複製にフェイルオーバーし

ます。複製を一度に1 つずつアップグレードするときは、クライアントはアップグレード済みの
マスターにフェイルオーバーします。

OpenDirectoryのマスターをMacOSXServerv10.4からv10.5にアップグレードすると、サー
バはそのサーバの既存の複製に結びつけられます。OpenDirectoryの各複製をMacOSXServer
v10.5 にアップグレードすると、各複製はスタンドアロンのディレクトリサービスになります。
そのため、もう一度複製にする必要があります。

MacOSXServerv10.5 へのアップグレードについて詳しくは、「アップグレードおよび移行」を
参照してください。

ActiveDirectoryサービスおよびOpenDirectoryのマスターと複
製サービスを混在させる
OpenDirectoryサーバをActiveDirectory 環境に導入するときは、いくつかのことを特別に考
慮する必要があります。事前に準備しておかないと、クライアントでの操作やサーバの機能が混

乱することになります。

また、認証済みディレクトリバインディングとActiveDirectory を同じクライアントまたはサー
バ上で混在させないようにしてください。認証済みバインディングでは、ActiveDirectoryと同
様にKerberosが使われます。これから説明することを考慮しないで両方を使用すると、予期し
ない動作が発生したり認証サービスが機能しなくなる可能性があります。
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OpenDirectoryとActiveDirectory を混在するときにシングルサインオンを行うには、どちら
かのシステムの Kerberos 資格情報を使用する必要があります。ActiveDirectory とOpen
Directory に両方にユーザを置いて、両方の Kerberos 資格情報を使用して特定のサーバの
Kerberos対応サーバにシングルサインオンすることはできません。つまり、ActiveDirectory ア
カウントにサインインして、OpenDirectoryKerberos保護領域にあるサーバでシングルサイン
オンを使用することはできません。

Kerberos は、ActiveDirectory 環境とOpenDirectory 環境の両方で使用されます。Kerberos
チケットが使用されると、Kerberosはそのサーバが属している保護領域を推定します。ここで、
ActiveDirectoryKerberos 保護領域とOpenDirectoryのマスターKerberos保護領域が混在し
ている例を示します：

Â


ActiveDirectoryドメイン=company.com

Â


ActiveDirectoryKerberos 保護領域=COMPANY.COM

Â


OpenDirectoryサーバのマスター=server1.company.com

Â


OpenDirectoryKerberos保護領域=SERVER1.COMPANY.COM

Kerberosがserver1.company.com でLDAP を使用するためのTGSを取得するときは、
domain_realmが構成に含まれている場合を除いて、
「ldap/server1.company.com@COMPANY.COM」を要求します。OpenDirectoryの
「domain_realm」は、すべての「.company.com」が「SERVER1.DEMOTREE.COM」に属して
いるとみなします。これにより、「company.com」という名前のActiveDirectoryドメインへの
すべての接続が禁止されます。

認証済みディレクトリバインディングとActiveDirectoryを混在したい場合は、ActiveDirectory
のドメインとOpenDirectory の保護領域とサーバが別の階層に存在している必要があります。
たとえば、次のようにします：

Â


ActiveDirectoryドメイン=company.com

Â


ActiveDirectoryKerberos 保護領域=COMPANY.COM

Â


OpenDirectoryサーバのマスター=server1.od.company.com

Â


OpenDirectoryサーバの保護領域=“OD.COMPANY.COM”

または

Â



ActiveDirectoryドメイン=ads.company.com

Â


ActiveDirectoryKerberos 保護領域=ADS.COMPANY.COM

Â


OpenDirectoryサーバのマスター=server1.od.company.com

Â



OpenDirectoryKerberos保護領域=OD.COMPANY.COM

どちらの例でも、新しいDNS ドメインゾーンを作成し、OpenDirectory サーバのIP アドレス
が使用された場合に正しい名前を返すことができるように、サーバのフォワードDNSエントリー
とリバースDNSエントリーの両方が存在している必要があります。
たとえば、「server1.od.company.com」の IP アドレスは 10.1.1.1 なので、10.1.1.1 を参照すると
「server1.company.com」ではなく「server1.od.company.com」が返されるはずです。



第4章    OpenDirectoryの計画と管理ツール 69



既存のディレクトリドメインと統合する
ネットワークに既存のディレクトリドメインがある場合に、そのディレクトリドメインのデータ

ベースを使用する別のディレクトリ・ドメイン・サーバをネットワークに追加して、そのデータ

ベースにユーザがアクセスすることを承認することができます。この構成は相互ドメイン認証と

呼ばれ、サーバがKerberos に対応している必要があります。

相互ドメイン認証を使用する場合は、一方のサーバは擬似マスターサーバになり、もう一方の

サーバは従属サーバになります。すべてのユーザは、特定の認証方法を使用して擬似マスター

サーバによって認証されます。認証されたユーザは、Kerberos チケットを受け取ります。この
ユーザが従属サーバから提供されるサービスにアクセスしようとすると、従属サーバはそのユー

ザのKerberosチケット（擬似マスターサーバから渡されたもの）を受け取って検証してから認
証します。

Kerberosチケットには、ユーザ名、ユーザID（UID）、およびグループメンバーシップID（GID）
で構成される、PAC（PrivilegeAttributeCertificate）情報が入っています。従属サーバは、こ
の情報を使用して、ユーザがサービスを使用することが承認されていることを確認します。UID
またはGIDが、ユーザがアクセスを要求しているサービスのアクセス制御リスト（ACL）と比較
されます。

相互ドメイン認証を使用すれば、ディレクトリドメインの従属サーバ用に別のユーザ名とパス

ワードを作成する必要がなくなります。会社のディレクトリドメインにあるユーザ名とパスワー

ド、およびPAC情報を使用して、ユーザアクセスを認証できます。

会社のディレクトリドメイン内のグループを直接編集することが許可されていない場合にも、相

互ドメイン認証を構成することをお勧めします。

相互ドメイン認証は、ActiveDirectory サーバとMacOSXv10.5OpenDirectory サーバの間
や、2 つのMacOSXv10.5OpenDirectory サーバの間で使用できます。相互ドメイン認証は、
MacOSXv10.4サーバでは機能しません。PAC情報を使用するには、擬似マスターサーバ上に、
接続先の従属サーバ用のKerberos 保護領域が必要です。

ディレクトリシステムの従属サーバにするには、「ディレクトリユーティリティ」を使って、
Kerberosが構成済みで動作しているActiveDirectoryまたはOpenDirectoryサーバにそのサー
バを接続する必要があります。それから、「サーバ管理」を使って、OpenDirectory サーバを
OpenDirectoryのマスターに昇格する必要があります。すると、ActiveDirectoryまたはOpen
Directory サーバの従属サーバであることが自動的に判別され、それに基づいて自動的に構成さ
れます。

従属OpenDirectory サーバの複製を作成することもできます。従属ディレクトリサーバの複製
を作成するには、「ディレクトリユーティリティ」を使って、そのサーバを擬似マスターサーバ

と従属サーバに接続します。そのサーバを従属サーバの複製として構成します。

擬似マスターサーバと従属サーバの両方に接続しない場合は、ブロックされて、複製にすること

に失敗します。
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スキーマを変更しないで統合する
MacOSXとMacOSXServerは、ディレクトリサーバのスキーマを変更しなくても、ほとんど
のLDAPベースのディレクトリに統合されます。ただし、レコードタイプによっては、サーバの
ディレクトリスキーマで認識または管理されない場合があります。 

MacOSXコンピュータをディレクトリサーバに統合するときに、新しいレコードタイプまたは
オブジェクトクラスがある場合には、MacOSXクライアントコンピュータの管理とサポートを
向上させるためにそれらをディレクトリスキーマに追加することをお勧めします。

たとえば、Picture レコードタイプは、MacOSX ユーザのディレクトリスキーマにデフォルト
で存在していないかもしれません。しかし、これをディレクトリスキーマに追加すれば、Picture
レコードをディレクトリデータベースに保存することができます。

レコードまたは属性をディレクトリスキーマに追加したい場合は、ディレクトリドメイン管理者

に手順を確認してください。

スキーマを変更して統合する
MacOSX コンピュータを既存のディレクトリドメインに追加する場合に、MacOSX クライア
ントコンピュータのサポートを向上させるためにディレクトリ・ドメイン・サーバのスキーマに

変更を加えることができます。

レコードタイプまたは属性をスキーマに追加したい場合は、簡単にマップできるレコードタイプ

または属性が既存のディレクトリスキーマにないかどうかを調べてください。マップできるよう

なレコードタイプまたは属性がない場合は、そのレコードタイプまたは属性をスキーマに追加で

きます。この操作は、スキーマを拡張すると呼ばれます。

スキーマを拡張するときに、特定の属性についてはデフォルトアクセス制御リスト（ACL）を変
更して、コンピュータアカウントがそのユーザプロパティを読み取れるようにする変更が必要な

場合があります。たとえば、Windows2000 またはWindows2003 以降のサーバの Active
Directory ドメインにある基本的なユーザアカウント情報にアクセスするように、MacOSX を
構成することができます。

スキーマの拡張について詳しくは、付録の「MacOSXのディレクトリデータ」を参照してくだ
さい。

Kerberosが複数のディレクトリと競合しないようにする
ActiveDirectoryドメインがあるネットワークにOpenDirectoryのマスターを設定すると、ネッ
トワークに2 つのKerberos保護領域が存在することになります。OpenDirectory のKerberos
保護領域とActiveDirectoryのKerberos保護領域です。

実際の目的では、ネットワーク上のほかのサーバが使用できるのは一方のKerberos保護領域だ
けです。ファイルサーバ、メールサーバ、またはKerberos 認証を使用できるほかのサーバを設
定するときに、一方のKerberos保護領域を選択する必要があります。
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MacOSXServerは、そのクライアントユーザと同じKerberos 保護領域に属している必要があ
ります。この保護領域には信頼できるKerberos サーバが1つだけ存在し、このサーバが保護領
域内のすべてのKerberos認証を行います。Kerberosサーバは、その保護領域内のクライアント
とサーバだけを認証できます。別の保護領域にあるクライアントまたはサーバを認証することは

できません。

選択したKerberos保護領域内のユーザアカウントだけが、シングルサインオン機能を利用でき
ます。ほかの保護領域内のユーザアカウントも認証を行うことはできますが、シングルサインオ

ンは利用できません。

それぞれが1 つのKerberos保護領域を持つ複数のディレクトリシステムにアクセスするように
サーバを構成する場合は、Kerberos 対応サービスを使用するユーザアカウントについて慎重に
計画してください。2つのディレクトリサービスにアクセスする目的を認識する必要があります。
Kerberos とシングルサインオンを使用する必要があるユーザアカウントを含むディレクトリド
メインに関連する保護領域にサーバを接続する必要があります。

たとえば、ActiveDirectoryの保護領域へのアクセス権をそのユーザレコード用に構成し、Open
Directory のLDAP ディレクトリへのアクセス権を、ActiveDirectoryにないグループレコード
やコンピュータレコードなどのMacOSXのレコードおよび属性用に構成することができます。
ほかのサーバは、ActiveDirectoryのKerberos保護領域またはOpenDirectoryのKerberos 保
護領域に接続することができます。

この場合、ほかのサーバはActiveDirectory のKerberos保護領域に接続して、ActiveDirectory
のユーザアカウントでシングルサインオンを利用できるようにします。

OpenDirectoryサーバのLDAP ディレクトリにもユーザアカウントがある場合は、それらのア
カウントへの認証を行うことはできますが、OpenDirectoryユーザアカウントでは Kerberos は
使用されずシングルサインオンも行われません。OpenDirectory パスワードサーバの認証方法
が使用されます。

すべてのMacユーザをOpenDirectoryに配置し、すべてのWindowsユーザをActiveDirectory
ドメインに配置した場合、すべてのユーザについて認証を行うことができますが、Kerberos を
使用できるのはどちらか一方のユーザだけです。

重要：OpenDirectoryのマスターまたは複製をActiveDirectoryドメイン（またはその他のディ
レクトリドメインとKerberos 保護領域）にもアクセスできるように構成しないでください。こ
のように構成した場合、OpenDirectoryのKerberos 保護領域とActiveDirectory のKerberos
保護領域の両方で、OpenDirectory サーバ上の同じ構成ファイルを使用しようとします。この
とき、OpenDirectoryのKerberos認証が混乱することになります。

Kerberos 構成ファイルの競合を避けるには、ActiveDirectory ドメインなど、別の Kerberos
サーバのディレクトリドメイン内のユーザを管理するためのワークステーションとしてOpen
Directory サーバを使用しないでください。代わりに、関連するディレクトリドメインにアクセ
スするように構成されている管理用コンピュータ（サーバ管理ツールがインストールされた
MacOSXコンピュータ）を使用してください。
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OpenDirectory サーバを使用して別のサーバのディレクトリドメイン内のユーザを管理する必
要がある場合は、そのディレクトリドメインがOpenDirectory サーバの認証検索方式の一部で
ないことを確認してください。

Kerberos構成ファイルの競合をさらに避けるには、別のKerberosサーバのディレクトリドメイ
ンにアクセスするサービスを提供するためにOpenDirectoryサーバを使用しないでください。

たとえば、OpenDirectory とActiveDirectoryの両方にアクセスするように AFPファイルサー
ビスを構成する場合は、ファイルサービスを提供するために OpenDirectoryサーバを使用しな
いでください。別のサーバを使用して、一方のディレクトリサービスのKerberos 保護領域に接
続するようにします。

理論的には、サーバまたはクライアントは、2つのKerberos保護領域、たとえばOpenDirectory
の保護領域とActiveDirectoryの保護領域に属することができます。複数の保護領域のKerberos
認証には、非常に高度な構成が必要です。たとえば、Kerberos サーバとクライアントを相互保
護領域認証用に設定したり、Kerberos 対応のサービスソフトウェアを複数の保護領域に属する
ことができるように変更したりする必要があります。

パフォーマンスと冗長性を向上させる
サーバにメモリを追加し、サーバが提供するサービスを少なくすることで、OpenDirectoryサー
ビスのパフォーマンスを向上させることができます。この方法は、MacOSXServerのその他の
すべてのサービスにも適用されます。個々のサーバを特定の作業専用にする割合が増えると、そ

れだけそのパフォーマンスも良くなります。

一般的な方法に加えて、LDAPデータベースをそれ自体のディスクに割り当てて、
OpenDirectoryのログを別のディスクに割り当てることで、OpenDirectoryサーバのパフォー
マンスを向上させることもできます。

ネットワークにOpenDirectoryのマスターの複製を含める場合は、複製の更新頻度を少なくし
てスケジュールすることで、ネットワークパフォーマンスを向上させることができます。更新頻

度を少なくすると、複製のディレクトリデータが更新される頻度が少なくなります。このため、

ネットワークのパフォーマンスと複製の正確さのどちらを優先するかを適切に選択する必要が

あります。

OpenDirectoryサービスの冗長性を高めるには、OpenDirectoryの複製として追加のサーバを
設定するか、RAIDセットを備えたサーバを使用します。
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OpenDirectoryのセキュリティ
MacOSXServerでは、共有LDAPディレクトリドメインを持つサーバがOpenDirectoryによる
認証も提供します。OpenDirectory によって保存される認証データを保護することが重要にな
ります。この認証データにはOpenDirectoryパスワードサーバのデータベースとKerberosデー
タベースが含まれ、これらも保護する必要もあります。このため、OpenDirectory のマスター
とすべてのOpenDirectoryの複製は、以下のガイドラインに従って安全性を確保してください：
Â


OpenDirectory のマスターまたは複製であるサーバの物理的なセキュリティは、最優先事項
です。部屋のドアには必ず鍵をかけ、常にログアウトしておいてください。

Â


OpenDirectoryパスワードサーバのデータベースとKerberosデータベースのバックアップに
使用するメディアを保護します。OpenDirectory サーバのある部屋のドアに鍵をかけても、
バックアップテープをデスク上に置いたままにしていては、保護されていることにはなりま

せん。

Â


OpenDirectory のマスターや複製であるサーバは、ほかのサービスを提供するためには使用
しないでください。サーバをOpenDirectoryのマスターや複製専用にすることができない場
合は、サーバが提供するサービスの数を最小限にしてください。

その他のサービスによって、だれかがKerberosまたはOpenDirectory パスワードサーバの
データベースにアクセスできてしまうという、セキュリティ侵害が起きる場合があります。

サーバをOpenDirectoryサービスの提供専用にすることが最良の方法ですが、必須ではあり
ません。

Â ログインウインドウおよびSSH（SecureShell）のSACL（サービスアクセス制御リスト）を設
定して、OpenDirectoryのマスターまたは複製にログインできるユーザを制限します。

Â


OpenDirectory のマスターや複製であるサーバの起動ボリュームとして、ほかのコンピュー
タと共有しているRAIDボリュームは使用しないでください。ほかのコンピュータのいずれか
でセキュリティ侵害があると、OpenDirectory の認証情報のセキュリティが脅かされる危険
性があります。

Â


IPファイアウォールサービスを設定して、次のディレクトリ、認証、および管理プロトコルに
使用するポート以外のポートをすべてブロックします。

Â


OpenDirectoryパスワードサーバは、ポート106および3659を使用します。

Â


KerberosKDCはTCP/UDPポート88を使用し、Kerberosの管理にはTCP/UDPポート749を使
用します。

Â 共有LDAPディレクトリは、通常接続の場合はTCPポート389、SSL接続の場合はTCPポート
636 を使用します。

Â



OpenDirectoryの複製を作成しているときは、複製にするサーバとマスターとを接続する
ポート22 を開いたままにします。このポートは、SSH（SecureShell）データの転送に使
用するポートです。SSHデータ転送は、LDAP データベースの完全な最新のコピーを転送す
るために使用します。複製を初期設定した後は、LDAPポート（389または636）だけを複
製の作成に使用します。

Â「ワークグループマネージャ」は、TCPポート311および625を使用します。

Â「サーバ管理」はTCPポート311を使用します。

Â



SMBは、TCP/UDP ポート137、138、139、および445を使用します。

Â



OpenDirectoryのマスター用コンピュータに無停電電源装置を備え付けます。
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安全性が最も高く最適な保護方法をまとめてみます：

Â


OpenDirectoryのマスターや複製であるサーバは、OpenDirectoryサービスだけを提供する
ようにします。

Â これらのサーバのファイアウォールを次のプロトコルだけが許可されるように設定します：  

ディレクトリアクセス、認証、および管理プロトコル（LDAP、パスワードサーバ、Kerberos、
「ワークグループマネージャ」、および「サーバマネージャ」）。

Â それぞれのOpenDirectory サーバおよび一緒に使用するすべてのバックアップメディアは、
物理的にも安全に管理してください。

ディレクトリと認証のデータをネットワークを介して複製すると、セキュリティ上のリスクは最

小限になります。パスワードデータは、各複製セッション中に、ネゴシエートされたランダム

キーを使って安全に複製されます。複製のトラフィックの認証部分（OpenDirectory パスワー
ドサーバとKerberosKDC）は、完全に暗号化されます。

セキュリティをより向上させたい場合は、OpenDirectory サーバ間のネットワーク接続を、ハ
ブではなくネットワークスイッチを使うように構成してください。これにより、信頼できるネッ

トワークセグメントへの認証の複製のトラフィックが隔離されます。

SACL（サービスアクセス制御リスト）
MacOSXでは、SACL を使用してサービスへのユーザアクセスが認証されます。SACL はアクセ
ス制御エントリー（ACE）で構成され、ユーザがサービスへのアクセス権を持っているかどうか
判断するために使用されます。

SACLを使用して、OpenDirectoryのマスターまたは複製へのユーザアクセスを許可／拒否でき
ます。それには、ログインウインドウとSSHのSACLを設定します。これによって、サービスへ
のアクセスが制限されます。

SACL を使用して、OpenDirectory への管理者アクセスを設定することもできます。この場合、
サービスへのアクセスは制限されません。代わりに、サービスを管理または監視できる人を指定

します。管理者SACL の設定について詳しくは、175ページの「サービスアクセス制御を構成す
る」を参照してください。

SACL により、サービスを監視および管理するためのアクセス権を持つ管理者をより詳細に指定
できます。SACL に登録されたユーザおよびグループのみが、該当するサービスにアクセスでき
ます。たとえば、サーバ上の OpenDirectory サービスの管理者アクセス権をユーザまたはグ
ループに付与したい場合は、それらをACEとしてOpenDirectorySACL に追加します。
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階層管理
MacOSXServerでは、ディレクトリサービス内のユーザまたはグループの権限として組織単位
（OU）は使用されません。アクセス権は、ディレクトリデータベースの構造には関係ありません。
MacOSXServerv10.5 では、ディレクトリデータベース内のレコードに対するユーザの読み取
り／書き込み権限をより詳細に管理するために、階層管理が使用されます。

ユーザのアクセス権は、ユーザまたはグループをACL として構成し、レコードへの読み取り／
書き込み権限をユーザに付与することによって制御します。 ACL 内のユーザまたはグループのエ
ントリーは、ACEと呼ばれます。階層管理を使用することによって、ユーザをグループとして構
成してグループが管理できるレコードを指定する作業を簡単に行うことができます。

階層管理を使用する場合は、以下の点を考慮してください：

Â だれをグループのメンバーにするか

Â 各グループに付与したい権限

Â グループが管理できるレコード

ユーザまたはグループには、ドメインを完全に管理する権限または一部を管理する権限を付与で

きます。一部を管理する権限を付与するときは、ユーザまたはグループが管理できるユーザとグ

ループを選択できます。それらのユーザやグループを管理できる権限を指定することもできま

す。たとえば、ユーザにフルコントロールを付与した場合には、ディレクトリドメインを完全に

管理する権限が付与されます。

LDAPv3ディレクトリドメインに対するユーザの権限だけを変更できます。ローカル・ディレク
トリドメインのアカウントや、LDAPv3以外のディレクトリドメインに保存されているアカウン
トに対する権限は、変更できません。

完全な管理者と制限付き管理者は、「ワークグループマネージャ」を使ってユーザを管理します。

詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

OpenDirectoryサービスの管理用ツール
「サーバ管理」、「ディレクトリユーティリティ」、および「ワークグループマネージャ」アプリ

ケーションは、MacOSXServer のOpenDirectoryサービスを管理するためのグラフィカルイ
ンターフェイスを備えています。また、「ターミナル」を使用することによって、OpenDirectory
サービスをコマンドラインから管理することもできます。

これらのアプリケーションはすべてMacOSXServerに組み込まれており、MacOSXv10.5 以
降を搭載した別のコンピュータにインストールして、そのコンピュータを管理用コンピュータに
することができます。管理用コンピュータの設定について詳しくは、「お使いになる前に」のサー
バ管理の章を参照してください。
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サーバ管理
「サーバ管理」アプリケーションを使って、OpenDirectory サービスやその他のサービスの設
定、管理、および監視に使用するツールにアクセスできます。「サーバ管理」で次の作業を実行

します：

Â


MacOSXServerを、OpenDirectoryのマスター、OpenDirectory の複製、ディレクトリシ
ステムに接続されたサーバ、またはローカル・ディレクトリドメインのみを持つスタンドアロ

ン・ディレクトリ・サービスとして設定します。詳しくは、第 5章「OpenDirectoryサービ
スを設定する」を参照してください。

Â 追加のMacOSXServerシステムを、OpenDirectoryのマスターまたは複製のKerberosKDC
を使用するように設定します。詳しくは、第 5章を参照してください。

Â


OpenDirectoryのマスター上に LDAPオプションを構成します。詳しくは、第 5章を参照して
ください。

Â


DHCPサービスを構成して、自動検索方式を含むMacOSXコンピュータにLDAPサーバアドレ
スを提供します。詳しくは、「ネットワークサービスの管理」のDHCPの章を参照してください。

Â 個々のパスワード方式を無効にしていないすべてのユーザに適用される、パスワード方式を設

定します。詳しくは、第 6章「ユーザ認証を管理する」を参照してください。（個々のパスワー
ド方式を設定するには、「ワークグループマネージャ」を使用します。第 6章を参照してくだ
さい。）

Â


OpenDirectoryサービスを監視します。詳しくは、第 9章「OpenDirectory サービスを管理
する」を参照してください。

「サーバ管理」の使いかたの基本情報については、「お使いになる前に」のサーバ管理の章を参照
してください。この章では、次のことが説明されています：

Â「サーバ管理」を開き、認証を行う

Â サーバを操作する

Â サービスを管理する

Â サービスへのアクセスを制御する

Â


SSLを使用してサーバのリモート管理を行う

Â「サーバ管理」環境をカスタマイズする

「サーバ管理」は、「/アプリケーション/サーバ/」にあります。
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ディレクトリユーティリティ
「ディレクトリユーティリティ」では、MacOSXコンピュータでディレクトリサービスを使用す
る方法、ネットワークサービスを検出する方法、およびディレクトリサービスの認証とコンタク

トの情報を検索する方法を決定します。「ディレクトリユーティリティ」を使用して、次のこと

を実行します：

Â


LDAP ディレクトリ、ActiveDirectoryドメイン、およびNIS（NetworkInformationServices）
ドメインへのアクセスを構成する

Â


LDAP ディレクトリのデータマッピングを構成する

Â 複数のディレクトリサービスの認証とコンタクトの情報を検索する方式を定義する

Â 各種ディレクトリサービスおよび各種ネットワークサービス検出を有効または無効にする

「ディレクトリユーティリティ」はネットワーク上のほかのサーバに接続できるため、それらを

リモートで構成できます。

「ディレクトリユーティリティ」の使いかたについて詳しくは、第 7章「ディレクトリクライア
ントを管理する」を参照してください。

「ディレクトリユーティリティ」は、すべてのMacOSXコンピュータの「/アプリケーション/
ユーティリティ/」にインストールされています。

ワークグループマネージャ
「ワークグループマネージャ」アプリケーションを使用すると、MacOSXServer のクライアン
トを包括的に管理できます。「ワークグループマネージャ」で以下の作業を実行します：

Â ユーザアカウント、グループアカウント、およびコンピュータグループを設定して管理しま

す。ユーザ認証の管理について詳しくは、第 6章「ユーザ認証を管理する」を参照してくださ
い。ユーザ、グループ、およびコンピュータの管理に関するその他のトピックについては、

「ユーザの管理」を参照してください。

Â ファイルサービスの共有ポイントとユーザのホームフォルダを管理します。詳しくは、「ファ
イルサービスの管理」の共有ポイントおよびSMBサービスの章と、「ユーザの管理」のホーム
フォルダの章を参照してください。

Â「Finder」のサイドバーでネットワークアイコンを選択したときに、MacOSX ユーザに表示さ
れる内容を制御することができます。詳しくは、「ユーザの管理」のネットワーク表示の管理
の章を参照してください。

Â インスペクタを使用して、ディレクトリのエントリーをそのまま表示します。詳しくは、
179ページの「ディレクトリデータを表示して編集する」を参照してください。

「ワークグループマネージャ」の使いかたの概要については、「お使いになる前に」のサーバ管理
の章を参照してください。この章では、次のことが説明されています：

Â「ワークグループマネージャ」を開き、認証を行う

Â アカウントを管理する

Â「ワークグループマネージャ」環境をカスタマイズする

「ワークグループマネージャ」は「/アプリケーション/サーバ/」にインストールされています。
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コマンドラインツール
コマンド方式のサーバ管理を使用したい管理者には、多種多様なコマンドラインツールが用意さ

れています。

サーバのリモート管理を行うには、SecureShell（SSH）セッションでコマンドを実行します。

コマンドは、MacOSX のサーバおよびコンピュータで、「/アプリケーション/ユーティリティ/」
にある「ターミナル」アプリケーションを使用して入力できます。詳しくは、「コマンドライン
管理（Command-Line Administration）」を参照してください。
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OpenDirectoryサービスを設定する

OpenDirectory サービス（ディレクトリサービスと認証サービス）
は、ネットワークのインフラストラクチャの重要な部分です。これら
のサービスは、ほかのネットワークサービスやユーザに重大な影響を
及ぼします。このため、OpenDirectory は最初から正しく設定する
必要があります。

設定の概要
次に、OpenDirectory サービスを設定するために実行する主要な作業の概要を示します。各手
順について詳しくは、示されているページを参照してください。

手順 1：計画を立てる
MacOSXServerでOpenDirectoryを構成する前に検討する項目のリストについては、80ペー
ジの「設定する前に」を参照してください。

手順 2：OpenDirectoryサービスを入にする
OpenDirectory サービスを入にするときは、「サーバ管理」を使います。OpenDirectory サー
ビスを入にした後に、OpenDirectory サービス設定を構成できます。OpenDirectory サービス
を入にする方法について詳しくは、81ページの「OpenDirectoryを入にする」を参照してくだ
さい。

手順 3：スタンドアロン・ディレクトリ・サービスを設定する
ディレクトリサービスから認証やその他の管理情報を取得しないようにサーバを設定するとき

は、81ページの「スタンドアロン・ディレクトリ・サービスを設定する」を参照してください。

手順 4：OpenDirectoryのマスターを設定する
ディレクトリサービスと認証サービスを提供するようにサーバを設定するときは、67ページの
「OpenDirectoryのマスターと複製の互換性」および83ページの「OpenDirectoryのマスター
を設定する」を参照してください。

手順 5：プライマリ・ドメイン・コントローラを設定する
WindowsおよびMacOSXプラットフォームのディレクトリサービスと認証サービスを提供す
るようにサーバを設定するときは、85ページの「プライマリ・ドメイン・コントローラを設定
する」を参照してください。
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手順 6：OpenDirectoryの複製を設定する
分散ネットワークですばやくクライアント対話を行うために、フェイルオーバーのディレクトリ

サービスと認証サービス、またはリモートのディレクトリサービスと認証サービスを提供するよ

うにサーバを設定するときは、88ページの「OpenDirectoryの複製を設定する」を参照してく
ださい。

手順 7：カスケードレプリケーション用のOpenDirectoryリレーを設定する
OpenDirectory のマスターの複製またはリレーとしてディレクトリ情報と認証情報をコン
ピュータに提供できるようにサーバを設定するときは、91ページの「カスケードレプリケーショ
ンのためにOpenDirectoryリレーを設定する」を参照してください。

手順 8：サーバをバックアップ・ドメイン・コントローラとして設定する
プライマリ・ドメイン・コントローラにフェイルオーバーサポートを提供するようにサーバを設

定するときは、91ページの「サーバをBDC として設定する」を参照してください。

手順 9：ほかのディレクトリシステムに接続するサーバを設定する
ディレクトリサービスと認証サービスにアクセスするファイルサーバまたはその他のサーバが

ある場合は、93ページの「ディレクトリサーバへの接続を設定する」を参照してください。

手順 10：シングルサインオンKerberos 認証を設定する
OpenDirectoryのマスターがある場合は、そのKerberos 保護領域に接続するようにほかのサー
バを構成できます。KerberosなしでOpenDirectoryのマスターを設定する場合は、後でKerberos
を設定できます。詳しくは、97ページの「シングルサインオンKerberos認証を設定する」を参
照してください。

手順 11：ディレクトリサービスに接続するようにクライアントコンピュータを設定する 
OpenDirectory のマスターがある場合は、そのディレクトリドメインにアクセスするようにク
ライアントコンピュータを構成する必要があります。MicrosoftActiveDirectory などのその他
のディレクトリサービスにアクセスするようにコンピュータを構成することもできます。第 7章
「ディレクトリクライアントを管理する」および第 8章「ディレクトリクライアントの詳細設定」
を参照してください。

手順 12：ユーザにログイン方法を指示する
85ページの「ユーザにログイン方法を指示する」を参照してください。

設定する前に
OpenDirectoryサービスをはじめて設定するときは、事前に次の作業を行います：

Â ディレクトリデータの用途を理解し、ディレクトリが必要かどうかを判断します。

ディレクトリドメインからのデータを必要とするサービスを識別し、これらのサービスへのア

クセスを必要とするユーザを特定します。

サーバ上で情報を最も簡単に管理できるユーザは、OpenDirectory のマスターである
MacOSXServerの共有LDAP ディレクトリに定義されている必要があります。これらのユー
ザの一部は、Windowsサーバ上のActiveDirectory のドメインなど、ほかのサーバ上のディ
レクトリドメインに定義することができます。

これらの概念については、第 1章「OpenDirectoryを使ったディレクトリサービス」で説明
しています。
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Â 複数の共有ドメインが必要かどうかを判断します。必要な場合は、各共有ドメインに定義する

ユーザを決定します。詳しくは、35ページの「複数レベルの検索方式」を参照してください。
Â ユーザに必要な認証オプションを決定します。選択できるオプションについては、第 3章
「OpenDirectoryの認証」を参照してください。OpenDirectory のマスターの複製を使用す
るかどうかや、PDCのBDCを使用するかどうかを決定します。第 4章「OpenDirectory の
計画と管理ツール」でガイドラインを説明しています。

Â サーバ管理者を慎重に選びます。信頼できるユーザにのみ管理者のパスワードを渡します。管

理者の数はできるだけ少なくします。ユーザレコードの設定変更などの細かい作業に対する管

理者のアクセス権を委任しないようにします。

ディレクトリ情報は、この情報を使用するコンピュータを持つすべてのユーザに重大な影響を与

えます。

OpenDirectoryをリモートサーバで管理する
「サーバ管理」はMacOSX バージョン10.4 以降を搭載したコンピュータにインストールでき、
これを使って任意のサーバ上のOpenDirectoryを、ローカルネットワークで、またはその範囲
を超えて管理できます。また、MacOSX コンピュータまたはMacintosh 以外のコンピュータか
らコマンドラインツールを使って、OpenDirectoryをリモートで管理することもできます。

詳しくは、「お使いになる前に」のサーバ管理の章を参照してください。

OpenDirectoryを入にする
OpenDirectory設定を構成するには、「サーバ管理」でOpenDirectoryサービスを入にする必
要があります。

OpenDirectoryサービスを入にするには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックします。

3 「サービス」をクリックします。

4 「OpenDirectory」チェックボックスを選択します。

5 「保存」をクリックします。

スタンドアロン・ディレクトリ・サービスを設定する
「サーバ管理」を使って、サーバのローカル・ディレクトリドメインのみを使用するように
MacOSXServerを設定できます。このサーバは、ほかのコンピュータにディレクトリ情報を提
供せず、既存のシステムからもディレクトリ情報を取得しません。（ローカル・ディレクトリド

メインは共有されません。）
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MacOSXServerをそのローカル・ディレクトリドメインからのみディレクトリ情報を取得する
よう変更すると、サーバが共有ディレクトリドメインから取得したユーザレコードやその他の情

報は利用できなくなります。共有ディレクトリドメイン内のユーザレコードやその他の情報は、

削除されます。

サーバ上のファイルやフォルダは、アカウントが共有ディレクトリドメインにあるユーザには利

用できなくなります。

サーバがOpenDirectoryのマスターであり、その他のサーバがそれに接続していた場合は、次
の問題が発生する可能性があります：

Â 共有ディレクトリドメイン内のユーザアカウントやその他の情報が利用できなくなると、接続

されているサーバ上でサービスが正常に使用できなくなることがあります。

Â アカウントが共有ディレクトリドメイン内にあるユーザは、OpenDirectory のマスター上の
ファイルやフォルダ、およびその共有LDAPディレクトリドメインに接続されていたその他の
サーバ上のファイルやフォルダに、アクセスできないことがあります。
OpenDirectoryのマスターをスタンドアロン・ディレクトリ・サービスに変更する前に、Open
Directory のマスターのディレクトリと認証データのコピーをアーカイブすることができま
す。詳しくは、194ページの「OpenDirectory のマスターをアーカイブする」を参照してく
ださい。

OpenDirectoryのマスターをスタンドアロン・ディレクトリ・サービスに変更する前に、Open
Directory のマスターからユーザ、グループ、およびコンピュータグループを書き出すことも
できます。詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

共有されていないサーバ自身のローカル・ディレクトリドメインのみを使用するようサーバを構
成するには：

1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

5 「変更」をクリックします。

「サービス構成アシスタント」が開きます。

6 「スタンドアロン」を選択してから「続ける」をクリックします。

7



OpenDirectory構成の設定を確認してから、「続ける」をクリックします。

8 ユーザやサービスが、サーバが管理または接続している共有ディレクトリドメインに保存された

ディレクトリデータにアクセスする必要がないことが確かな場合は、「閉じる」をクリックし

ます。
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OpenDirectoryのマスターを設定する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServer をOpenDirectory のマスターとして設定して、ほ
かのシステムにディレクトリ情報と認証情報を提供できるようにすることができます。

MacOSXServerは、共有LDAPディレクトリドメインを管理することによってディレクトリ情
報を提供します。さらに、サーバは、アカウントが共有LDAPディレクトリドメインに保存され
ているユーザを認証します。

OpenDirectoryのマスターには、OpenDirectoryパスワードサーバがあります。このパスワー
ドサーバは、MacOSXServer のサービスに必要な従来の認証方法をすべてサポートしていま
す。さらに、OpenDirectoryのマスターでは、シングルサインオン用にKerberos認証を提供す
ることができます。

OpenDirectory のマスターでシングルサインオン用に Kerberos 認証を提供する場合は、DNS
がネットワーク上で利用可能になっていて、OpenDirectory のマスターサーバの完全修飾DNS
名をIPアドレスに解決するように正しく構成されている必要があります。また、DNS は、IP ア
ドレスをサーバの完全修飾DNS名に解決するように構成されている必要もあります。

重要：OpenDirectory の複製をOpenDirectory のマスターに変更している場合、従う手順は、
複製でマスターを置き換えるか、または複製を追加のマスターにするかによって異なります。

Â 複製を昇格して、機能しなくなったマスターを置き換えるには、ここに示した手順ではなく、
190ページの「OpenDirectoryの複製を昇格する」の手順に従ってください。

Â 複製を追加のマスターに変更するには、まず193ページの「OpenDirectoryの複製をデコミッ
ションする」の説明に従って複製をデコミッションしてから、このトピックの手順に従ってマ

スターにします。

参考：あるディレクトリシステムに接続されていた MacOSXServerをOpenDirectoryのマス
ターにする場合は、そのサーバはほかのディレクトリシステムに接続されたままになります。

サーバは、ユーザレコードとその他の情報を、接続されたほかのディレクトリシステムで検索す

る前に、共有LDAP ディレクトリドメインで検索します。

OpenDirectoryのマスターになるようにサーバを構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

「役割」オプションが「OpenDirectoryの複製」に設定されていて、新しくOpenDirectory の
マスターを作成する場合は、サーバの役割を「スタンドアロン」に変更する必要があります。詳

しくは、81ページの「スタンドアロン・ディレクトリ・サービスを設定する」を参照してください。

OpenDirectory の複製をマスターにする前にスタンドアロンサーバに変更しないと、新しいマ
スターは作成されず、複製がマスターに昇格されます。詳しくは、190ページの「OpenDirectory
の複製を昇格する」を参照してください。
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5 「変更」をクリックします。

「サービス構成アシスタント」が開きます。

6 「OpenDirectoryのマスター」を選択してから、「続ける」をクリックします。

7 次のマスタードメイン管理者情報を入力してから、「続ける」をクリックします。

Â「名前」、「ユーザ名」、「ユーザ ID」、「パスワード」：  LDAPディレクトリの主要な管理者のため
のユーザアカウントを作成する必要があります。このアカウントは、サーバのローカル・ディ

レクトリドメイン内の管理者アカウントのコピーではありません。 LDAPディレクトリ管理者
の名前とユーザID は、ローカル・ディレクトリドメイン内のユーザアカウントの名前とユー
ザ ID と別にしてください。また、ディレクトリ管理者アカウントがログインウインドウに表
示されないようにしたい場合は、ディレクトリ管理者アカウントに100 未満のユーザIDを割
り当ててください。ユーザIDが100未満のアカウントはログインウインドウに表示されません。

参考：OpenDirectory のマスターをほかのディレクトリドメインに接続することを計画してい
る場合は、各ドメインに一意の名前とユーザIDを選択します。候補として表示される diradmin
ユーザ ID は使わないでください。ディレクトリ管理者が管理するディレクトリドメインである
ことがすぐに分かる名前を使ってください。

8 次のマスタードメイン情報を入力してから、「続ける」をクリックします。

Â「Kerberos領域」：  このフィールドは、大文字に変換されたサーバのDNS名と同じものにあら
かじめ設定されています。これは、Kerberos 保護領域の命名規則です。必要に応じて、別の
名前を入力できます。

Â「検索ベース」：  このフィールドは、新しいLDAP ディレクトリの検索ベースのサフィックスに
あらかじめ設定されています。検索ベースのサフィックスは、サーバのDNS 名のドメイン部
分に由来します。別の検索ベースのサフィックスを入力することも、空欄にすることもできま

す。このフィールドを空欄にすると、LDAPディレクトリのデフォルトの検索ベースのサフィッ
クスが使用されます。

9 設定を確認してから、「閉じる」をクリックします。
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OpenDirectoryのマスターが正しく機能していることを確認するには、「概要」（「サービス」リ
ストでOpenDirectoryを選択した場合に、「サーバ管理」ウインドウの一番上付近にあります）
をクリックします。

OpenDirectory の概要のパネルにリストされているすべての項目の状況が「実行中」になって
いる必要があります。停止したままのKerberosを実行したい場合は、 199ページの「Kerberos
がOpenDirectoryのマスターまたは複製で停止する場合」を参照してください。

MacOSXServerコンピュータをOpenDirectoryのマスターとして設定したら、そのバインド
方式、セキュリティポリシー、パスワード方式、複製の頻度、およびLDAPプロトコルの各オプ
ションを変更できます。詳しくは、183ページの「OpenDirectory サーバのオプションを設定
する」を参照してください。

MacOSXまたはMacOSXServerを搭載したほかのコンピュータを、サーバの共有LDAPディ
レクトリドメインにアクセスするように構成できます。詳しくは、133ページの「LDAP サービ
スの詳細設定を使用する」を参照してください。
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ユーザにログイン方法を指示する
MacOSXコンピュータがディレクトリドメインに接続されていて、ユーザのリストをMacOSX
のログインウインドウに表示するように構成されている場合、そのリストには「その他」が含ま

れている場合があります。ネットワークアカウントを使用してログインしたことのないユーザに

は、「その他」をクリックしてからアカウント名とパスワードを入力する必要があることを伝え

ます。

ユーザは、ユーザのリストをログインウインドウに表示しないように自分のコンピュータを構成

できます。ユーザがこの設定を変更するには、「システム環境設定」の「アカウント」パネルで

「ログインオプション」をクリックします。

コンピュータの環境設定を管理することで、コンピュータのログインウインドウでリストにネッ

トワークユーザを表示したり、リストを表示しないようにしたりできます。そのコンピュータを

含むコンピュータ・グループ・アカウントのログイン環境設定を構成するには、「ワークグルー

プマネージャ」を使用します。特定のコンピュータ・グループ・アカウントに含まれていないコン

ピュータを管理するには、「ゲストコンピュータ」アカウントのログイン環境設定を構成します。

詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

プライマリ・ドメイン・コントローラを設定する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServer をWindowsPDC（プライマリ・ドメイン・コント
ローラ）として設定することができます。PDCは、Windowsドメインを管理し、ほかのドメイ
ンメンバーに認証サービス（Windows ワークステーションのドメインにログインするための認
証など）を提供するサーバです。

ドメイン・メンバー・サーバが使用できない場合でも、PDC サーバからWindows のファイル
サービスとプリントサービスを提供し、PDC 上にユーザアカウントを持つユーザのユーザプロ
ファイルとホームフォルダを管理できます。

重要：MacOSXServer をPDC として設定するときは、ネットワークに同じドメイン名を持つ
PDCがほかに存在しないことを確認してください。複数のドメインコントローラを設定するとき
は、それらをBDC（バックアップ・ドメイン・コントローラ）にします。

WindowsPDCを設定するには：
1 サーバがOpenDirectoryのマスターであることを確認します。

サーバがOpenDirectory のマスターであるかどうかを確認するには、「サーバ管理」を開き、
サーバの左にある三角形をクリックし、展開されたサービスリストで「OpenDirectory」を選
択してから、「概要」をクリックします。

OpenDirectoryサーバの役割が、状況情報の最初の行に表示されます。

2 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

3 「設定」をクリックしてから、「サービス」をクリックします。

4 「SMB」チェックボックスを選択してから、「保存」をクリックします。
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5 サーバの左にある三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

6 「サーバ」リストで「SMB」を選択します。

7 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

8 「役割」ポップアップメニューから「プライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC）」を選択して
から、次の情報を入力します：

Â「説明」：：：：        この説明はWindowsコンピュータの「マイネットワーク」ウインドウに表示され、
オプションです。

Â「コンピュータ名」：：：：        Windows ユーザがサーバに接続したときに表示したい名前を入力しま
す。サーバのNetBIOS名になります。名前は15文字以内にし、特殊文字や句読点は含めない
でください。サーバ名は、修飾されていないDNS ホスト名と一致させるようにしてください。
たとえば、DNS サーバのサーバエントリーが「server.example.com」の場合は、サーバに
「server」という名前を付けます。

Â「ドメイン」：：：：        このサーバが管理するWindowsドメインの名前を入力します。ドメイン名は15
文字を超えることはできません。また、「workgroup」は使用できません。

9 「保存」をクリックします。
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LDAP ディレクトリ管理者アカウントの名前とパスワードを入力してから、「OK」をクリックし
ます。

認証を行うときには、LDAPディレクトリ管理者アカウントを使用する必要があります。PDC を
作成するときに、プライマリサーバ管理者アカウント（ユーザID501）などのローカル管理者ア
カウントを使用することはできません。

PDCを設定した後に、アクセス制限、ログ詳細レベル、コードページ、ドメインブラウズ、また
はWINS登録を変更できます。Windowsサービスが実行中でない場合は、それらを開始できま
す。詳しくは、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

WindowsVistaからドメインにログインできるように設定する
WindowsVista コンピュータからドメインにログインできるようにするには、コンピュータを
MacOSXServerPDCのWindowsドメインに接続します。Windowsドメインに接続するには、
LDAP ディレクトリ管理者アカウントの名前とパスワードが必要です。

この作業は、Windows コンピュータのローカル管理者アカウントを持つユーザに委任できます。
このような場合は、権限を制限した一時的なLDAP ディレクトリ管理者アカウントを作成するこ
とをお勧めします。詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

参考：ドメインに接続できるのは、WindowsVistaUltimate およびBusinessエディションだけ
です。
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WindowsVistaコンピュータをWindowsドメインに接続するには：
1 ローカル管理者アカウントを使って、WindowsVistaにログインします。

2 「コントロールパネル」を開いてから、「システム」を開きます。

3 「設定を変更」をクリックします。

4 「コンピュータ名」をクリックしてから、「変更」をクリックします。

5 コンピュータ名を入力し、「ドメイン」をクリックし、MacOSXServerPDCのドメイン名を入
力してから、「OK」をクリックします。

サーバのドメイン名を調べるときは、サーバまたは管理者コンピュータで「サーバ管理」を開き、

「サーバ」リストで「SMB」を選択し、「設定」をクリックしてから「一般」をクリックします。
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LDAP ディレクトリ管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

WindowsXPからドメインにログインできるように設定する
WindowsXP コンピュータからドメインにログインできるようにするには、コンピュータを
MacOSXServerPDCのWindowsドメインに接続します。Windowsドメインに接続するには、
LDAP ディレクトリ管理者アカウントの名前とパスワードが必要です。

この作業は、Windows コンピュータのローカル管理者アカウントを持つユーザに委任できます。
このような場合は、権限を制限した一時的なLDAP ディレクトリ管理者アカウントを作成するこ
とをお勧めします。詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

WindowsXPコンピュータをWindowsドメインに接続するには：
1 ローカル管理者アカウントを使って、WindowsXPにログインします。

2 「コントロールパネル」を開いてから、「システム」を開きます。

3 「コンピュータ名」をクリックしてから、「変更」をクリックします。

4 コンピュータ名を入力し、「ドメイン」をクリックし、MacOSXServerPDCのドメイン名を入
力してから、「OK」をクリックします。

サーバのドメイン名を調べるときは、サーバまたは管理者コンピュータで「サーバ管理」を開き、

「サーバ」リストで「SMB」を選択し、「設定」をクリックしてから「一般」をクリックします。
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LDAP ディレクトリ管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

Windows2000からドメインにログインできるように設定する
Windows2000 コンピュータからドメインにログインできるようにするには、コンピュータを
MacOSXServerPDCのWindowsドメインに接続します。Windowsドメインに接続するには、
LDAP ディレクトリ管理者アカウントの名前とパスワードが必要です。
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この作業は、Windows コンピュータのローカル管理者アカウントを持つユーザに委任できます。
このような場合は、権限を制限した一時的なLDAP ディレクトリ管理者アカウントを作成するこ
とをお勧めします。詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

Windows2000コンピュータを Windowsドメインに接続するには：
1 ローカル管理者アカウントを使って、Windows2000 にログインします。

2 「コントロールパネル」を開いてから、「システム」を開きます。

3 「ネットワークID」をクリックしてから、「プロパティ」をクリックします。

4 コンピュータ名を入力し、「ドメイン」をクリックし、MacOSXServerPDCのドメイン名を入
力してから、「OK」をクリックします。

サーバのドメイン名を調べるときは、サーバまたは管理者コンピュータで「サーバ管理」を開き、

「サーバ」リストで「SMB」を選択し、「設定」をクリックしてから「一般」をクリックします。
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LDAP ディレクトリ管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

OpenDirectoryの複製を設定する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServer をOpenDirectory のマスターの複製として設定し
て、マスターと同じディレクトリ情報と認証情報をほかのシステムに提供できるようにすること

ができます。

複製サーバは、マスターのLDAPディレクトリドメインの読み出し専用コピーを管理します。複
製サーバは、OpenDirectoryパスワードサーバおよびKerberosKDC（KeyDistributionCenter）
の読み出し／書き込みコピーも管理します。

OpenDirectoryの複製には、次のような利点があります：

Â 低速リンクによって相互接続されているローカル・エリア・ネットワーク（LAN）の広域ネッ
トワーク（WAN）で、LAN 上の複製は、サーバとクライアントコンピュータにユーザアカウ
ントおよびその他のディレクトリ情報への高速アクセスを提供します。

Â 複製は冗長性を提供します。OpenDirectory のマスターに支障が生じた場合、接続されてい
るコンピュータは近くの複製に切り替わります。この自動フェイルオーバーの動作は、
MacOSXおよびMacOSXServerv10.4および10.5の機能です。

参考：ネットワークにMacOSXServerバージョン10.4と10.5 が混在している場合は、一方の
バージョンをもう一方のバージョンのマスターの複製にすることはできません。 v10.5 のOpen
Directory のマスターはMacOSXServerv10.4 には複製されず、MacOSXServerv10.4 の
OpenDirectoryのマスターはMacOSXServerv10.5に複製されません。

OpenDirectory の複製を設定するときは、すべてのディレクトリおよび認証データをOpen
Directory のマスターから複製にコピーする必要があります。ディレクトリドメインの大きさに
よって、複製には数秒から数分かかることがあります。低速ネットワークリンクを介した複製に

は、時間がかかることがあります。
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複製中は、マスターはディレクトリまたは認証サービスを提供できません。マスターLDAPディ
レクトリ内のユーザアカウントは、複製が完了するまではログインやサービスの認証には使用で

きません。

ディレクトリサービスの混乱を最小限にするには、マスターLDAPディレクトリが完全に取り込
まれる前か、1 日のうちでディレクトリサービスが必要にならない時間に複製を設定します。別
の複製を設定しておけば、マスターが利用できなくなってもディレクトリサービスのクライアン

トに問題が発生することがなくなります。

ほかのディレクトリシステムに接続されたMacOSXServerコンピュータをOpenDirectoryの
複製に変更する場合、サーバはほかのディレクトリシステムに接続されたままになります。サー

バは、ユーザレコードとその他の情報を、接続されたほかのディレクトリシステムで検索する前

に、共有LDAPディレクトリドメインで検索します。

OpenDirectoryのマスターの複製を管理するようにサーバを構成するには：
1 マスター、複製にするサーバ、およびそれらの間のすべてのファイアウォールが、SSH通信（ポー
ト22）を許可するように構成されていることを確認します。

MacOSXServer のSSH を有効にするには、「サーバ管理」を使用します。「サービス」リスト
からサーバを選択し、「設定」をクリックし、「一般」をクリックして、「リモートログイン（SSH）」
のオプションを選択します。

マスターにするサーバ上で、SACLによってSSHアクセスがユーザまたはグループに制限されて
いないことを確認します。「サーバ管理」で複製を作成するためのアクセス権が不足することに

なります。「サーバ管理」で「設定」＞「アクセス」と選択して、SACLを一時的に無効にするこ
とができます。

SSHについて詳しくは、「お使いになる前に」を参照してください。SSH通信がMacOSXServer
ファイアウォールを通過することを許可する方法について詳しくは、「ネットワークサービスの
管理」を参照してください。

2 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

3 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

4 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

5 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

6 「変更」をクリックします。

サービス構成アシスタントが開きます。

7 「OpenDirectoryの複製」を選択してから、「続ける」をクリックします。

8 次の情報を求められたら入力します：

Â「Open DirectoryのマスターのIPアドレスまたはDNS名」：  OpenDirectoryのマスターにな
るサーバのIPアドレスまたはDNS 名を入力します。

Â「Open Directory のマスターのルートパスワード」：  OpenDirectory のマスターシステムの
ルートユーザ（ユーザ名が「SystemAdministrator」）のパスワードを入力します。
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Â「ドメイン管理者のユーザ名」：  LDAP ディレクトリドメイン管理者アカウントの名前を入力
します。

Â「ドメイン管理者のパスワード」：  名前を入力した管理者アカウントのパスワードを入力
します。

9 「続ける」をクリックします。

10



OpenDirectory構成の設定を確認してから、「続ける」をクリックします。

11 「閉じる」をクリックします。

12 複製とマスターの日付、時刻、および時間帯が正しいことを確認します。

複製とマスターは同じネットワーク・タイム・サービスを使用するため、時計は常に同期されます。

OpenDirectoryの複製を設定すると、ほかのコンピュータは必要に応じてそれに接続します。

MacOSX またはMacOSXServer のバージョン10.3 ～10.4 を搭載するコンピュータでは、
OpenDirectory の複製のリストを管理します。これらのコンピュータのいずれかがディレクト
リおよび認証サービス用のOpenDirectory のマスターに接続できない場合、そのコンピュータ
はマスターの一番近い複製に接続します。

MacOSXコンピュータを、ディレクトリおよび認証サービス用のOpenDirectoryのマスター
ではなく、OpenDirectory の複製に接続するように構成できます。各MacOSX コンピュータ
で、「ディレクトリユーティリティ」を使って、複製のLDAP ディレクトリにアクセスするため
のLDAPv3構成を作成できます。

また、DHCP サービスからLDAPサーバのアドレスを取得するMacOSXコンピュータに、複製
のLDAPディレクトリを提供するようにDCHP サービスを構成することもできます。133ページ
の「LDAPサービスの詳細設定を使用する」および129ページの「自動検索方式を定義する」を
参照してください。

OpenDirectory のマスターは複製を更新します。マスターは、その複製を指定した間隔で更新
するか、マスターディレクトリが変わったときは常に更新するように構成できます。詳しくは、
189ページの「OpenDirectoryのマスターまたはPDC（プライマリ・ドメイン・コントローラ）
の複製をスケジュールする」を参照してください。

OpenDirectoryのマスターの複数の複製を作成する
複数のサーバをOpenDirectoryのマスターの複製にするには、一度に1つずつ複製を作成しま
す。2 つの複製を同時に作成しようとすると、1つは成功しますが、もう1つは失敗します。そ
の後、2つ目の複製を作成しようとすると、成功するはずです。

OpenDirectoryのマスターには、最大32 個の複製を接続できます。OpenDirectoryのマスター
サーバに直接接続されるメンバーは、リレーと呼ばれます。各リレーに32 個の複製を接続でき
るので、2層構造の階層として1056個の複製を接続できます。
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カスケードレプリケーションのためにOpenDirectoryリレーを
設定する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServer をOpenDirectory のマスターの複製またはリレー
として設定して、マスターと同じディレクトリ情報と認証情報をほかのコンピュータに提供でき

るようにすることができます。

リレーは次の2つの状況を持つサーバです：
Â


OpenDirectoryのマスターの複製（直接のメンバー）です。

Â 複製が接続されています（最大で32個の複製を接続できます）。

リレーの複製を構成する手順は、OpenDirectoryのマスターの複製を構成する手順と同じです。
詳しくは、88ページの「OpenDirectoryの複製を設定する」を参照してください。

サーバをBDCとして設定する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServerをWindowsBDC として設定できます。BDCを設定
することによって、認証サービスおよびディレクトリサービスに対してWindowsドメインへの
ログイン要求やその他のWindows クライアント要求が行われるときに、フェイルオーバーや
バックアップが自動的に行われます。

BDC サーバから、ファイル、プリント、ブラウズ、WINS（WindowsInternetNameService）
など、その他のWindowsサービス（SMB サービス）も提供できます。BDCでは、PDC/BDC に
ユーザアカウントを持つユーザのホームフォルダを管理できます。 

WindowsBDCを設定するには：
1 そのサーバがOpenDirectoryの複製であることを確認します。

サーバが OpenDirectory の複製であるかどうかを確認するには、「サーバ管理」を開いてその
サーバに接続し、サーバの左にある三角形をクリックしてリストを展開し、展開されたサービス

リストから「OpenDirectory」を選択してから、「概要」をクリックします。OpenDirectory
サーバの役割が、状況情報の最初の行に表示されます。

2 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

3 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

4 展開された「サーバ」リストで「SMB」を選択します。

5 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

6 「役割」ポップアップメニューから「バックアップ・ドメイン・コントローラ（BDC）」を選択し
てから、次の情報を入力します：

Â「説明」：：：：        この説明はWindowsコンピュータの「マイネットワーク」ウインドウに表示され、
オプションです。
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Â「コンピュータ名」：：：：        Windows ユーザがサーバに接続したときに表示したい名前を入力しま
す。サーバのNetBIOS名になります。名前は15文字以内にし、特殊文字や句読点は含めない
でください。サーバ名は、修飾されていないDNS ホスト名と一致させるようにしてください。
たとえば、DNS サーバのサーバエントリーが「server.example.com」の場合は、サーバに
「server」という名前を付けます。

Â「ドメイン」：：：：        このサーバが管理するWindowsドメインの名前を入力します。ドメイン名は15
文字を超えることはできません。また、「workgroup」は使用できません。

7 「保存」をクリックします。

8 サーバ上のLDAPディレクトリを管理できるユーザアカウントの名前とパスワードを入力してか
ら、「OK」をクリックします。

認証を行うときには、LDAPディレクトリ管理者アカウントを使用する必要があります。BDC を
作成するときに、プライマリサーバ管理者アカウント（ユーザID501）などのローカル管理者ア
カウントを使用することはできません。

BDCを設定した後に、アクセス制限、ログ詳細レベル、コードページ、ドメインブラウズ、また
はWINS登録を変更できます。Windowsサービスが実行中でない場合は、それらを開始できま
す。詳しくは、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

OpenDirectoryのフェイルオーバーを設定する
OpenDirectory のマスターまたはその複製が利用できなくなると、バージョン10.3 ～10.5 の
MacOSXまたはMacOSXServerを搭載したクライアントコンピュータは、自動的に利用可能
な複製を探して接続します。

複製を使ってディレクトリ情報を読み出すことができるのは、クライアントのみです。複製に関

するディレクトリ情報は、「ワークグループマネージャ」などの管理ツールを使って変更するこ

とはできません。

パスワードタイプがOpenDirectory であるユーザは、OpenDirectory の複製に接続されてい
るコンピュータ上のパスワードを変更できます。複製は、パスワードの変更をマスターと同期さ

せます。マスターがしばらくの間利用できない場合、複製は、マスターが再度利用可能になった

ときにパスワードの変更をマスターと同期させます。

OpenDirectory のマスターに恒久的な障害が発生し、そのマスターに現在のアーカイブデータ
がある場合は、新しいマスターにデータを復元することができます。または、複製をマスターに

昇格することもできます。詳しくは、195ページの「OpenDirectory のマスターを復元する」お
よび190ページの「OpenDirectoryの複製を昇格する」を参照してください。

参考：障害が発生したOpenDirectory のマスターまたは複製にMacOSX またはMacOSX
Serverv10.2 以前を搭載したクライアントコンピュータがある場合、v10.2 のコンピュータおよ
びサーバは、自動的には別の複製にフェイルオーバーしません。
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複製をマスターに昇格することで、障害が発生したマスターを置き換える場合は、この新しいマ

スターまたはいずれかの複製に接続するように各コンピュータおよびサーバを手動で再構成す

ることができます。これを行うには、各コンピュータまたはサーバで「ディレクトリユーティリ

ティ」を使用して、コンピュータが新しいマスターまたは利用可能な複製にアクセスする方法を

指定するLDAPv3構成を作成します。

詳しくは、133ページの「LDAPサービスの詳細設定を使用する」を参照してください。

ディレクトリサーバへの接続を設定する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServerがほかのサーバの共有ディレクトリドメインからユー
ザレコードやその他のディレクトリ情報を取得するように設定できます。ほかのサーバも、その

ディレクトリ情報の認証を提供します。MacOSXServerは、それ自身のローカル・ディレクトリ
ドメインからディレクトリ情報を取得し、そのローカルディレクトリ情報の認証を提供します。

重要：MacOSXServer を、OpenDirectory のマスターにするのではなく、ほかのディレクト
リシステムに接続するように変更すると、その共有LDAP ディレクトリドメインが無効になり、
次のような状態になります：

Â 共有ディレクトリドメイン内のユーザレコードやその他の情報は、削除されます。

Â ほかのサーバがマスター・ディレクトリドメインに接続されていた場合は、使用できなくなっ

たディレクトリドメイン内のユーザアカウントやその他の情報が利用できなくなったときに、

そのサービスが正常に動作しなくなることがあります。

Â 使用できなくなったディレクトリドメイン内にアカウントあるユーザは、 OpenDirectory の
マスター上のファイルやフォルダ、およびマスター・ディレクトリドメインに接続されたその

他のサーバ上のファイルやフォルダに、アクセスできなくなることがあります。

既存のシステムからディレクトリサービスを取得するようにサーバを構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

5 「変更」をクリックします。

サービス構成アシスタントが開きます。

6 「ディレクトリサーバに接続」を選択してから「続ける」をクリックします。

7



OpenDirectory構成の設定を確認してから、「続ける」をクリックします。

8 サーバがOpenDirectoryのマスターだった場合で、ユーザやサービスが、サーバが管理してい
る共有ディレクトリドメインに保存されたディレクトリデータにアクセスする必要がないこと

が確かな場合は、「閉じる」をクリックします。
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9 「ディレクトリユーティリティを開く」ボタンをクリックして、1 つ以上のディレクトリシステム
へのアクセスを構成します。

特定の種類のディレクトリサービスへのアクセスを構成する方法について詳しくは、第 7章
「ディレクトリクライアントを管理する」を参照してください。

MacOSXServerv10.4以降をMacOSXServerv10.3以前のディレクトリドメインに接続する
場合は、古いディレクトリドメインに定義されているユーザはNTLMv2 方法では認証できませ
ん。この方法では、 MacOSXServerv10.4以降のWindows サービスのために、一部のWindows
ユーザを安全に認証する必要があります。

MacOSXServerv10.4以降のOpenDirectory パスワードサーバはNTLMv2による認証をサポ
ートしますが、MacOSXServerv10.3以前のパスワードサーバはNTLMv2をサポートしません。

同様に、MacOSXServerバージョン10.4以降をMacOSXServerバージョン10.2以前のディ
レクトリドメインにアクセスするように構成する場合は、古いディレクトリドメインに定義され

ているユーザはMS-CHAPv2方法で認証できません。この方法では、MacOSXServerv10.4 以
降のVPNサービスのために、ユーザを安全に認証する必要があります。

MacOSXServer バージョン10.4 のOpenDirectory はMS-CHAPv2による認証をサポートし
ていますが、MacOSXServerバージョン10.2のパスワードサーバは MS-CHAPv2をサポート
していません。

10 構成対象のサーバに、Kerberos保護領域も管理するディレクトリシステムへのアクセス権がある
場合は、そのサーバをそのKerberos保護領域に接続することができます。

Kerberos保護領域に接続するには、Kerberos管理者、またはその保護領域に接続する権限を委
任されたユーザの名前とパスワードが必要です。詳しくは、102ページの「サーバを Kerberos
保護領域に接続する」を参照してください。

サーバをMacOSXServerPDCドメインメンバーとして設定する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServerがMacOSXServerPDCが管理するWindowsドメイ
ンに接続するように設定できます。Windows ドメインに接続されているサーバからPDC上にア
カウントを持つユーザに対して、ファイル、プリント、およびその他のサービスを提供できます。

ドメイン・メンバー・サーバは、PDC またはバックアップ・ドメイン・コントローラから認証
サービスを取得します。このサーバでは、PDC上にユーザアカウントを持つユーザのユーザプロ
ファイルとホームフォルダを管理できます。ドメイン・メンバー・サーバからほかのドメイン・

メンバー・サーバに対して、認証サービスは提供されません。

MacOSXServerをMacOSXServerPDCのWindowsドメインに接続するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「SMB」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

5 「役割」ポップアップメニューから「ドメインメンバー」を選択し、次の情報を入力します：
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Â「説明」：：：：        この説明は、WindowsXPおよび2000 の「マイネットワーク」ウインドウ（Windows
95、98、またはME の場合は「ネットワークコンピュータ」ウインドウ）に表示され、オプ
ションです。

Â「コンピュータ名」：：：：        Windows ユーザがサーバに接続したときに表示したい名前を入力しま
す。サーバのNetBIOS名になります。名前は15文字以内にし、特殊文字や句読点は含めない
でください。

サーバ名は、修飾されていないDNS ホスト名と一致させるようにしてください。たとえば、
DNS サーバのサーバエントリーが「server.example.com」の場合は、サーバに「server」と
いう名前を付けます。

Â「ドメイン」：：：：        このサーバから接続する Windows ドメインの名前を入力します。MacOSX
ServerPDCが管理するドメインでなければなりません。名前は15文字を超えることはできま
せん。また、「workgroup」は使用できません。

6 「保存」をクリックします。

7



LDAP ディレクトリ管理者アカウントの名前とパスワードを入力してから、「OK」をクリックし
ます。

認証を行うときには、LDAP ディレクトリ管理者アカウントを使用する必要があります。
Windowsドメインに接続するときに、プライマリサーバ管理者アカウント（ユーザID501）な
どのローカル管理者アカウントを使用することはできません。

Windows ドメインメンバーを設定した後に、アクセス制限、ログ詳細レベル、コードページ、
ドメインブラウズ、またはWINS 登録を変更できます。Windows サービスが実行中でない場合
は、それらを開始できます。

詳しくは、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

サーバをActiveDirectoryドメインメンバーとして設定する
「サーバ管理」と「ディレクトリユーティリティ」を使って、Windows2000 または2003 サー
バが管理するActiveDirectoryドメインに接続するようにMacOSXServer を設定できます。

ActiveDirectoryドメインに接続されているサーバからActiveDirectoryドメインにアカウント
を持つユーザに対して、ファイル、プリント、およびその他のサービスを提供できます。

ドメイン・メンバー・サーバは、ActiveDirectoryから認証サービスを取得します。ドメイン・メ
ンバー・サーバからほかのドメイン・メンバー・サーバに対して、認証サービスは提供されません。

MacOSXServerをWindowsサーバのActiveDirectoryドメインに接続するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。
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5 「変更」をクリックします。

サービス構成アシスタントが開きます。

6 「ディレクトリサーバに接続」を選択してから「続ける」をクリックします。

7



OpenDirectory構成の設定を確認してから、「続ける」をクリックします。

8 「閉じる」をクリックします。

9 「ディレクトリユーティリティを開く」をクリックします。

10 「ディレクトリユーティリティ」の左下隅でカギをクリックし、認証を求められたら認証を行い
ます。

11 「詳細設定を表示」をクリックします。

12 「ディレクトリサーバ」（一番上にあります）をクリックします。

13 「追加」（＋）ボタンをクリックします。

14 「追加する新しいディレクトリタイプ」ポップアップメニューから「Active Directory」を選択
し、次の情報を入力します：

Â「Active Directoryドメイン」：：：：        ActiveDirectoryサーバのDNS 名またはIPアドレスです。
Â「コンピュータ ID」：：：：        （オプション）サーバに使用したいIDを編集します。サーバのNetBIOS名
になります。名前は15 文字以内にし、特殊文字や句読点は含めないでください。サーバ名は、
修飾されていないDNSホスト名と一致させるようにしてください。たとえば、DNS サーバの
サーバエントリーが「server.example.com」の場合は、サーバに「server」という名前を付
けます。

Â「AD管理者のユーザ名」および「AD管理者のパスワード」：：：：        ActiveDirectory 管理者のユーザ
名とパスワードを入力します。

15 「OK」をクリックし、「ディレクトリユーティリティ」を閉じます。

16 「Kerberosに接続」をクリックして、サーバをActiveDirectory のKerberos保護領域に接続し
ます。

17 次の情報を入力します：

Â「管理者名」：：：：        Kerberosサーバ管理者のユーザ名を入力します。
Â「パスワード」：：：：        Kerberos サーバ管理者のパスワードを入力します。
Â「保護領域名」：：：：        Kerberos サーバの保護領域名を入力します。
Â「KDC のDNS/Bonjour 名」：：：：        Kerberos サーバのDNS名またはBonjour名を入力します。

18 「OK」をクリックします。

19 「サーバ」リストで「SMB」を選択します。

20 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

21 このサーバがActiveDirectoryドメインのメンバーになっていることを確認します。

サーバのオプションの説明を変更できます。この説明は、Windows コンピュータの「マイネット
ワーク」ウインドウに表示されます。
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ActiveDirectory ドメインメンバーを設定した後に、アクセス制限、ログ詳細レベル、コード
ページ、ドメインブラウズ、またはWINS 登録を変更できます。Windowsサービスがまだ実行
中でない場合は、それらを開始できます。詳しくは、「ネットワークサービスの管理」を参照し
てください。

シングルサインオンKerberos認証を設定する
シングルサインオンKerberos認証を設定する手順は、以下の通りです：
Â


DNSがネットワーク上で利用可能になっていて、 OpenDirectoryのマスターサーバ（または
ほかのKerberosサーバ）の完全修飾DNS 名をIPアドレスに解決するように構成されている
必要があります。また、DNSは、IPアドレスをサーバの完全修飾 DNS 名に解決するように構
成されている必要もあります。

Â 管理者は、Kerberos保護領域を管理するようにディレクトリシステムを設定する必要がありま
す。Kerberos保護領域を管理するようにMacOSXServerを設定する方法について詳しくは、
98ページの「OpenDirectoryのKerberos保護領域を設定する」を参照してください。

Â


OpenDirectory のマスターのKerberos 管理者は、サーバをOpenDirectory のマスターの
Kerberos保護領域に接続する権限を委任することができます。（管理者は、委任された権限を
必要としません。Kerberos管理者は、任意のサーバをKerberos保護領域に接続する権限を暗
黙的に持っています。）100ページの「OpenDirectoryのKerberos保護領域に接続する権限
を委任する」を参照してください。

Â


Kerberos管理者または権限を委任されたユーザは、サーバをKerberos保護領域に接続する必
要があります。Kerberos 保護領域は、接続したサーバが提供するサービスのシングルサイン
オンKerberos 認証を提供します。102ページの「サーバをKerberos保護領域に接続する」を
参照してください。

Â


Kerberosを使用するすべてのコンピュータの日付、時刻、および時間帯を正しく設定する必要
があります。また、同じネットワーク・タイム・サーバを使用するように構成する必要があり

ます。Kerberosは、それを使用するすべてのコンピュータが同期されている時計に依存します。

OpenDirectoryのマスターを構成するときに、OpenDirectory サービスをはじめて開始する場
合は、DNS が正しく構成されていて実行中であることを事前に確認してください。Open
Directory を開始するときにDNS が適切に構成されていない場合または実行中でない場合は、
Kerberosが適切に機能しません。

OpenDirectoryがはじめて開始されると、Kerberos はDNS サービスを使用して構成設定を生
成します。Kerberos が最初に開始されるときにDNSサーバを利用できない場合は、その構成は
無効になり、適切に機能しません。Kerberosが実行され、その構成ファイルが生成された後は、
DNSに関係なく動作するようになり、DNSへの変更があってもKerberosへの影響はありません。

MacOSXServerの個々のサービスには、シングルサインオンまたはKerberos 用の構成は必要
ありません。
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OpenDirectory のマスターまたは複製か、またはそれに接続しているMacOSXServer バー
ジョン10.5 以降を搭載したすべてのサーバでシングルサインオン Kerberos 認証を使用できる
サービスは、以下の通りです：

Â ログインウインドウ

Â メールサービス

Â


AFP

Â



FTP

Â



SMB（ActiveDirectoryのKerberos保護領域のメンバーとして）
Â


iChat

Â プリントサービス

Â


NFS

Â



Xgridサービス
Â


VPN

Â



ApacheWebサービス

Â


LDAPv3ディレクトリサービス（OpenDirectoryのマスターまたは複製上）。

OpenDirectoryのKerberos保護領域を設定する
OpenDirectory のマスターを設定することによって、ネットワーク上でシングルサインオン
Kerberos認証を提供できます。

OpenDirectoryのマスターは、 MacOSXServerをインストールして初期構成を行っているとき
に設定できます。ただし、MacOSXServer のOpenDirectoryの役割を変更する場合は、「サー
バ管理」を使用して、OpenDirectoryのマスターの役割を変更できます。

詳しくは、83ページの「OpenDirectory のマスターを設定する」および 99ページの「Open
Directory のマスターを設定した後でKerberosを起動する」を参照してください。

OpenDirectoryのマスターであるサーバには、このサーバから提供するKerberos対応サービス
用のシングルサインオンKerberos 認証をサポートするために、ほかの構成は必要ありません。

このサーバは、ネットワーク上のほかのサーバのKerberos 対応サービス用のシングルサインオ
ンKerberos認証もサポートできます。その他のサーバは、OpenDirectory のKerberos保護領
域に接続するように設定する必要があります。

詳しくは、100ページの「OpenDirectoryのKerberos保護領域に接続する権限を委任する」お
よび102ページの「サーバをKerberos 保護領域に接続する」を参照してください。

重要：OpenDirectoryのマスターでKerberosとシングルサインオン認証を提供するためには、
DNSを正しく構成する必要があります。さらに、以下の点について考慮する必要があります：



第5章    OpenDirectoryサービスを設定する 99



Â



DNSサービスは、OpenDirectoryのマスターを含むすべてのサーバの完全修飾DNS名とそれ
らの IP アドレスを解決し、対応する逆引き参照を提供するように構成する必要があります。
DNSサービスの設定について詳しくは、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

Â


OpenDirectory のマスターサーバの「ネットワーク」環境設定は、サーバの名前を解決する
DNS サーバを使用するように構成する必要があります。（OpenDirectory のマスターサーバ
で独自のDNS サービスを提供している場合は、その「ネットワーク」環境設定でマスターサー
バ自体をDNS サーバとして使用するように構成する必要があります。）

OpenDirectoryのマスターを設定した後でKerberosを起動する
OpenDirectoryのマスターを設定するときにKerberosが開始されていない場合は、「サーバ管
理」を使用して手動で開始できます。ただし、Kerberos の開始を妨げていた問題をまず解決す
る必要があります。通常、問題は、DNS サービスが正しく構成されていないか、実行されてい
ないことです。

参考：Kerberos を手動で開始した後は、アカウントにOpenDirectory のパスワードがあり、そ
のアカウントがKerberos の停止中にOpenDirectory のマスターのLDAPディレクトリで作成
されたユーザは、次回ログインするときにパスワードをリセットする必要がある場合がありま

す。したがって、ユーザアカウントが影響を受けるのは、Kerberos の停止中にOpenDirectory
のパスワードの回復可能な認証方法がすべて無効になっていた場合だけです。

OpenDirectoryのマスターでKerberosを手動で起動するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「リフレッシュ」をクリックし（または、「表示」＞「リフレッシュ」と選択し）、「概要」パネル
に報告されているKerberos の状況を確認します。

Kerberosが実行されている場合は、ほかにすることはありません。

5 「ネットワークユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を使用し
て、OpenDirectoryのマスターのDNS 名からDNS参照を、IP アドレスから逆引き参照を実行
します。

サーバのDNS 名またはIPアドレスが正しく解決されない場合：

Â「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルで、サーバのプライマリ・ネットワーク・イン
ターフェイス（通常は内蔵Ethernet）のTCP/IP 設定を調べます。リストされている1番目の
DNSサーバがOpenDirectoryサーバの名前を解決するDNSサーバであることを確認します。

Â



DNSサービスの構成をチェックし、DNSサービスが実行中であることを確認します。

6 「サーバ管理」で、マスターサーバのOpenDirectoryを選択し、「設定」をクリックして、「一般」
をクリックします。

7 「Kerberos対応にする」をクリックして、以下の情報を入力します：
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Â「管理者名」および「パスワード」：  OpenDirectory のマスターのLDAPディレクトリの管理
者として認証を行う必要があります。

Â「保護領域名」：  このフィールドは、大文字に変換されたサーバの DNS 名と同じものにあらか
じめ設定されています。これは、Kerberos 保護領域の命名規則です。必要に応じて、別の名
前を入力できます。

OpenDirectoryのKerberos保護領域に接続する権限を委任する
「サーバ管理」を使って、サーバをシングルサインオンKerberos認証用のOpenDirectoryのマ
スターサーバに接続する権限を委任できます。

権限は、1 つ以上のユーザアカウントに委任できます。権限を委任するユーザアカウントには
OpenDirectoryのパスワードタイプが必要であり、そのユーザアカウントはOpenDirectoryの
マスターサーバのLDAPディレクトリ内に置かれている必要があります。権限を委任する、依存
するサーバには、MacOSXServer バージョン10.3以降が必要です。

参考：Kerberos権限を委任されたアカウントがOpenDirectory のマスターサーバで削除されて
再作成される場合、新しいアカウントには、依存するサーバをOpenDirectory のマスターの
Kerberos保護領域に接続する権限はありません。

Kerberos 管理者（つまり、OpenDirectory の LDAP の管理者）は、依存するサーバをOpen
Directory のKerberos 保護領域に接続する権限を委任されている必要はありません。Kerberos
管理者は、任意のサーバをKerberos保護領域に接続する権限を暗黙的に持っています。

OpenDirectoryのKerberos保護領域に接続する権限を委任するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、OpenDirectoryのマスターサーバのLDAPディレクトリドメ
インでコンピュータグループを作成するか、このディレクトリで既存のコンピュータグループを

選択します。

Â 既存のコンピュータグループを選択するには、「アカウント」をクリックするか、「表示」＞

「アカウント」と選択して、「コンピュータグループ」ボタン（アカウントリストの上にありま

す）をクリックし、使用するコンピュータグループを選択します。

Â 依存するサーバを追加するコンピュータグループがLDAPサーバにない場合は、作成すること
ができます。

「アカウント」をクリックしてから、「コンピュータ」ボタン（アカウントリストの上にありま

す）をクリックします。

アカウントのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリックし、ポップアップメニューを
使用して、OpenDirectoryのマスターのLDAPディレクトリを開きます。

カギをクリックし、LDAPディレクトリの管理者として認証します。

「コンピュータグループ」ボタン（アカウントリストの上にあります）をクリックしてから、

「新規コンピュータグループ」をクリックするか、「サーバ」＞「新規コンピュータグループ」

と選択します。

リスト名（たとえば、「Kerberos対応のサーバ」）を入力します。

2 「メンバー」をクリックしてから追加（＋）ボタンをクリックして、次の情報を入力します：
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Â「アドレス」：  依存するサーバのプライマリEthernetポートのEthernetアドレスを入力します。
プライマリEthernet ポートは、依存するサーバの「ネットワーク」環境設定の「ネットワー
クの状況」パネルにリストされる最初のポートです。このポートのアドレスは、「ネットワー

ク」環境設定の「Ethernet」パネルに「EthernetID」として表示されます。正しいEthernet
アドレスを入力しないと、依存するサーバは、Kerberos認証用のOpenDirectoryのマスター
に接続できません。

Â「名前」：  依存するサーバのホスト名だけではなく、完全修飾DNS 名を入力します。たとえば、
その名前をserver2.example.com とすることはできますが、server2 とすることはできませ
ん。この名前は、KDCでKerberosプリンシパルを作成するために使用されます。この名前が
正しくないと、ユーザはKerberos を使用して認証することはできません。DNS システムに
は、依存するサーバの名前のエントリーと、依存するサーバの IP アドレスの逆引き参照エン
トリーが必要です。

Â「この名前をコンピュータ名として使用」：  Kerberosの動作には影響しません。
Â「コメント」：  省略可能で、情報提供のためにのみ使用されます。 

3 「保存」をクリックし、コンピュータグループへの変更を保存します。

4 「環境設定」をクリックし、コンピュータグループに、管理された環境設定がないことを確認し
ます。

環境設定カテゴリの配列内にある項目のアイコンの横に小さい矢印がある場合、その項目には管

理された環境設定があります。管理された環境設定を項目から取り除くには、項目をクリックし、

「管理」の横の「しない」を選択して、「今すぐ適用」をクリックします。項目に複数のパネルが

ある場合は、各パネルで「管理」の横の「しない」を選択し、「今すぐ適用」をクリックします。

5



Kerberos権限を1つ以上のユーザアカウントに委任する場合は、それらのアカウントを作成し
ます。

Â



OpenDirectoryのマスターサーバのLDAPディレクトリで作業していることを確認します。
必要に応じて、小さい地球のアイコンをクリックし、ポップアップメニューを使用してこの

ディレクトリを開きます。次に、カギをクリックして、このディレクトリの管理者として認証

します。

Â「ユーザ」ボタン（左側）をクリックし、「新規ユーザ」をクリックするか、「サーバ」＞「新

規ユーザ」と選択します。

Â 名前、ユーザ名、およびパスワードを入力します。

Â「ユーザに許可する操作」の「アクセスアカウント」または「このサーバを管理」が選択され

ていないことを確認します。

ほかのパネルで設定を変更することもできますが、「詳細」パネルで「ユーザのパスワードの

タイプ」設定を変更しないでください。Kerberos権限を委任されたユーザは、OpenDirectory
のパスワードを持つ必要があります。

6 「保存」をクリックし、新しいユーザアカウントを保存します。

7 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバに接続します。

8 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

9 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。
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10 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

11 「役割」が「OpenDirectoryのマスター」になっていることを確認してから、「Kerberosレコー
ドを追加」をクリックし、以下の情報を入力します。

Â「管理者名」：  OpenDirectoryのマスターサーバ上のLDAPディレクトリ管理者の名前を入力
します。

Â「管理者のパスワード」：  入力した管理者アカウントのパスワードを入力します。

Â「構成レコードの名前」：  手順2 で依存するサーバをコンピュータに追加したときに入力した
完全修飾DNS 名を入力します。

Â「委任された管理者」：  指定したサーバに対するKerberos権限を委任する各ユーザアカウント
のユーザ名（ショートネーム）またはロングネームを入力します。将来このユーザアカウント

が削除された場合に問題が発生しないように、少なくとも2つの名前を入力することを考慮し
てください。

12 「追加」をクリックしてから「保存」をクリックして、指定した通りにKerberos権限を委任します。

複数の依存するサーバに権限を委任するには、それぞれに対してこの手順を繰り返します。

サーバをOpenDirectory のKerberos 保護領域に接続する手順について詳しくは、102ページ
の「サーバをKerberos保護領域に接続する」を参照してください。

サーバをKerberos保護領域に接続する
「サーバ管理」を使用すると、Kerberos管理者、または適切に権限を委任されたアカウントを持
つユーザは、MacOSXServerをKerberos保護領域に接続することができます。

サーバが接続できるKerberos保護領域は1つだけです。OpenDirectoryのKerberos保護領域、
ActiveDirectoryのKerberos保護領域、またはMITKerberosに基づく既存の保護領域のいずれ
かです。

OpenDirectory の Kerberos 保護領域に接続するには、Kerberos 管理者アカウント、または
Kerberos 権限を委任されたユーザアカウントが必要です。詳しくは、100ページの「Open
Directory のKerberos保護領域に接続する権限を委任する」を参照してください。

サーバをKerberos保護領域に接続するには：
1


Kerberos保護領域に接続するサーバがKerberosサーバの共有ディレクトリドメインにアクセス
するように構成されていることを確認します。

確認するには、Kerberos 保護領域に接続するサーバで「ディレクトリユーティリティ」を開く
か、別のコンピュータで「ディレクトリユーティリティ」を使用してサーバに接続します。「検
索方式」をクリックしてから「認証」をクリックし、Kerberos サーバのディレクトリドメイン
が一覧に表示されていることを確認します。リストされていない場合は、第 7章「ディレクトリ
クライアントを管理する」で、ディレクトリへのアクセスを構成する手順を参照してください。

2 「サーバ管理」を開き、Kerberos保護領域に接続したいサーバに接続します。 

3 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。
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4 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

5 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

6 「役割」が「ディレクトリサーバに接続」になっていることを確認してから、「Kerberosに接続」
をクリックし、以下の情報を入力します：

Â



OpenDirectoryのKerberos保護領域またはActiveDirectoryのKerberos保護領域の場合は、
ポップアップメニューから保護領域を選択し、Kerberos 管理者、またはサーバに対する
Kerberos権限を委任されたユーザの名前とパスワードを入力します。

Â


MIT ベースのKerberos保護領域の場合は、Kerberos管理者の名前とパスワード、Kerberos 保
護領域名、およびKerberosKDCサーバのDNS名を入力します。
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6 ユーザ認証を管理する

ユーザパスワードをリセットしたり、パスワードタイプを変更した
り、パスワード方式を設定したり、認証方法を選択したりなど、「ワー
クグループマネージャ」を使ってさまざまな作業を実行する方法につ
いて説明します。

「ワークグループマネージャ」はMacOSX コンピュータを集中管理するためのアプリケーショ
ンで、ここからソフトウェアやリムーバブルメディアへのアクセスを制御したり、複数の異なる

ユーザに共通の環境を提供したりできます。また、「ワークグループマネージャ」はユーザ認証

の管理するために使用することもできます。「ワークグループマネージャ」について詳しくは、

「ユーザの管理」を参照してください。

ディレクトリドメインに保管されているユーザ認証情報を管理することができます。

作業の説明と手順については、以下のセクションを参照してください：

Â


106ページの「パスワードを作成する」

Â


106ページの「ユーザのパスワードを変更する」

Â


107ページの「複数ユーザのパスワードをリセットする」

Â


108ページの「ユーザのパスワードタイプを変更する」

これには、OpenDirectory、シャドウパスワード、または暗号化パスワードへのパスワード
タイプの変更と、シングルサインオンKerberosの有効化があります。

Â



111ページの「ユーザのシングルサインオンKerberos認証を有効にする」

Â


111ページの「グローバルパスワード方式を変更する」

Â


112ページの「個々のユーザ用のパスワード方式を設定する」

Â


113ページの「シャドウパスワードのユーザの認証方法を選択する」

Â


114ページの「OpenDirectory のパスワードの認証方法を選択する」

Â


115ページの「OpenDirectory認証の管理者権限を割り当てる」

Â


116ページの「主要な管理者のパスワードは一致させる」

Â


116ページの「ユーザにLDAPバインド認証を有効にする」

Â


117ページの「書き出されたユーザまたは読み込まれたユーザのパスワードを設定する」

Â


117ページの「MacOSXServer バージョン10.1以前からパスワードを移行する」
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パスワードを作成する
ユーザのアカウントと関連付けられたパスワードは、ログインまたはその他のサービスのために

認証するユーザが入力する必要があります。パスワードでは大文字と小文字が区別されます

（SMBLANManagerのパスワードを除きます）。入力時には画面には表示されません。

ユーザに対して選択するパスワードタイプにかかわらず、MacOSXServerユーザアカウントの
パスワードは次の基準に準拠して設定してください：

Â パスワードは、権限がないユーザが簡単に推測できないように、英数字と記号を組み合わせて

指定します。パスワードは単語で構成しないようにしてください。適切なパスワードにするに

は、数字と記号（#、$ など）を使用したり、ある語句に含まれるすべての単語の最初の文字
で構成するようにします。大文字と小文字を両方とも使用するようにします。

Â 空白文字と、Option キーを使った文字の組み合わせは使用しないでください。
Â ユーザが使用するコンピュータで入力できない文字や、別のキーボードやプラットフォームで

正しく入力するために特殊なキーの組み合わせを知っている必要があるような文字は、使用し

ないでください。

Â ネットワークプロトコルによっては、前のスペース、中間のスペース、または後ろのスペース

を含むパスワードはサポートしていません。

Â 長さゼロのパスワードは推奨されていません。OpenDirectory および一部のシステム（LDAP
バインドなど）では、長さゼロのパスワードに対応していません。

Â ユーザがアクセスするコンピュータやサービスとの互換性を最大にするためには、パスワード

にASCII文字のみを使用してください。

ユーザのパスワードを変更する
「ワークグループマネージャ」を使用すると、読み出し／書き込みアクセス権を持つディレクト

リドメイン内に定義されたユーザアカウントのパスワードを変更できます。たとえば、Open
Directory のマスターのLDAP ディレクトリ内にあるユーザアカウントのパスワードを変更する
ことができます。

重要：コンピュータの LDAPディレクトリ接続を認証するために使用したユーザアカウントのパ
スワードを変更する場合は、影響を受けるコンピュータのLDAP 接続設定も同じように変更する
か、LDAP ディレクトリとLDAP ディレクトリへのすべての接続を、信頼できるバインディング
を使用するように構成します。

詳しくは、184ページの「OpenDirectory サーバのバインド方式を設定する」153ページの
「LDAP 接続の認証に使用されるパスワードを変更する」および150ページの「LDAP ディレク
トリとの信頼されたバインディングを終了する」を参照してください。

ユーザのパスワードを変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」を開き、「アカウント」ボタンをクリックして、「ユーザ」ボタン
をクリックします。

2 パスワードを変更するユーザアカウントを含むディレクトリドメインを開き、ドメインの管理者

として認証します。

ディレクトリドメインを開くには、ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリック

し、ポップアップメニューから選びます。
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ユーザのパスワードタイプがOpenDirectory の場合は、パスワードタイプがOpenDirectory
である管理者として認証する必要があります。

3 パスワードを変更する必要があるアカウントを選択します。 

4 「基本」パネルでパスワードを入力し、「保存」をクリックします。

5 ユーザに、そのユーザがログインできる新しいパスワードを伝えます。

新しいパスワードを使ってMacOSX にログインした後、ユーザは、「システム環境設定」の「ア
カウント」をクリックすることによってパスワードを変更できます。

パスワードタイプがOpenDirectoryであるアカウントのパスワードを変更したときに、そのア
カウントがOpenDirectoryの複製やマスターのLDAPディレクトリに置かれている場合、その
変更はマスターとそのすべての複製に同期されます。MacOSXServer は、マスターとその複製
の間で、OpenDirectoryのパスワードに対する変更を同期させます。

複数ユーザのパスワードをリセットする
「ワークグループマネージャ」を使って、複数のユーザアカウントを同時に選択し、それらが同

じパスワードタイプと同じ一時パスワードを持つように変更することができます。

複数のユーザアカウントのパスワードタイプとパスワードを変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」を開き、「アカウント」ボタンをクリックして、「ユーザ」ボタン
をクリックします。

2 リセットするパスワードタイプとパスワードを持つユーザアカウントを含むディレクトリドメ

インを開き、ドメインの管理者として認証します。

ディレクトリドメインを開くには、ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリック

し、ポップアップメニューから選びます。

パスワードタイプをOpenDirectoryとして設定する場合は、パスワードタイプが
OpenDirectoryである管理者として認証する必要があります。

3 ユーザアカウントを、コマンドキーを押しながらクリックするか、Shiftキーを押しながらクリッ
クして、パスワードタイプを変更する必要があるアカウントを選択します。

4 「基本」パネルでパスワードを入力し、「詳細」パネルで「ユーザのパスワードのタイプ」を設定
します。

5 「保存」をクリックします。

6 ユーザに、そのユーザがログインするための一時パスワードを伝えます。

一時パスワードを使ってログインした後、ユーザは、「システム環境設定」の「アカウント」を
クリックすることによってパスワードを変更できます。

パスワードタイプがOpenDirectoryであるアカウントのパスワードを変更したときに、そのア
カウントがOpenDirectoryの複製やマスターのLDAPディレクトリに置かれている場合、その
変更はマスターとそのすべての複製に同期されます。MacOSXServer は、マスターとその複製
の間で、OpenDirectoryのパスワードに対する変更を同期させます。
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ユーザのパスワードタイプを変更する
「ワークグループマネージャ」の「詳細」パネルで、パスワードタイプを次のいずれかに設定で

きます：

Â「Open Directory」： ユーザのアカウントがOpenDirectory のマスターまたは複製のLDAP
ディレクトリにある場合に複数の従来の認証方法が有効になり、シングルサインオンKerberos
認証も有効になります。OpenDirectory のパスワードは、OpenDirectoryパスワードサーバ
のデータベースとKerberosKDC内に、ディレクトリドメインとは別に保管されます。108ペー
ジの「パスワードタイプをOpenDirectory に変更する」を参照してください。

Â「シャドウパスワード」：  ローカル・ディレクトリドメイン内のユーザアカウントに対して、複
数の従来の認証方法が有効になります。シャドウパスワードは、ルート・ユーザ・アカウント

のみが読み出し可能なファイル内に、ディレクトリドメインとは別に保管されます。110ペー
ジの「パスワードのタイプをシャドウパスワードに変更する」を参照してください。

Â「暗号化パスワード」：  共有ディレクトリドメイン内のユーザアカウントに対して、基本的な
認証を提供します。暗号化パスワードは、ディレクトリドメイン内のユーザ・アカウント・レコ

ードに保管されます。暗号化パスワードは、MacOSXv10.1 以前にログインする場合に必要
です。110ページの「パスワードのタイプを暗号化パスワードに変更する」を参照してくだ
さい。

パスワードタイプをOpenDirectoryに変更する
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザアカウントがディレクトリドメインとは別の所

にある安全なデータベースに保存されているOpenDirectoryのパスワードを持つように指定で
きます。次のディレクトリドメイン内のユーザアカウントには、OpenDirectory のパスワード
を設定できます：

Â


MacOSXServerバージョン10.3～10.5上のLDAPディレクトリドメイン

Â


MacOSXServerバージョン10.3、または10.3からアップグレードされたサーバのローカル・
ディレクトリドメイン

Â パスワードサーバを使用するように構成されたMacOSXServerバージョン10.2上のディレク
トリドメイン

OpenDirectoryのパスワードタイプは、Kerberos 認証を使用するシングルサインオンをサポー
トします。また、OpenDirectory パスワードサーバもサポートします。OpenDirectory パス
ワードサーバは、APOP、CRAM-MD5、DHX、Digest-MD5、MS-CHAPv2、NTLMv2、NTLM
（WindowsNTまたはSMB-NTとも呼ばれます）、LANManager（LM）、WebDAV-Digestなど
のSASL（SimpleAuthenticationandSecurityLayer）認証プロトコルを提供します。

参考：ユーザアカウントのパスワードタイプをOpenDirectory に設定するには、そのユーザア
カウントを含むディレクトリドメイン内のOpenDirectory認証の管理者権限を持つ必要があり
ます。つまり、パスワードタイプがOpenDirectoryであるディレクトリドメイン管理者として
認証する必要があります。詳しくは、115ページの「OpenDirectory認証の管理者権限を割り当
てる」を参照してください。
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ユーザアカウントがOpenDirectoryのパスワードを持つように指定するには：
1 ユーザのアカウントが、OpenDirectory 認証をサポートするディレクトリドメイン内にあるこ
とを確認します。

OpenDirectory 認証をサポートするディレクトリドメインは、このトピックの前の方にリスト
されています。

2 「ワークグループマネージャ」で、対象のアカウントが開いていない場合はそのアカウントを開
きます。

アカウントを開くには、「アカウント」ボタンをクリックし、次に「ユーザ」ボタンをクリック

します。ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリックし、ユーザのアカウントが

置かれているディレクトリドメインをポップアップメニューから選択して開きます。カギをク

リックし、パスワードタイプがOpenDirectoryであるディレクトリドメイン管理者として認証
します。次に、リスト内のユーザを選択します。

3 「詳細」をクリックします。

4 「ユーザのパスワードのタイプ」ポップアップメニューから「OpenDirectory」を選択します。

5 パスワードの入力を求められたら、新しいパスワードを入力および確認入力します。

パスワードは512 バイト以下にする必要があります（言語によっては、512文字以下）。ただし、
ネットワーク認証プロトコルは、NTLMv2およびNTLMの場合は128文字、LANManagerの場
合は14 文字というように、別の制限を課す場合があります。パスワード選択のガイドラインに
ついては、106ページの「パスワードを作成する」を参照してください。

6 「詳細」パネルで、「オプション」をクリックしてユーザのパスワード方式を設定し、オプション
の指定が終わったら「OK」をクリックします。

「ログインを無効にする：特定の日付」オプションを選択する場合は、上矢印と下矢印を使って

日付を設定します。

パスワードのリセット（変更）を必要とするオプションを選択する場合は、すべてのプロトコル

がパスワードの変更をサポートしているわけではないことに注意してください。たとえば、IMAP
メールサービスに認証するとき、ユーザはそのパスワードを変更できません。

パスワードID は、パスワードがOpenDirectory パスワードサーバのデータベース内で作成さ
れるときに割り当てられる、一意な128ビットの数です。パスワードID は問題が発生したとき
にパスワードサーバのログに表示されるため、問題を解決する際に便利です。詳しくは、178ペー
ジの「OpenDirectory の状況とログを表示する」を参照してください。「サーバ管理」でこの
OpenDirectoryのログを表示します。

7 「保存」をクリックします。
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パスワードのタイプを暗号化パスワードに変更する
必要に応じて、「ワークグループマネージャ」を使ってユーザアカウントに暗号化パスワードを

指定できます。暗号化パスワードを使用できるのは、共有ディレクトリドメイン内のユーザアカ

ウントだけです。このユーザアカウントは、LDAP ディレクトリドメインまたは従来の共有
NetInfo ドメイン（MacOSXServerv10.4、v10.3、またはv10.2 に接続しているときにだけ利
用できます）に保存できます。

暗号化パスワードを要求するコンピュータで使用されないユーザアカウントには、Open
Directory のパスワードまたはシャドウパスワードが必要です。暗号化パスワードは、MacOSX
バージョン10.1以前を搭載したコンピュータか、一部のUNIXを搭載したコンピュータにログイ
ンする場合にのみ要求されます。

暗号化パスワードは、暗号化された値、つまりハッシュとして、ディレクトリドメインのユーザ

アカウントに保存されます。暗号化パスワードはディレクトリドメインから回復できるため、オ

フライン攻撃を受けやすく、ほかのパスワードタイプよりも安全性が低くなります。

ユーザアカウントが暗号化パスワードを持つように指定するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、対象のアカウントが開いていない場合はそのアカウントを開
きます。

アカウントを開くには、「アカウント」ボタンをクリックし、次に「ユーザ」ボタンをクリック

します。ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリックし、ユーザのアカウントが

置かれているディレクトリドメインをポップアップメニューから選択して開きます。カギをク

リックし、ディレクトリドメイン管理者として認証されてから、リストからユーザを選択します。

2 「詳細」をクリックします。

3 「ユーザのパスワードのタイプ」ポップアップメニューから「暗号化パスワード」を選択します。

4 パスワードの入力を求められたら、パスワードを入力および確認入力します。

暗号化パスワードの長さは、最大で8バイト（8文字のASCII文字）にすることができます。長
いパスワードを入力する場合は、最初の8バイトのみが使用されます。

5 「保存」をクリックします。

パスワードのタイプをシャドウパスワードに変更する
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザがディレクトリドメインとは別の所にある安全な

ファイルに保存されているシャドウパスワードを持つように指定できます。アカウントがローカ

ル・ディレクトリドメインに置かれているユーザのみが、シャドウパスワードを持つことができ
ます。

ユーザアカウントがシャドウパスワードを持つように指定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、対象のアカウントが開いていない場合はそのアカウントを開
きます。

アカウントを開くには、「アカウント」ボタンをクリックし、次に「ユーザ」ボタンをクリック

します。ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリックし、ユーザのアカウントが

置かれているローカル・ディレクトリドメインを、ポップアップメニューから選択して開きます。

カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者として認証されてから、リストからユーザを選

択します。
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2 「詳細」をクリックします。

3 「ユーザのパスワードのタイプ」ポップアップメニューから「シャドウパスワード」を選択します。

参考：シャドウパスワードを使用できるのは、ローカル・ユーザ・アカウントだけです。

4 パスワードの入力を求められたら、パスワードを入力および確認入力します。

長いパスワードは、一部の認証方法では切り取られます。NTLMv2 およびNTLM では最大128
文字のパスワードが使用され、最初の14文字はLANManager用に使用されます。

パスワード選択のガイドラインについては、106ページの「パスワードを作成する」を参照して
ください。

5 「詳細」パネルで、「オプション」をクリックしてユーザのパスワード方式を設定し、オプション
の指定が終わったら「OK」をクリックします。

「ログインを無効にする：特定の日付」オプションを選択する場合は、上矢印と下矢印を使って

日付を設定します。

ユーザパスワードの変更を必要とする方式を使用する場合は、すべてのプロトコルがパスワード

の変更をサポートしているわけではないことに注意してください。たとえば、IMAPメールサー
ビスに認証するとき、ユーザはそのパスワードを変更できません。 

6 「詳細」パネルで、「セキュリティ」をクリックしてユーザの認証方法を有効または無効にし、設
定が終わったら「OK」をクリックします。

詳しくは、112ページの「個々のユーザ用のパスワード方式を設定する」を参照してください。

7 「保存」をクリックします。

ユーザのシングルサインオンKerberos認証を有効にする
「ワークグループマネージャ」の「詳細」パネルでアカウントのパスワードタイプをOpen
Directory に設定することによって、シングルサインオンKerberos認証をMacOSXServer の
LDAP ディレクトリ内のユーザアカウントに対して有効にします。

グローバルパスワード方式を変更する
「サーバ管理」を使って、MacOSXServerディレクトリドメイン内のユーザアカウントにグロー
バルパスワード方式を設定できます。

グローバルパスワード方式は、サーバのローカル・ディレクトリドメイン内のユーザアカウント

に影響します。サーバがOpenDirectory のマスターまたは複製である場合、グローバルパス
ワード方式は、サーバのLDAPディレクトリドメインにOpenDirectoryのパスワードタイプを
持つユーザアカウントにも影響します。

OpenDirectory の複製のグローバルパスワード方式を変更すると、方式の設定はマスターとそ
のマスターのその他の複製に同期されます。

管理者アカウントには、パスワード方式は適用されません。各ユーザは、グローバルパスワード

方式の設定より優先される、個別のパスワード方式を持つことができます。詳しくは、112ペー
ジの「個々のユーザ用のパスワード方式を設定する」を参照してください。
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Kerberos とOpenDirectory パスワードサーバは、個別にパスワード方式を保持します。
MacOSXServer は、Kerberos のパスワード方式のルールとOpenDirectory パスワードサー
バのパスワード方式のルールを同期させます。

同じドメイン内のユーザアカウントのグローバルパスワード方式を変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターまたは複製のサーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ポリシー」をクリックします。

5 「パスワード」をクリックし、個別のパスワード方式を持たないユーザに適用するパスワード方
式オプションを設定します。

パスワードのリセットを必要とするオプションを選択する場合は、一部のサービスプロトコルで

ユーザによるパスワードの変更が許可されていないことに注意してください。たとえば、IMAP
メールサービスに認証するとき、ユーザはそのパスワードを変更できません。

6 「保存」をクリックします。

OpenDirectoryのマスターの複製は、自動的にそのグローバルパスワード方式を継承します。

コマンドラインから
パスワード方式は、「ターミナル」で pwpolicyコマンドを使用して設定することもできます。詳

しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のOpenDirectory の章を
参照してください。

個々のユーザ用のパスワード方式を設定する
「ワークグループマネージャ」を使って、パスワードタイプがOpenDirectory かシャドウパス
ワードであるユーザアカウントのパスワード方式を設定できます。ユーザ用のパスワード方式

は、「サーバ管理」のOpenDirectory サービスの「認証」設定パネルに定義されているグロー
バルパスワード方式より優先されます。

モバイル・ユーザ・アカウントのパスワード方式は、モバイルコンピュータがネットワークから

接続解除されている場合に、そのアカウントが使用されているときに適用されます。対応する

ネットワーク・ユーザ・アカウントのパスワード方式は、モバイルコンピュータがネットワーク

に接続されている場合に適用されます。

管理者アカウントには、パスワード方式は適用されません。

OpenDirectory のパスワードを持つユーザアカウントのパスワード方式を設定するには、管理
者が、そのユーザアカウントを含むディレクトリドメイン内で、OpenDirectory 認証の権限を
持っている必要があります。つまり、パスワードタイプがOpenDirectoryであるディレクトリ
ドメイン管理者として認証する必要があります。
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詳しくは、115ページの「OpenDirectory認証の管理者権限を割り当てる」を参照してください。

Kerberos とOpenDirectory パスワードサーバは、個別にパスワード方式を保持します。
MacOSXServer は、Kerberos のパスワード方式のルールとOpenDirectory パスワードサー
バのパスワード方式のルールを同期させます。

ディレクトリドメイン管理者のパスワード方式を設定するときは、「詳細」パネルの「オプショ

ン」パネルは使用しないでください。パスワード方式は、管理者アカウントには適用されません。

ディレクトリドメイン管理者が、ユーザアカウントのパスワード方式を変更できるようにする必

要があります。

ユーザアカウントのパスワード方式を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、対象のアカウントが開いていない場合はそのアカウントを開
きます。

アカウントを開くには、「アカウント」ボタンをクリックし、次に「ユーザ」ボタンをクリック

します。ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリックし、ユーザのアカウントが

置かれているディレクトリドメインをポップアップメニューから選択して開きます。カギをク

リックし、パスワードタイプがOpenDirectoryであるディレクトリドメイン管理者として認証
します。次に、リスト内のユーザを選択します。

2 「詳細」をクリックし、次に「オプション」をクリックします。

「オプション」をクリックできるのは、パスワードタイプがOpenDirectoryかシャドウパスワー
ドの場合だけです。

3 パスワード方式オプションを変更し、「OK」をクリックします。

パスワードのリセット（または変更）を必要とするオプションを選択する場合は、一部のサービ

スプロトコルでユーザによるパスワードの変更が許可されていないことに注意してください。た

とえば、IMAPメールサービスに認証するとき、ユーザはそのパスワードを変更できません。

4 「保存」をクリックします。

コマンドラインから
パスワード方式は、「ターミナル」で pwpolicyコマンドを使用して設定することもできます。詳

しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のOpenDirectory の章を
参照してください。

シャドウパスワードのユーザの認証方法を選択する
「ワークグループマネージャ」を使って、パスワードタイプがシャドウパスワードであるユーザ
アカウントが利用できる認証方法を選択できます。

シャドウパスワードは、クライアントソフトウェアとの互換性を持たせるために利用できる認証

方法をサポートしています。特定の認証方法を要求するクライアントソフトウェアをユーザが使

用しないことが分かっている場合は、その認証方法を無効にすることができます。詳しくは、
55ページの「シャドウパスワードの認証方法を無効にする」を参照してください。
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認証方法を無効にすると、次回ユーザが認証を行うときに、そのハッシュがユーザのシャドウパ

スワードのファイルから削除されます。

無効になっていた認証方法を有効にすると、ログインウインドウや AFP などのクリアテキスト
のパスワードを使用できるサービスを利用するためにユーザが次回認証を行うときに、有効にし

た方法のハッシュがユーザのシャドウパスワードのファイルに追加されます。

または、ユーザのパスワードをリセットして、新しく有効にした方法のハッシュを追加すること

もできます。ユーザはパスワードをリセットでき、ディレクトリ管理者がそのリセットを行うこ

ともできます。

パスワードタイプがOpenDirectoryのユーザアカウントに対する認証を有効または無効にする
には、次のトピックを参照してください。

シャドウパスワードのユーザの認証方法を有効または無効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、対象のアカウントが開いていない場合はそのアカウントを開
きます。

アカウントを開くには、「アカウント」ボタンをクリックし、次に「ユーザ」ボタンをクリック

します。ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリックし、ユーザのアカウントが

置かれているローカル・ディレクトリドメインを、ポップアップメニューから選択して開きます。

カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者として認証します。次に、リスト内のユーザを

選択します。

2 「詳細」をクリックし、次に「セキュリティ」をクリックします。

「セキュリティ」をクリックできるのは、パスワードタイプがシャドウパスワードの場合だけ

です。

3 有効にする認証方法を選択し、無効にする認証方法を選択解除して、「OK」をクリックします。

4 「保存」をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で pwpolicy コマンドを使用して、シャドウパスワードを持つユーザの認証方法

を有効または無効にすることもできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のOpenDirectoryの章を参照してください。

OpenDirectoryのパスワードの認証方法を選択する
「サーバ管理」を使って、パスワードタイプがOpenDirectory であるユーザアカウントが利用
できる認証方法を選択できます。OpenDirectoryパスワードサーバは、クライアントソフトウェ
アとの互換性を持たせるために利用できる認証方法をサポートしています。特定の認証方法を要

求するクライアントソフトウェアをユーザが使用しないことが分かっている場合は、その認証方

法を無効にすることができます。

詳しくは、54ページの「OpenDirectoryの認証方法を無効にする」を参照してください。
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重要：認証方法を無効にすると、次回ユーザが認証を行うときに、そのハッシュがパスワード
データベースから削除されます。無効にされていた認証方法を有効にする場合は、Open
Directory のパスワードをすべてリセットして、有効にされた認証方法のハッシュをパスワード
データベースに追加する必要があります。ユーザはパスワードをリセットでき、ディレクトリ管

理者がそのリセットを行うこともできます。

パスワードタイプがシャドウパスワードであるユーザアカウントの認証方法を有効または無効

にする場合は、112ページの「個々のユーザ用のパスワード方式を設定する」を参照してください。

OpenDirectoryのパスワードの認証方法を有効または無効にするには：
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ポリシー」をクリックします。

5 「認証」をクリックし、有効にする認証方法を選択し、無効にする認証方法を選択解除して、「OK」
をクリックします。

6 「保存」をクリックします。

OpenDirectoryのマスターの複製は、LDAPディレクトリでのOpenDirectory のパスワードの
認証方法の設定を継承します。

コマンドラインから
「ターミナル」の NeSTコマンドで -getprotocols引数および -setprotocols 引数を使用して、
OpenDirectory のパスワードに対するパスワードサーバの認証方法を有効または無効にするこ
ともできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のOpen
Directory の章を参照してください。

OpenDirectory認証の管理者権限を割り当てる
「ワークグループマネージャ」と、OpenDirectory のパスワード設定を操作する権限を持つ管理
者アカウントを使用すると、同じディレクトリドメイン内のほかのユーザアカウントにこれらの

権限を割り当てることができます。

これらの権限を割り当てるには、ユーザアカウントに、OpenDirectory のパスワードと、ユー
ザアカウントを管理する権限が必要です。この要件によって、KerberosKDC およびOpen
Directory パスワードサーバのデータベースに保存されるパスワードのセキュリティが保護され
ます。

OpenDirectory認証の管理者権限をユーザアカウントに割り当てるには：
1 「ワークグループマネージャ」でアカウントを開き、「詳細」をクリックして、パスワードタイプ
がOpenDirectoryのパスワードに設定されていることを確認します。
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詳しくは、108ページの「パスワードタイプをOpenDirectoryに変更する」を参照してください。

2 「アクセス権」をクリックし、「割り当てる管理権限」ポップアップメニューで「完全」を選択し
ます。

管理権限を制限するときは、「制限付き」を選択します。

3 「保存」をクリックします。

管理者権限の設定について詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

主要な管理者のパスワードは一致させる
MacOSXServerv10.3では、ローカルの主要な管理者のアカウントとLDAP管理者のアカウント
（ユーザID501）で異なるパスワードを使用すると、混乱することがあります。このため、これ
らのパスワードは一致させてください。通常、MacOSXServer バージョン10.3 からアップグ
レードしたOpenDirectoryサーバでは、主要な管理者のアカウントは、サーバのローカル・ディ
レクトリドメインとそのLDAPディレクトリに存在します。このアカウントは、OpenDirectory
のマスターがMacOSXServerバージョン10.3で作成されたときに、ローカル・ディレクトリ
ドメインからLDAP ディレクトリにコピーされたものです。

最初は、このアカウントの両方のコピーに、ユーザID501、同じ名前、および同じパスワードが
あります。各アカウントはそれぞれのディレクトリドメインの管理者であり、両方ともサーバ管

理者です。

アカウントの共通の名前とパスワードを使用して「ワークグループマネージャ」でサーバに接続

すると、ローカル・ディレクトリドメインとLDAPディレクトリドメインに対して認証されます。

どちらかのパスワードを変更すると、両方のディレクトリドメインに対して認証されなくなりま

す。たとえば、「ワークグループマネージャ」でサーバに接続するときに、ローカル管理者のパ

スワードを使用する場合は、ローカル・ディレクトリドメインでのみ変更を行うことができます。
LDAP ディレクトリで変更を行うには、カギのアイコンをクリックして、LDAP管理者のパスワー
ドを使用して認証する必要があります。

参考：MacOSXServerバージョン10.5 で作成されたOpenDirectoryサーバの管理者アカウン
トは、ローカルディレクトリとLDAP ディレクトリで異なります。名前とユーザIDが異なるた
め、混乱することなく異なるパスワードを使用できます。

ユーザにLDAPバインド認証を有効にする
LDAPディレクトリドメインに保存されているユーザアカウントのLDAPバインド認証を有効に
することができます。このパスワード検証方法を使用するときは、ユーザのパスワードを認証す

るユーザアカウントを含むLDAP サーバに依存します。

重要：コンピュータ名にハイフンが含まれていると、LDAPやActiveDirectory などのディレク
トリドメインに接続またはバインドできない場合があります。バインドを確立するには、ハイフ

ンが含まれないコンピュータ名を使用してください。
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LDAPバインドのユーザ認証を有効にするには：
1 ユーザアカウントを認証する必要のあるMacOSX コンピュータに、そのユーザアカウントが存
在する LDAP ディレクトリへの接続があること、およびそのコンピュータの検索方式に LDAP
ディレクトリ接続が含まれていることを確認します。
LDAP サーバ接続と検索方式の構成については、133ページの「LDAP サービスの詳細設定を使
用する」を参照してください。

2 パスワードおよび認証機関属性をマップしないLDAP接続を構成する場合は、バインド認証は自
動的に行われます。

詳しくは、146ページの「LDAP検索とマッピングを構成する」を参照してください。

3 クリアテキスト・パスワードを許可する接続を構成する場合は、クリアテキスト・パスワードが

転送されるときのセキュリティを保護するために、SSLを使用するように接続を構成する必要が
あります。

詳しくは、145ページの「LDAP接続のセキュリティポリシーを変更する」および144ページの
「LDAPディレクトリの接続設定を変更する」を参照してください。

書き出されたユーザまたは読み込まれたユーザのパスワードを設定
する
パスワードタイプがOpenDirectoryまたはシャドウパスワードのユーザアカウントを書き出し
ても、パスワードは書き出されません。これにより、OpenDirectory パスワードサーバのデー
タベースとシャドウパスワードのファイルのセキュリティが保護されます。

読み込むためには、スプレッドシートアプリケーションを使って、書き出されたユーザのファイ

ルを開き、そのパスワードを設定します。このパスワードは、次にログインするときに変更でき

ます。書き出されたユーザのファイルを操作する手順については、「ユーザの管理」を参照して
ください。

ユーザアカウントを読み込んだ後に、次の方法でパスワードを設定できます：

Â 読み込まれたすべてのアカウントで、一時パスワードを使用するように設定します。各ユーザ

は、次にログインするときにこのパスワードを変更できます。詳しくは、107ページの「複数
ユーザのパスワードをリセットする」を参照してください。

Â「ワークグループマネージャ」の「基本」パネルで、読み込まれた各ユーザアカウントのパス

ワードを設定できます。詳しくは、106ページの「ユーザのパスワードを変更する」を参照し
てください。

MacOSXServerバージョン10.1以前からパスワードを移行する
アカウントレコードを読み込むか、それが置かれているサーバをアップグレードすることによっ

て、ユーザアカウントを以前のバージョンのMacOSXServer から移行することができます。

MacOSXServerv10.1 以前で作成されたユーザアカウントには認証機関属性はありませんが、
暗号化パスワードがあります。このようなユーザアカウントと互換性を持たせるため、
MacOSXServerでは、認証機関属性を持たないユーザアカウントは暗号化パスワードを持つと
みなされます。
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ユーザアカウントをMacOSXServerv10.1以前から読み込む場合、ユーザアカウントには認証
機関属性はありません。このため、これらのユーザアカウントは、最初に暗号化パスワードを持

つように構成されます。

サーバのローカル・ディレクトリドメインにこれらのユーザアカウントを読み込むときに、ユー

ザまたは管理者がパスワードを変更するか、回復可能な認証方法を使用できるサービスでユーザ

が認証を行った場合には、各ユーザアカウントの暗号化パスワードはシャドウパスワードに変換

されます。

ユーザアカウントの読み込みについては、「ユーザの管理」を参照してください。

同様に、MacOSXServerv10.1 以前からアップグレードする場合、アップグレード前に作成さ
れたユーザアカウントには認証機関属性がありません。これらのユーザアカウントは、アップグ

レード後は暗号化パスワードを持つとみなされます。

既存の暗号化パスワードは読み込みやアップグレードの後も引き続き使用できますが、Open
Directory のパスワードまたはシャドウパスワードを持つようにユーザアカウントを変更するこ
ともできます。

「ワークグループマネージャ」を使えば、個々のユーザアカウントまたは複数のユーザアカウン

トを変更できます。ユーザアカウントのパスワードタイプを変更すると、パスワードがリセット

されます。詳しくは、108ページの「パスワードタイプをOpenDirectoryに変更する」および
110ページの「パスワードのタイプをシャドウパスワードに変更する」を参照してください。

MacOSXServerv10.1 以前で作成されたユーザアカウントによっては、「Authentication
Manager」を使用できる場合もあります。これは、Windowsファイルサービスのユーザと、Mac
OS8 コンピュータがAFP クライアントソフトウェアのバージョン3.8.3 以降でアップグレード
されなかったAppleファイルサービスのユーザを認証するための、従来の技術です。

「AuthenticationManager」のユーザの移行には、次のオプションがあります：

Â 最初にMacOSXServerv10.1からv10.2にアップグレードし、次にv10.5にアップグレードす
る場合、既存のユーザは引き続き同じパスワードを使用できます。

Â アップグレードしたユーザアカウントの一部またはすべてを、OpenDirectory のパスワード
またはシャドウパスワードを持つように変更できます。これらのパスワードは、暗号化パス

ワードより安全です。詳しくは、「Open Directory の管理」を参照してください。

Â アップグレードされたサーバに共有NetInfoドメインがあり、そのドメインをLDAPディレクト
リに移行する場合、すべてのユーザアカウントは、OpenDirectory のパスワードに変換され
ます。

Â ユーザまたは管理者がパスワードを変更するか、回復可能な認証方法を使用できるサービスで

ユーザが認証を行ったときには、サーバのローカル・ディレクトリドメインにあるユーザアカ

ウントの暗号化パスワードはシャドウパスワードに変換されます。

Â「AuthenticationManager」を使用するユーザアカウントをLDAPディレクトリに読み込む場
合、それらのユーザアカウントは読み込み時にOpenDirectoryのパスワードを持つように変
換されます。
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7 ディレクトリクライアントを管理する

MacOSXまたはMacOSXServerがインストールされたコンピュー
タからディレクトリサービスにアクセスする方法を構成および管理
するときは、「ディレクトリユーティリティ」を使用します。

ディレクトリサーバを構成した後に、「ディレクトリユーティリティ」を使ってクライアントコ

ンピュータを接続できます。「ディレクトリユーティリティ」を使ってリモートコンピュータに

接続してそれらの設定を変更できるので、コンピュータの管理が簡単になります。

クライアントをディレクトリサーバに接続する
ここでは、「ディレクトリユーティリティ」の「ディレクトリサーバ」リストでディレクトリサー

バを追加、削除、編集、および監視する方法について説明します。

Â


119ページの「ディレクトリサーバの接続について」

Â


120ページの「自動化されたクライアント構成」

Â


121ページの「ActiveDirectoryサーバの接続を追加する」

Â


121ページの「OpenDirectoryサーバの接続を追加する」

Â


122ページの「ディレクトリサーバの接続を取り除く」

Â


122ページの「ディレクトリサーバの接続を編集する」

Â


123ページの「ディレクトリサーバの接続を監視する」

ディレクトリサーバの接続について
「ディレクトリユーティリティ」を使って、コンピュータをディレクトリサーバに接続できます。

「ディレクトリユーティリティ」の「ディレクトリサーバ」パネルには、コンピュータが接続さ

れているディレクトリサーバの一覧が表示されます。MacOSX コンピュータは、ディレクトリ
サーバのディレクトリドメインに保存されているユーザ情報などの管理データを取得するため

に、このリストのサーバにアクセスします。

「ディレクトリサーバ」リストにサーバを追加すると、そのディレクトリサーバに関連付けられ

ているエントリーが「サービス」、「認証」、および「コンタクト」リストに追加されます。サー

バを削除したときは、これらのリストからエントリーが削除されます。ただし、ディレクトリ

サーバに関連付けられているエントリーを「サービス」、「認証」、および「コンタクト」リスト

から取り除いても、そのディレクトリサーバは「ディレクトリサーバ」リストからは取り除かれ

ません。
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MacOSXv10.5コンピュータからOpenDirectory、ActiveDirectory、またはMacOSXServer
のディレクトリサーバに接続できます。どのサーバに接続したらいいかが分からない場合は、

ネットワーク管理者に問い合わせてください。

重要：コンピュータ名にハイフンが含まれていると、LDAPやActiveDirectory などのディレク
トリドメインに接続またはバインドできない場合があります。バインドを確立するには、ハイフ

ンが含まれないコンピュータ名を使用してください。

自動化されたクライアント構成
OpenDirectory ドメイン（標準構成またはワークグループ構成のMacOSXserver）に接続す
るときは、「ディレクトリユーティリティ」を使ってコンピュータを設定できます。

標準構成またはワークグループ構成のサーバに接続するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「ディレクトリサーバ」をクリックしてから、追加（＋）ボタンをクリックします。

4 「追加する新しいディレクトリタイプ」ポップアップメニューから「OpenDirectory」を選択し
ます。

5 「サーバ名またはIPアドレス」フィールドで、サーバ名またはIPアドレスを入力します。

6 （オプション）「SSLを使って暗号化」チェックボックスを選択するときは、SSL が必要かどうか
をOpenDirectory管理者に確認してください。

7 「はじめに」パネルに接続先サーバから提供されるサービスの一覧が表示されたら、「設定を開始」
をクリックします。

8 接続するサーバの認証情報を入力します。

名前とパスワードのフィールドに、接続するサーバの管理者名とパスワードを入力します。

「このコンピュータのアカウント“ユーザ名”のパスワードを入力してください。」に表示された
ユーザアカウントのパスワードを入力します。

9 「続ける」をクリックします。

10 「構成オプション」で、「ディレクトリユーティリティ」を使ってアプリケーションを構成するか
どうかを選択します。

サーバから提供されるサービスを使用するようにアプリケーションを構成したい場合は、「はい」

を選択します。

この構成を行わない場合は、「いいえ」を選択します。

11 「続ける」をクリックします。

12 「設定を終了」をクリックします。

「ディレクトリユーティリティ」によってコンピュータが構成されます。
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13 「ログアウト」をクリックして、コンピュータからログアウトします。

新しいサービスを使用するには、もう一度ログインします。

サーバにログインしたままにしたい場合は、ログアウトしないようクリックして設定します。

ActiveDirectoryサーバの接続を追加する
ActiveDirectoryサーバに接続するときは、サーバの名前またはIPアドレスと、ActiveDirectory
管理者のユーザ名とパスワードが必要になります。

ActiveDirectoryサーバを追加するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「追加」（＋）ボタンをクリックします。

4 「追加する新しいディレクトリタイプ」ポップアップメニューから「ActiveDirectory」を選択し、
次の情報を入力します：

Â「Active Directoryドメイン」：：：：        ActiveDirectoryサーバのDNS 名またはIPアドレスです。
Â「コンピュータ ID」：：：：        （オプション）サーバに使用したいIDを編集します。サーバのNetBIOS名
になります。名前は15 文字以内にし、特殊文字や句読点は含めないでください。サーバ名は、
修飾されていないDNSホスト名と一致させるようにしてください。たとえば、DNS サーバの
サーバエントリーが「server.example.com」の場合は、サーバに「server」という名前を付
けます。

Â「AD管理者のユーザ名」および「AD管理者のパスワード」：：：：        ActiveDirectory 管理者のユーザ
名とパスワードを入力します。

5 「OK」をクリックします。

OpenDirectoryサーバの接続を追加する
OpenDirectory サーバを追加するときは、サーバの名前または IP アドレスと、サーバで SSL
（SecureSocketLayer）を使用するかどうかが分かっている必要があります。

OpenDirectoryサーバを追加するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「追加」（＋）ボタンをクリックします。

4 「追加する新しいディレクトリタイプ」ポップアップメニューから「OpenDirectory」を選択し
ます。

5 「サーバ名またはIPアドレス」フィールドで、サーバ名またはIPアドレスを入力します。

6 （オプション）「SSLを使って暗号化」チェックボックスを選択するときは、SSL が必要かどうか
をOpenDirectory管理者に確認してください。
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重要：ディレクトリサーバに接続しているときに、changeipを使ってIPアドレスとコンピュー
タ名を変更する場合は、ディレクトリサーバの接続を解除して接続し直してから、新しいコン

ピュータ名とIPアドレスでディレクトリをアップデートする必要があります。ディレクトリサー
バの接続を解除して接続し直さない場合は、ディレクトリがアップデートされず、引き続き古い

コンピュータ名とIPアドレスが使用されます。

ディレクトリサーバの接続を取り除く
ディレクトリサーバを「ディレクトリユーティリティ」から取り除く前に、ほかのアプリケー

ションがそのサービスを使用していないことを確認してください。

たとえば、「Mail」がそのディレクトリサーバを使って個人を検索するように構成されている場
合には、ディレクトリサーバを削除すると、そのディレクトリサーバ上に保存されていた個人を

検索できなくなります。

ディレクトリサーバを削除するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「ディレクトリサーバ」リストから、削除したいディレクトリサーバを選択します。

4 削除（－）ボタンをクリックします。

5 正しいディレクトリサーバを選択ていることを確認してから、「サーバの利用を中止」をクリッ

クします。

ディレクトリサーバの接続を編集する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、接続しているディレクトリサーバを編集できます。

ディレクトリサーバの接続を編集するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「ディレクトリサーバ」リストから、編集したいディレクトリサーバを選択します。

4 編集（/）ボタンをクリックします。

5 ディレクトリサーバの設定を変更します。

6 「OK」をクリックします。
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ディレクトリサーバの接続を監視する
「ディレクトリユーティリティ」の「ディレクトリサーバ」リストを使って、コンピュータが接

続されているディレクトリサーバの状況を監視できます。この情報は、特定のディレクトリサー

バに接続できない理由を判断したいときに役立ちます。

ディレクトリサーバの状況を監視するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 ディレクトリサーバの左に、状況を示す点が表示されています：

Â 緑：  ディレクトリサーバに接続されています。

Â 黄：  ディレクトリサーバからの応答を待機しています。

Â 赤：  ディレクトリサーバからの応答がありません。

ルート・ユーザ・アカウントを管理する
「ディレクトリユーティリティ」を使ってルートユーザを有効または無効にすることで、ルート・

ユーザ・アカウントを管理できます。ルート・ユーザ・アカウントを有効にした場合は、「ディ

レクトリユーティリティ」を使ってそのルートアカウントのパスワードを変更することもでき

ます。

ルート・ユーザ・アカウントを有効にする
「ディレクトリユーティリティ」を使って、ルート・ユーザ・アカウントを有効にできます。ルー

ト・ユーザ・アカウントを有効にする場合は、パスワードのセキュリティが低下することを防ぐた

めに、適切な方法で暗号化された、英数字と特殊文字で構成されるパスワードを使ってください。

ルート・ユーザ・アカウントを有効にするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「編集」＞「ルートユーザを有効にする」と選択します。

警告：ルートアカウントは、重要なシステムファイルへの変更を行うために使用される、制限
なしの管理者アカウントです。管理者としてログインしている場合でも、重要なシステムタス

クを実行するときにはルートアカウント（ sudo）を使用する必要があります。

コンピュータにログイン（リモートまたはローカル）するときにルートアカウントを使用しな

いでください。ルートタスクを実行するときには、代わりに sudo を使用してください。ユー

ザを/etc/sudoers/ファイルに追加することで、 sudoへのアクセスを制限できます。

ルートアカウントについて詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。
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ルート・ユーザ・アカウントのパスワードを変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、ルート・ユーザ・アカウントのパスワードを変更でき

ます。ルートパスワードを変更するときは、パスワードのセキュリティが低下することを防ぐた

めに、適切な方法で暗号化された、英数字と特殊文字で構成されるパスワードを使ってください。

ルート・ユーザ・アカウントのパスワードを変更するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「編集」＞「ルートパスワードを変更」と選択します。

4 パスワードの入力を求められたら、「パスワード」および「確認」フィールドに新しいルートパ

スワードを入力します。

5 「OK」をクリックします。

警告：ルートアカウントは、重要なシステムファイルへの変更を行うために使用される、制限
なしの管理者アカウントです。管理者としてログインしている場合でも、重要なシステムタス

クを実行するときにはルートアカウント（ sudo）を使用する必要があります。

コンピュータにログイン（リモートまたはローカル）するときにルートアカウントを使用しな

いでください。ルートタスクを実行するときには、代わりに sudo を使用してください。ユー

ザを/etc/sudoers/ファイルに追加することで、 sudoへのアクセスを制限できます。

ルートアカウントについて詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。
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8 ディレクトリクライアントの詳細設定

MacOSXまたはMacOSXServerがインストールされたコンピュー
タからディレクトリサービスにアクセスする方法を設定および管理
するときは、「ディレクトリユーティリティ」を使用します。

ディレクトリサーバを構成した後に、コンピュータとソフトウェア・アプリケーションを使用す

るために「ディレクトリユーティリティ」の詳細設定をカスタマイズできます。

設定および管理作業の説明と手順については、以下のセクションを参照してください：

Â



126ページの「リモートサーバ上のディレクトリユーティリティを設定する」

Â


126ページの「コンピュータのローカル・ディレクトリドメイン用のマウントレコードを構成
する」

Â


128ページの「検索方式の詳細設定を使用する」

Â


132ページの「ディレクトリサービスの詳細設定を使用する」

Â


133ページの「LDAP サービスの詳細設定を使用する」

Â


156ページの「ActiveDirectoryの詳細設定を使用する」

Â


170ページの「NIS 設定を指定する」

Â


171ページの「BSD 構成ファイルの設定を指定する」

ディレクトリサービスの詳細設定について
「ディレクトリユーティリティ」の詳細設定機能を使って、NFS マウントレコード、サービス、
および検索方式を構成できます。また、「ディレクトリユーティリティ」を使ってリモートコン

ピュータを構成することもできます。

「ディレクトリユーティリティ」では、次の詳細設定機能を利用できます：

Â「接続」。クライアントコンピュータやサーバを離れた場所から構成するときに使用します。

Â「マウント」。コンピュータが再起動するときにマウントされる、 NFSマウントを構成するとき
に使用します。

Â「サービス」。ユーザがアクセスできるディレクトリサーバを構成するときに使用します。

Â「検索方式」。コンピュータがユーザ認証およびコンタクト情報を検索する場所を構成するとき
に使用します。
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リモートサーバ上のディレクトリユーティリティを設定する
コンピュータ上の「ディレクトリユーティリティ」アプリケーションを使って、リモートサーバ

上のMacOSXServerのディレクトリサービスへのアクセス方法を設定し管理できます。

リモートサーバのディレクトリアクセスを構成するには：
1 コンピュータで「ディレクトリユーティリティ」を開き、「ファイル」メニューから「接続」を

選択します。

2 構成したいサーバの接続情報と認証情報を入力します。

「アドレス」：  構成するサーバのDNS名またはIPアドレスを入力します。

「ユーザ名」：  サーバの管理者のユーザ名を入力します。

「パスワード」：  入力したユーザ名のパスワードを入力します。

3 「接続」をクリックします。

4 「ディレクトリサーバ」、「マウント」、「サービス」、および「検索方式」タブをクリックし、必要
に応じて設定を変更します。

以上のステップで加えたすべての変更が、接続先のリモートサーバに反映されます。

5 コンピュータの「ファイル」メニューから「接続解除」を選択します。

コンピュータのローカル・ディレクトリドメイン用のマウントレ
コードを構成する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、コンピュータ用のNFSマウントを構成できます。NFS
マウントとは、NFSサーバによって管理される共有ポイントのことです。NFS共有ポイントを使
用して、ネットワーク上の複数のユーザと情報を共有したり、ユーザのネットワーク・ホーム

フォルダの情報を共有したりできます。

「ディレクトリユーティリティ」を使ってコンピュータ上で構成した NFSマウントは、コンピュー
タが起動するときにマウントされます。NFS マウントは、「ディレクトリユーティリティ」の「マ
ウント」パネルに表示されます。「マウント」パネルには、NFS のURL と、コンピュータ上の
NFS マウントの場所が表示されます。

マウントレコードをローカル・ディレクトリドメインに追加する
NFS サーバを追加するときは、追加するNFS サーバのURL が分かっていて、NFS共有ポイント
へのアクセス権を持っている必要があります。

マウントレコードを追加するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「詳細設定を表示」をクリックします（表示されていない場合）。
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4 「マウント」をクリックしてから、追加（＋）ボタンをクリックします。

5



NFS マウントの設定を次の手順で入力します：

「リモートNFSのURL」フィールドにNFSのURLを入力します。

「マウント先」フィールドに、NFSマウントのローカル・マウント・ポイントを入力します。

マウントパラメータを追加するには、「詳細マウントパラメータ」の左にある三角形をクリック

し、パラメータを入力します。

NFS ボリュームを読み出し専用としてマウントするときは、「読み出し専用としてマウント」
チェックボックスを選択します。

このNFSマウントポイントでユーザIDのアクセス権を無視したい場合は、「＜ユーザIDを設定＞
アクセス権を無視」チェックボックスを選択します。

6



NFS サーバが応答していることを確認するには、「確認」をクリックします。確認しない場合は、
「確認しない」をクリックします。

NFS サーバから応答が返された場合は、応答が正常に返されたことを示すメッセージが表示され
ます。

NFS サーバから応答が返されない場合は、「作成」をクリックしてマウントを作成できます。

7 「適用」をクリックします。

NFS マウントが「ディレクトリユーティリティ」の「マウント」パネルに表示されます。

ローカル・ディレクトリドメインからマウントレコードを取り除く
「ディレクトリユーティリティ」からNFSマウントを取り除くときに、NFSホームフォルダのマ
ウントレコードを削除しないでください。削除すると、データにアクセスできなくなります。

マウントレコードを取り除くには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「詳細設定を表示」をクリックします（表示されていない場合）。

4 「マウント」をクリックします。

5 「マウント」リストから、削除したいNFSマウントを選択します。

6 削除（－）ボタンをクリックします。

7 正しいNFS マウントを選択していることを確認したら、「削除」をクリックします。
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ローカル・ディレクトリドメイン内のマウントレコードを編集する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、既存のNFSマウントレコードの設定を変更できます。

マウントレコードを編集するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を開きます。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「詳細設定を表示」をクリックします（表示されていない場合）。

4 「マウント」をクリックします。

5 「マウント」リストから、編集したいNFSマウントを選択します。

6 編集（/）ボタンをクリックします。
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NFS マウントの設定を変更します。

検索方式の詳細設定を使用する
「ディレクトリユーティリティ」には次の検索方式を定義します：

Â「認証」：MacOSXは、認証検索方式を使って、ディレクトリドメインからユーザ認証情報や
その他の管理データを検索して取得します。

Â「コンタクト」：MacOSXは、コンタクト検索方式を使って、ディレクトリドメインから名前、
アドレス、その他のコンタクト情報を検索して取得します。MacOSX の「アドレスブック」
では、このコンタクト情報が使用されます。その他のアプリケーションでもこの情報を使用す

るように設定できます。

各検索方式は、ディレクトリドメインのリストで構成されます。リストに含まれるディレクトリ

ドメインの順序によって、検索方式が決まります。MacOSXはリストされているディレクトリ
ドメインを、リストの先頭から始めて、必要な情報が見つかるまで、または情報が見つからずに

リストの末尾に達するまで検索します。

認証検索方式とコンタクト検索方式は、次のいずれかに設定できます：

Â「自動」： ローカル・ディレクトリドメインで開始します。また、コンピュータの接続先のDHCP
およびディレクトリドメインが提供するLDAPディレクトリを含めることができます。これは
MacOSXv10.2 以降のデフォルトの設定であり、モバイルコンピュータに最大の柔軟性を提
供します。

Â「ローカルディレクトリ」：  ローカル・ディレクトリドメインのみが含まれます。

Â「カスタムパス」：  ローカル・ディレクトリドメインで開始します。また、LDAPディレクトリ、
ActiveDirectoryドメイン、共有ディレクトリドメイン、BSD構成ファイル、およびNISドメ
インのうちの選択したものが含まれます。
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重要：自動の認証検索方式を使用し、DHCP から提供される LDAP サーバを使用するように
MacOSXを構成すると、悪意のあるユーザにコンピュータの制御を奪われる危険性が増します。
コンピュータがワイヤレスネットワークに接続するように構成されている場合、この危険性はさ

らに高くなります。詳しくは、131ページの「コンピュータを不当なDHCPサーバから保護する」
を参照してください。

作業の説明と手順については、以下のセクションを参照してください：

Â


129ページの「自動検索方式を定義する」

Â


130ページの「カスタム検索方式を定義する」

Â


131ページの「ローカルディレクトリ検索方式を定義する」

Â


131ページの「検索方式の変更が有効になるまでの時間」

自動検索方式を定義する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、MacOSXコンピュータの認証およびコンタクト検索
方式が自動的に定義されるように構成できます。

自動的に定義された検索方式には、ローカル・ディレクトリドメインが含まれます。また、コン

ピュータの接続先のDHCP サービスおよび共有ディレクトリドメインで指定されたLDAP ディ
レクトリサーバを含めることもできます。

自動検索方式は、認証検索方式とコンタクト検索方式のデフォルト構成です。

参考：MacOSX の「Mail」や「アドレスブック」といったいくつかのアプリケーションは、
OpenDirectory を使わなくても、LDAP ディレクトリに直接アクセスできます。これらのアプ
リケーションの1つでLDAP ディレクトリに直接アクセスするように設定するには、アプリケー
ションを開き、正しい環境設定を設定します。

重要：自動の認証検索方式を使用し、DHCP から提供されるLDAP サーバまたはDHCP から提
供される共有ディレクトリドメインを使用するようにMacOSX を構成すると、悪意のあるユー
ザにコンピュータの制御を奪われる危険性が増します。コンピュータがワイヤレスネットワーク

に接続するように構成されている場合、この危険性はさらに高くなります。詳しくは、131ペー
ジの「コンピュータを不当なDHCPサーバから保護する」を参照してください。

検索方式を自動的に定義するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「検索方式」をクリックして、検索方式を選択します：

Â「認証」：  認証およびその他の管理データに使用する検索方式を示します。

Â「コンタクト」：  「アドレスブック」などのアプリケーションのコンタクト情報に使用する検索
方式を示します。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「検索」ポップアップメニューから「自動」を選び、「適用」をクリックします。

4 「システム環境設定」で、コンピュータの「ネットワーク」環境設定が、DHCPまたはIP アドレス
を手入力したDHCPを使うように構成されていることを確認します。
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5 自動検索方式にLDAPサーバを含めるには、「ディレクトリユーティリティ」でDHCPから提供さ
れるLDAPディレクトリの使用が有効になっていて、DHCPサービスがLDAPサーバのアドレス
を指定するように構成されていることを確認します。

詳しくは、134ページの「DHCPによって提供されるLDAPディレクトリを有効にする／無効に
する」を参照してください。MacOSXServer の DHCP サービスの構成については、「ネット
ワークサービスの管理」を参照してください。

カスタム検索方式を定義する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、MacOSXコンピュータの認証およびコンタクト検索
方式がディレクトリドメインのカスタムリストを使うように構成できます。

カスタムリストはコンピュータのローカル・ディレクトリドメインで開始します。また、Open
Directory とその他のLDAP ディレクトリドメイン、ActiveDirectoryドメイン、共有ディレク
トリドメイン、BSD構成ファイル、およびNISドメインを含めることもできます。

コンピュータのカスタム検索方式に指定されているディレクトリドメインを使用できない場合

は、コンピュータが起動したときに遅延が発生します。

検索方式にディレクトリドメインのカスタムリストを指定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」で「検索方式」をクリックし、検索方式を選択します。

Â「認証」：  認証およびその他の管理データに使用する検索方式を示します。

Â「コンタクト」：  「アドレスブック」などのアプリケーションのコンタクト情報に使用する検索
方式を示します。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「検索」ポップアップメニューから「カスタムパス」を選びます。

4 必要に応じて、「追加」をクリックして1つまたは複数のディレクトリを選択し、再び「追加」を
クリックして、ディレクトリドメインを追加します。

5 ディレクトリドメインの表示順序を変更する必要がある場合は、リスト上を上下方向にドラッグ

することによって変更できます。

6 ディレクトリドメインのリストから検索方式に含めたくないものを取り除くときは、それらを選

択して削除（－）ボタンをクリックします。

7 「OK」をクリックして取り除くことを確定してから、「適用」をクリックします。

使用可能なディレクトリにリストされていないディレクトリを追加するときは、コンピュータが
ディレクトリにアクセスするよう構成されていることを確認します。詳しくは、以下のトピック

を参照してください：

Â



132ページの「ディレクトリサービスの詳細設定を使用する」

Â



133ページの「LDAP サービスの詳細設定を使用する」

Â



156ページの「ActiveDirectoryの詳細設定を使用する」

Â



170ページの「NIS 設定を指定する」



第8章    ディレクトリクライアントの詳細設定 131



Â



171ページの「BSD 構成ファイルの設定を指定する」

ローカルディレクトリ検索方式を定義する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、MacOSXコンピュータの認証およびコンタクト検索
方式を、コンピュータのディレクトリのみを使うように構成できます。

ローカルディレクトリしか使用しない検索方式では、認証情報やその他の管理データへのコン

ピュータによるアクセスが制限されます。

コンピュータの認証検索方式をローカルディレクトリのみを使用するように制限した場合、ログ

インできるのはローカルアカウントを持つユーザのみです。

検索方式でローカル・ディレクトリドメイン（ローカルディレクトリ）のみを使用するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「検索方式」をクリックして、検索方式を選択します：

Â「認証」：  認証およびその他の管理データに使用する検索方式を示します。

Â「コンタクト」：  「アドレスブック」などのアプリケーションのコンタクト情報に使用する検索
方式を示します。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「検索」ポップアップメニューから「ローカルディレクトリ」を選択し、「適用」をクリックします。

検索方式の変更が有効になるまでの時間
ディレクトリユーティリティの「認証」パネルまたは「コンタクト」パネルで検索方式を変更し

た場合、変更が有効になるまでに10 ～15 秒かかります。その検索方式を使用するディレクトリ
ドメインからアカウントを使用してログインしようとしても、変更が有効になるまではログイン

できません。

コンピュータを不当なDHCPサーバから保護する
アップルでは、セキュリティが重要な問題である環境では、自動認証検索方式をDHCP から提供
されるLDAP サーバやDHCP から提供される共有ディレクトリドメインと併用しないことをお
勧めしています。

ネットワークにアクセスできる悪意のあるハッカーは、ルート・ユーザ・アカウントを使って、

偽のDHCPサーバと偽のLDAPディレクトリ（または共有ディレクトリドメイン）を使用して、
お使いのコンピュータを制御できます。

ハッカーがネットワークにアクセスするには、ハッカーの偽の DHCP サーバがローカルネット
ワークの一部、つまりサブネットである必要があります。このため、コンピュータがローカル
ネットワーク上の唯一のコンピュータであり、MacOSXServerのNATサービスまたはNATルー
ターを利用してインターネットアクセスを使用する場合は、この種のセキュリティ侵害は不可能

です。ただし、ハッカーは有線ローカルネットワークより簡単にワイヤレス・ローカル・ネットワ

ークに接続できるため、ワイヤレス・ローカル・ネットワークではセキュリティが低くなります。
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DHCPから提供されるLDAPディレクトリの使用を無効にし、ローカル・ディレクトリドメイン
のブロードキャストとDHCPバインディングを無効にして（またはローカル・ディレクトリドメ
インを無効にして）、偽のDHCPサーバからの悪意のある攻撃からお使いのMac を保護すること
ができます。詳しくは、134ページの「DHCPによって提供されるLDAP ディレクトリを有効に
する／無効にする」を参照してください。

コンピュータがネットワークに接続されているときに、LDAPサーバに接続しているモバイルコ
ンピュータがあり、コンピュータの検索方式を（「ディレクトリユーティリティ」の「検索方式」

の「認証」パネルで）自動からカスタムに変更する場合、コンピュータがネットワークに接続さ

れていないときは起動が遅くなります。

このような遅延は、コンピュータがコンピュータのカスタム検索方式にリストされている特定の

ディレクトリドメインに接続できないために発生します。スリープ状態のときにネットワークか

ら切断されたコンピュータのスリープを解除するときは、著しい遅延はありません。

ディレクトリサービスの詳細設定を使用する
「ディレクトリユーティリティ」は、MacOSXがアクセスできるさまざまな種類のディレクトリ
サービスのリストを示します。このリストには、ディレクトリドメインに保存されているユーザ

情報などの管理データへのアクセス権をMacOSX に与える、ディレクトリサービスが含まれ
ます。

各ディレクトリサービスへのアクセスはユーザが有効または無効にできます。「ディレクトリ

ユーティリティ」でサービスを無効にすると、MacOSX からそのディレクトリサービスにアク
セスできなくなります。

作業の説明と手順については、以下のセクションを参照してください：

Â


132ページの「ActiveDirectoryサービスを有効にする／無効にする」

Â


133ページの「LDAP ディレクトリサービスを有効にする／無効にする」

ActiveDirectoryサービスを有効にする／無効にする
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、Windowsサーバが提供するActiveDirectoryサー
ビスの使用を有効または無効にできます。ActiveDirectoryは、Windows2000 以降のサーバの
ディレクトリサービスです。

ActiveDirectory サービスを無効にする場合、ActiveDirectory ドメインがカスタム検索方式に
含まれているときは、「ディレクトリユーティリティ」の「検索方式」の「認証」または「コン

タクト」パネルのリストにそれらが赤色で表示されます。

ActiveDirectoryへのアクセスを有効または無効にするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3



ActiveDirectoryの横にあるチェックボックスを選択または選択解除し、「適用」をクリックし
ます。

構成手順については、156ページの「ActiveDirectoryの詳細設定を使用する」を参照してくだ
さい。
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LDAPディレクトリサービスを有効にする／無効にする
「ディレクトリユーティリティ」を使って、LDAPバージョン2 および3 を使用するディレクト
リサービスへのアクセスを有効または無効にできます。「LDAPv3」という「ディレクトリユー
ティリティ」プラグインは、1つでLDAPバージョン2と3の両方へのアクセスを提供しています。

MacOSXServerが提供するディレクトリサービスでは、ほかの多くのサーバと同様にLDAPv3
が使用されます。LDAPv3 は、オープン規格の1つで、Macintosh、UNIX、およびWindows シ
ステムが混在するネットワークでよく使われます。旧バージョンのLDAPv2を使用してディレク
トリサービスを提供するサーバもあります。

LDAP ディレクトリサービスを無効にする場合、LDAP ディレクトリがカスタム検索方式に含ま
れているときは、「ディレクトリユーティリティ」の「検索方式」の「認証」または「コンタク

ト」パネルのリストにそれらが赤色で表示されます。

LDAPディレクトリサービスを有効または無効にするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3



LDAPv3の横にあるチェックボックスを選択または選択解除し、「適用」をクリックします。

構成手順については、133ページの「LDAPサービスの詳細設定を使用する」を参照してください。

LDAPサービスの詳細設定を使用する
MacOSXServer を搭載したサーバまたはMacOSX を搭載したコンピュータを、MacOSX
ServerのOpenDirectoryのマスターのLDAPディレクトリなどの特定のLDAPディレクトリに
アクセスするように構成できます。

作業の説明と手順については、以下のセクションを参照してください：

Â



134ページの「MailやアドレスブックでLDAP ディレクトリにアクセスする」
Â


134ページの「DHCPによって提供されるLDAPディレクトリを有効にする／無効にする」

Â


135ページの「LDAP サーバの構成を表示する／隠す」

Â


136ページの「LDAPディレクトリへのアクセスを構成する」

Â


138ページの「LDAPディレクトリへのアクセスを手動で構成する」

Â


140ページの「LDAPディレクトリにアクセスするための構成を変更する」

Â


141ページの「LDAPディレクトリにアクセスするための構成を複製する」

Â


143ページの「LDAPディレクトリにアクセスするための構成を削除する」

Â


144ページの「LDAPディレクトリの接続設定を変更する」

Â



145ページの「LDAP接続のセキュリティポリシーを変更する」

Â



146ページの「LDAP検索とマッピングを構成する」

Â



149ページの「LDAPディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する」

Â



150ページの「LDAPディレクトリとの信頼されたバインディングを終了する」
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Â



150ページの「LDAP接続の開く／閉じるのタイムアウトを変更する」
Â


151ページの「LDAP接続のクエリーのタイムアウトを変更する」

Â


151ページの「LDAP接続の再バインド試行の待ち時間を変更する」

Â


152ページの「LDAP 接続が待機状態のときに接続を解除するまでの時間を変更する」

Â


152ページの「読み出し専用のLDAPv2アクセスを強制する」

Â


152ページの「LDAP サーバの紹介を無視する」

Â


153ページの「LDAP 接続を認証する」

Â


153ページの「LDAP 接続の認証に使用されるパスワードを変更する」

Â


154ページの「LDAPディレクトリの構成レコード属性をマッピングする」

Â


154ページの「RFC2307マッピングを編集してユーザを作成できるようにする」

Â


155ページの「MacOSXの読み出し専用LDAP ディレクトリを準備する」

Â


155ページの「MacOSXのデータを含むLDAP ディレクトリを格納する」

MailやアドレスブックでLDAPディレクトリにアクセスする
MacOSX の「Mail」、「アドレスブック」およびいくつかの同様のアプリケーションは、Open
Directory を使わなくても、特定のLDAPディレクトリに直接アクセスできます。

詳しくは、「Mail」を開いて「ヘルプ」＞「Mailヘルプ」と選択するか、または「アドレスブッ
ク」を開いて「ヘルプ」＞「アドレスブックヘルプ」と選択して、LDAP に関するヘルプ情報を
検索します。

DHCPによって提供されるLDAPディレクトリを有効にする／無効にする
「ディレクトリユーティリティ」を使って、MacOSXコンピュータの起動時に、LDAP ディレク
トリサーバのアドレスを取得するよう構成できます。

MacOSXは、DHCPサービスからのLDAPディレクトリサーバのアドレスを要求します。DHCP
サービスは、コンピュータのIPアドレス、ルーターアドレス、およびDNSサーバアドレスも提
供します。MacOSXは、DHCPによって提供されたLDAPサーバのアドレスをコンピュータの
自動検索方式に追加します。DHCP から割り当てられたLDAPサーバも、LDAP 構成のリストに
淡色表示されます。

詳しくは、129ページの「自動検索方式を定義する」および140ページの「LDAPディレクトリ
にアクセスするための構成を変更する」を参照してください。

信頼されたLDAPバインディングとDHCP が提供するLDAP ディレクトリの両方を使用するよ
うに、コンピュータを構成することはできません。信頼されたLDAPバインディングは、本来静
的バインディングですが、DHCPから提供されるLDAP は動的バインディングです。

詳しくは、149ページの「LDAP ディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する」およ
び184ページの「OpenDirectoryサーバのバインド方式を設定する」を参照してください。
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重要：自動の認証検索方式を使用し、DHCP から提供されるLDAP サーバまたはDHCP から提
供される共有ディレクトリドメインを使用するようにMacOSX を構成すると、悪意のあるユー
ザにコンピュータの制御を奪われる危険性が増します。コンピュータがワイヤレスネットワーク

に接続するように構成されている場合、この危険性はさらに高くなります。詳しくは、131ペー
ジの「コンピュータを不当なDHCPサーバから保護する」を参照してください。

LDAPサーバへの自動アクセスを有効または無効にするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 「場所」ポップアップメニューからネットワークの場所を選びます。

DHCP から提供されるLDAP のオプションは、「システム環境設定」の「ネットワーク」パネル
で定義されたネットワークの場所のそれぞれに対して、個別に有効または無効にすることができ

ます。

5 「DHCPから割り当てられたLDAP サーバを自動検索ポリシーに追加」をクリックし、次のいずれ
かの操作を行います：

Â この設定を無効にした場合、コンピュータはDHCP によって提供されるLDAP ディレクトリ
サーバを使用しません。詳しくは、136ページの「LDAPディレクトリへのアクセスを構成す
る」を参照してください。

Â この設定を有効にする場合は、このコンピュータにDHCPサービスを提供するサーバが、LDAP
ディレクトリサーバのアドレスを割り当てるように構成してください。詳しくは、「ネットワー
クサービスの管理」のDHCPの章を参照してください。

LDAPサーバの構成を表示する／隠す
LDAP ディレクトリにアクセスするために使用できる構成のリストを、表示したり隠したりでき
ます。各構成では、OpenDirectoryがLDAPディレクトリにアクセスする方法が指定されます。
リストが表示されているときに、淡色表示されていない各LDAP構成の設定を変更できます。

淡色表示されているLDAP 構成は、DHCPによって設定されます。134ページの「DHCPによっ
て提供されるLDAP ディレクトリを有効にする／無効にする」を参照してください。

使用可能なLDAPディレクトリ構成を表示または隠すには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 「オプションを表示」または「オプションを隠す」のどちらか表示されているコントロールをク
リックします。
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LDAPディレクトリへのアクセスを構成する
LDAP ディレクトリサーバのDNS名またはIPアドレスが分かっている場合には、「ディレクトリ
ユーティリティ」を使ってMacOSXからLDAPv3 ディレクトリにアクセスする方法を指定でき
ます。

そのディレクトリがサーバ（MacOSXServerなど）によって管理されていないために、マッピ
ングが適用されない場合は、MacOSX データをディレクトリデータにマップするための検索
ベースとテンプレートが必要になります。

サポートされているマッピングテンプレートは、次の通りです：

Â



OpenDirectoryサーバ（MacOSXServerスキーマを使用するディレクトリ用）
Â


Active Directory（Windows 2000、Windows 2003、またはそれ以降のサーバを管理する
ディレクトリ用）

Â


RFC2307（UNIXサーバが管理するほとんどのディレクトリ用）

LDAPv3 プラグインは、OpenDirectory の複製とフェイルオーバーを完全にサポートしていま
す。OpenDirectory のマスターが使用できなくなった場合、プラグインによってすぐ近くにあ
る複製に切り替えられます。

ディレクトリデータのカスタムマッピングを指定するときは、ここに示す手順ではなく、
138ページの「LDAPディレクトリへのアクセスを手動で構成する」の手順を参照してください。

重要：コンピュータ名にハイフンが含まれていると、LDAPやActiveDirectory などのディレク
トリドメインに接続またはバインドできない場合があります。バインドを確立するには、ハイフ

ンが含まれないコンピュータ名を使用してください。

「ディレクトリユーティリティ」を利用してLDAP ディレクトリへのアクセスを構成するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

LDAPv3 に対して「使用可能」チェックボックスを選択しなくても、サービスのリストで
「LDAPv3」を選択できます。

4 「新規」をクリックし、LDAPサーバのDNS 名またはIPアドレスを入力します。

5 ディレクトリにアクセスするためのオプションを選択します：

Â



OpenDirectoryでLDAPディレクトリとの接続にSSL（SecureSocketsLayer）を使うように
するには、「SSL を使って暗号化」を選択します。選択する前に、SSLが必要かどうかをOpen
Directory 管理者に確認してください。

Â ユーザがログインやサービスの認証に使用するユーザアカウントがこのディレクトリに含ま

れている場合は、「認証に使用」を選択します。

Â「アドレスブック」で使用するメールアドレスなどの情報がこのディレクトリに含まれている

場合は、「アドレスデータに使用」を選択します。
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「ディレクトリユーティリティ」がLDAPサーバに接続できない場合は、メッセージが表示され、
手動でアクセスを構成するか、設定プロセスをキャンセルする必要があります。手動で構成する

手順について詳しくは、138ページの「LDAP ディレクトリへのアクセスを手動で構成する」を
参照してください。

ダイアログが展開されてマッピングのオプションが表示されたら、ポップアップメニューから

マッピングテンプレートを選び、検索ベースのサフィックスを入力してから、「続ける」をクリッ

クします。

通常、検索ベースのサフィックスはサーバのDNS 名に由来します。たとえば、ods.example.com
というDNS名を持つサーバの検索ベースのサフィックスは、「dc=ods,dc=example,dc=com」
にすることができます。

設定している接続にマッピングテンプレートが適用されない場合は、「手動」をクリックします。

詳しくは、138ページの「LDAP ディレクトリへのアクセスを手動で構成する」を参照してくだ
さい。

6



LDAP サーバから情報を取得するために、「続ける」をクリックします。

7 ダイアログが展開されて信頼されたバインディングに対するオプションが表示されたら、コン

ピュータの名前とディレクトリ管理者の名前およびパスワードを入力します（バインディングは

オプションの場合もあります）。

LDAP ディレクトリが信頼されたバインディングを必要とするかオプションにするかは、ダイア
ログに表示されます。信頼されたバインディングは相互に行われます。コンピュータが LDAP
ディレクトリに接続するたびに、それらは互いに認証を行います。信頼されたバインディングが

設定されている場合、またはLDAPディレクトリが信頼されたバインディングをサポートしてい
ない場合、「バインド」ボタンは表示されません。正しいコンピュータ名を入力したことを確認

してください。

コンピュータレコードが存在することを警告するメッセージが表示された場合は、「キャンセル」

をクリックして前の画面でコンピュータ名を変更するか、「上書き」をクリックして既存のコン

ピュータレコードを置き換えます。

既存のコンピュータのレコードは、放棄されていることもあれば、別のコンピュータに属してい

ることもあります。

既存のコンピュータのレコードを置き換える場合は、レコードを置き換えることで別のコン

ピュータが使用不可になる場合に備えて、LDAPディレクトリ管理者に通知します。このような
場合、LDAPディレクトリ管理者は、使用不可になったコンピュータに別の名前を付けて、その
コンピュータが属していたコンピュータグループに追加して戻す必要があります。

コンピュータグループにコンピュータを追加する方法について詳しくは、「ユーザの管理」のコ
ンピュータグループの章を参照してください。

8 ダイアログが展開されて接続オプションが表示されたら、「選択時に認証を使用」を選択し、ディ

レクトリ内のユーザアカウントの識別名とパスワードを入力します。

LDAP サーバが認証済み接続をサポートしていても、信頼されたバインディングをサポートして
いない場合は、認証済み接続のためのオプションが表示されます。認証接続は相互には行われま

せん。LDAP サーバはクライアントを認証しますが、クライアントはサーバを認証しません。
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LDAPサーバが認証済み接続用のユーザアカウントの識別名とパスワードの入力を必要とする場
合、「選択時に認証を使用」はあらかじめ選択されていますが、淡色で表示されます。

識別名には、ディレクトリ内のデータを参照するアクセス権を持つ任意のユーザアカウントを指

定できます。たとえば、ユーザ名がdirauth、アドレスがods.example.com であるLDAPサー
バ上のユーザアカウントは、uid=dirauth,cn=users,dc=ods,dc=example,dc=com という識別

名を持つことになります。

重要：識別名またはパスワードが間違っていても、LDAP ディレクトリ内のユーザアカウントを
使用してコンピュータにログインできます。

9 「OK」をクリックして、LDAP接続の作成を終了します。

10 「OK」をクリックして、LDAPv3 オプションの構成を終了します。

手順5 で「認証に使用」または「アドレスブックに使用」を選択した場合は、作成されたLDAP
ディレクトリ構成が、「ディレクトリユーティリティ」の「認証」または「コンタクト」パネル

のカスタム検索方式に追加されます。

作成したLDAP構成がコンピュータで使用されるように、「サービス」パネルでLDAPv3が有効
になっていることを確認してください。詳しくは、133ページの「LDAP ディレクトリサービス
を有効にする／無効にする」を参照してください。

LDAPディレクトリへのアクセスを手動で構成する
MacOSXでLDAPv3またはLDAPv2ディレクトリにアクセス方法を指定する構成は、手動で作
成することができます。LDAPディレクトリサーバのDNS 名またはIPアドレスが分かっている
必要があります。

ディレクトリがMacOSXServerによって管理されていない場合は、MacOSX データをディレ
クトリデータにマッピングするための検索ベースとテンプレートが分かっている必要がありま

す。サポートされているマッピングテンプレートは、次の通りです：

Â サーバから（MacOSXServerなどのサーバ固有のマッピングと検索ベースを適用するディレ
クトリ用）

Â


OpenDirectoryサーバ（MacOSXServerスキーマを使用するディレクトリ用）

Â


Active Directory（Windows 2000、Windows 2003、またはそれ以降のサーバを使用する
ディレクトリ用）

Â


RFC2307（UNIXサーバが管理するほとんどのディレクトリ用）

Â カスタム（上記のすべてのマッピングを使用しないディレクトリ用）

LDAPv3 プラグインは、OpenDirectory の複製とフェイルオーバーを完全にサポートしていま
す。OpenDirectory のマスターが使用できなくなった場合、プラグインによってすぐ近くにあ
る複製に切り替えられます。

重要：コンピュータ名にハイフンが含まれていると、LDAPやActiveDirectory などのディレク
トリドメインに接続またはバインドできない場合があります。バインドを確立するには、ハイフ

ンが含まれないコンピュータ名を使用してください。
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LDAPディレクトリへのアクセスを手動で構成するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

LDAPv3 に対して「使用可能」チェックボックスを選択しなくても、サービスのリストで
「LDAPv3」を選択できます。

4 「新規」をクリックしてから、「手動」をクリックします。

5 構成の名前を入力します。

6



Tabキーを押し、アクセスしたいLDAPディレクトリをホストするサーバのDNS名またはIPアドレ
スを入力します。

7



DNS名またはIPアドレスの横にあるポップアップメニューをクリックし、マッピングテンプレー
トまたは方法を選びます：

Â「サーバから」を選ぶ場合は、検索ベースのサフィックスは必要ありません。この場合、Open
Directory によって、LDAP ディレクトリの最初のレベルが検索ベースのサフィックスである
と見なされます。

Â テンプレートを選ぶ場合は、LDAP ディレクトリ用の検索ベースのサフィックスを入力し、
「OK」をクリックします。検索ベースのサフィックスは入力する必要があります。そうしない
と、コンピュータが LDAP ディレクトリ内の情報を見つけることはできません。通常、検索
ベースのサフィックスはサーバのDNS名に由来します。たとえば、ods.example.comという
DNS名を持つサーバの検索ベースのサフィックスは、「dc=ods,dc=example,dc=com」にす
ることができます。

Â「カスタム」を選ぶ場合は、MacOSXレコードタイプおよび属性と、接続中のLDAP ディレク
トリのクラスおよび属性との間のマッピングを設定する必要があります。詳しくは、146ペー
ジの「LDAP 検索とマッピングを構成する」を参照してください。

8 「SSLを使って暗号化」チェックボックスを選択するときは、SSL が必要かどうかを
OpenDirectory管理者に確認してください。

9 このLDAP構成の以下の設定を変更するときは、「編集」をクリックしてLDAP構成のオプション
を表示し、変更を加えます。LDAP構成オプションの編集が終わったら、「OK」をクリックします。

Â タイムアウトオプションを設定したり、カスタムポートを指定したり、サーバの紹介を無視し
たり、強制的に LDAPv2（読み出し専用）プロトコルを使用したりするときは、「接続」をク
リックします。詳しくは、144ページの「LDAP ディレクトリの接続設定を変更する」を参照
してください。

Â



LDAP サーバの検索とマッピングを設定するときは、「検索とマッピング」をクリックします。
詳しくは、149ページの「LDAPディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する」を
参照してください。

Â 認証済み接続（信頼されたバインディングではなく）とその他のセキュリティポリシーのオプ

ションを設定するときは、「セキュリティ」をクリックします。詳しくは、145ページの「LDAP
接続のセキュリティポリシーを変更する」を参照してください。
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Â 信頼されたバインディングを設定するときは（LDAP ディレクトリが対応している場合）、「バ
インド」をクリックします。詳しくは、149ページの「LDAP ディレクトリへの信頼されたバ
インディングを設定する」を参照してください。

10 「OK」をクリックして、LDAP ディレクトリにアクセスするための構成の手動作成を終了します。

11 構成を作成したLDAPディレクトリにアクセスしたい場合は、「ディレクトリユーティリティ」の
「検索方式」の「認証」パネルと「コンタクト」パネルでディレクトリをカスタム検索方式に追

加してから、「サービス」パネルでLDAPv3が有効になっていることを確認します。

詳しくは、133ページの「LDAP ディレクトリサービスを有効にする／無効にする」および
130ページの「カスタム検索方式を定義する」を参照してください。

参考：「ワークグループマネージャ」を使ってRFC2307（UNIX）マッピングを使用するアップ
ル以外のLDAP サーバにユーザを作成するには、「ユーザ」レコードタイプのマッピングを編集
する必要があります。詳しくは、154ページの「RFC2307 マッピングを編集してユーザを作成
できるようにする」を参照してください。

重要：ディレクトリサーバに接続しているときに、 changeipを使ってIPアドレスとコンピュー
タ名を変更する場合は、ディレクトリサーバの接続を解除して接続し直してから、新しいコン

ピュータ名とIPアドレスでディレクトリをアップデートする必要があります。ディレクトリサー
バの接続を解除して接続し直さない場合は、ディレクトリがアップデートされず、引き続き古い

コンピュータ名とIPアドレスが使用されます。

LDAPディレクトリにアクセスするための構成を変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAPディレクトリ構成の設定を変更できます。構
成は、OpenDirectoryがLDAPv3またはLDAPv2ディレクトリにアクセスする方法を指定します。

LDAP 構成がDHCP から提供されている場合には変更できないので、このような構成はLDAP 構
成リストで淡色で表示されます。

LDAPディレクトリにアクセスするための構成を編集するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 必要に応じて、以下の設定に変更を加えます：

Â「使用可能」：  LDAPディレクトリサーバへのアクセスの有効／無効を切り替えるときは、
チェックボックスをクリックします。

Â「構成名」： 構成名を編集するときは、ダブルクリックします。

Â「サーバ名またはIPアドレス」： サーバ名またはIPアドレスを変更するときは、ダブルクリック
します。

Â「LDAP マッピング」： ポップアップメニューからテンプレートを選び、LDAP ディレクトリの
検索ベースのサフィックスを入力して、「OK」をクリックします。
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テンプレートを選んだ場合は、検索ベースのサフィックスを入力する必要があります。そうし

ないと、コンピュータがLDAP ディレクトリ内の情報を見つけることができなくなります。通
常、検索ベースのサフィックスはサーバの DNS名に由来します。たとえば、ods.example.com
というDNS名を持つサーバの検索ベースのサフィックスは、「dc=ods,dc=example,
dc=com」です。

テンプレートの代わりに「サーバから」を選択した場合は、検索ベースのサフィックスを入力

する必要はありません。この場合、OpenDirectory によって、LDAP ディレクトリの最初の
レベルが検索ベースのサフィックスであると見なされます。

「カスタム」を選ぶ場合は、MacOSX レコードタイプおよび属性と、接続中のLDAP ディレ
クトリのクラスおよび属性との間のマッピングを設定する必要があります。詳しくは、
146ページの「LDAP検索とマッピングを構成する」を参照してください。

Â「SSL」： SSLプロトコルを使用する暗号化された通信の有効／無効を切り替えるときは、この
チェックボックスをクリックします。「SSL」チェックボックスを選択するときは、SSLが必要
かどうかをOpenDirectory管理者に確認してください。 

6 このLDAP構成の以下のデフォルト設定を変更するときは、「編集」をクリックしてLDAP構成の
オプションを表示し、変更を加えます。LDAP 構成オプションの編集が終わったら、「OK」をク
リックします。

Â「接続」をクリックして、タイムアウトオプションを設定するか、カスタムポートを指定する

か、サーバの紹介を無視するか、または強制的にLDAPv2（読み出し専用）プロトコルを使用
するようにします。詳しくは、144ページの「LDAPディレクトリの接続設定を変更する」を
参照してください。

Â


LDAP サーバの検索とマッピングを設定するときは、「検索とマッピング」をクリックします。
詳しくは、149ページの「LDAPディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する」を
参照してください。

Â「セキュリティ」をクリックして認証済み接続（信頼されたバインディングではなく）とその

他のセキュリティポリシーのオプションを設定します。詳しくは、145ページの「LDAP接続
のセキュリティポリシーを変更する」を参照してください。

Â 信頼されたバインディングを設定するときは、「バインド」をクリックします。信頼されたバ

インディングを停止するときは、「バインド解除」をクリックします。（LDAP ディレクトリが
信頼されたバインディングを許可していない場合、これらのボタンは表示されないことがあり
ます。）詳しくは、149ページの「LDAP ディレクトリへの信頼されたバインディングを設定
する」を参照してください。

7



LDAP ディレクトリにアクセスするための構成の変更を終了するときは、「OK」をクリックし
ます。

LDAPディレクトリにアクセスするための構成を複製する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、MacOSXがLDAPv3 またはLDAPv2ディレクトリ
にアクセスする方法を指定する構成を複製できます。LDAPディレクトリ構成を複製したら、そ
の設定を変更して元の構成とは異なるものにすることができます。 

LDAPディレクトリにアクセスするための構成を複製するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。
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2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「複製」をクリックします。

6 複製した構成の設定を変更します：

Â「使用可能」： LDAPディレクトリサーバへのアクセスの有効／無効を切り替えるときは、
チェックボックスをクリックします。

Â「構成名」： 構成名を編集するときは、ダブルクリックします。

Â「サーバ名またはIPアドレス」： サーバ名またはIPアドレスを変更するときは、ダブルクリック
します。

Â「LDAP マッピング」： ポップアップメニューからテンプレートを選び、LDAP ディレクトリの
検索ベースのサフィックスを入力して、「OK」をクリックします。
テンプレートを選んだ場合は、検索ベースのサフィックスを入力する必要があります。そうし

ないと、コンピュータがLDAP ディレクトリ内の情報を見つけることができなくなります。通
常、検索ベースのサフィックスはサーバの DNS名に由来します。たとえば、ods.example.com
というDNS名を持つサーバの検索ベースのサフィックスは、
「dc=ods,dc=example,dc=com」です。

テンプレートの代わりに「サーバから」を選択した場合は、検索ベースのサフィックスを入力

する必要はありません。この場合、OpenDirectory によって、LDAP ディレクトリの最初の
レベルが検索ベースのサフィックスであると見なされます。

「カスタム」を選ぶ場合は、この時点で、MacOSX レコードタイプおよび属性と、接続中の
LDAP ディレクトリのクラスおよび属性との間のマッピングを設定する必要があります。詳し
くは、146ページの「LDAP検索とマッピングを構成する」を参照してください。

Â「SSL」：  SSLプロトコルを使用する暗号化された通信の有効／無効を切り替えるときは、この
チェックボックスをクリックします。「SSL」チェックボックスを選択するときは、SSLが必要
かどうかをOpenDirectory管理者に確認してください。 

7 複製したLDAP構成の以下のデフォルト設定を変更するときは、「編集」をクリックしてオプショ
ンを表示し、変更を加えます。編集が終わったら、「OK」をクリックします：

Â「接続」をクリックして、信頼されたバインディングを設定するか（LDAPディレクトリが信頼
されたバインディングをサポートしている場合）、タイムアウトオプションを設定するか、カ

スタムポートを指定するか、サーバの紹介を無視するか、または強制的にLDAPv2（読み出し
専用）プロトコルを使用するようにします。詳しくは、144ページの「LDAP ディレクトリの
接続設定を変更する」を参照してください。

Â



LDAP サーバの検索とマッピングを設定するときは、「検索とマッピング」をクリックします。
詳しくは、149ページの「LDAPディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する」を
参照してください。

Â 認証済み接続（信頼されたバインディングではなく）とその他のセキュリティポリシーのオプ

ションを設定するときは、「セキュリティ」をクリックします。詳しくは、145ページの「LDAP
接続のセキュリティポリシーを変更する」を参照してください。
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Â 信頼されたバインディングを設定するときは、「バインド」をクリックします。信頼されたバ

インディングを停止するときは、「バインド解除」をクリックします。（LDAP ディレクトリが
信頼されたバインディングを許可していない場合、これらのボタンは表示されないことがあり

ます。）詳しくは、149ページの「LDAP ディレクトリへの信頼されたバインディングを設定
する」を参照してください。

8 複製した構成の変更を終了するときは、「OK」をクリックします。

9 複製した構成に指定されているLDAPディレクトリにアクセスしたい場合は、「ディレクトリユー
ティリティ」の「検索方式」の「認証」パネルまたは「コンタクト」パネルでディレクトリをカ

スタム検索方式に追加してから、「サービス」パネルでLDAPv3 が有効になっていることを確認
します。

詳しくは、133ページの「LDAP ディレクトリサービスを有効にする／無効にする」および
130ページの「カスタム検索方式を定義する」を参照してください。

LDAPディレクトリにアクセスするための構成を削除する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、コンピュータからLDAPv3 またはLDAPv2 ディレク
トリにアクセスする方法が指定されている構成を削除できます。

LDAP構成がDHCPから提供されている場合には変更できないので、この構成オプションはLDAP
構成リストで淡色で表示されます。

LDAPディレクトリにアクセスするための構成を削除するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「削除」をクリックしてから「OK」をクリックします。

信頼されたバインディングを停止したいけれども、コンピュータがLDAP ディレクトリにバイン
ドされていることを警告するメッセージが表示される場合には、「OK」をクリックしてから、
LDAP ディレクトリ管理者（ローカルコンピュータの管理者ではありません）の名前とパスワー
ドを入力してください。LDAP サーバに接続できないことを警告するメッセージが表示された場
合でも、「OK」をクリックすれば信頼されたバインディングを強制的に終了できます。

強制的に信頼されたバインディングを終了しても、このコンピュータのLDAPディレクトリ内に
はコンピュータのレコードが依然として残ります。このため、LDAPディレクトリ管理者に連絡
し、コンピュータグループからこのコンピュータを削除してもらってください。

コンピュータグループからコンピュータの削除する方法について詳しくは、「ユーザの管理」の
コンピュータグループの章を参照してください。

削除された構成は、認証とコンタクトのためのカスタム検索方式から削除されます。
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LDAPディレクトリの接続設定を変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、コンピュータからLDAPv3 またはLDAPv2 ディレク
トリにアクセスする方法を指定する構成の接続設定を変更できます。

LDAPディレクトリにアクセスするための接続設定を変更するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「接続」をクリックし、以下の設定を必要に応じて変更します：

Â「構成名」：LDAPディレクトリ構成のリストに表示される名前を指定します。（LDAP ディレク
トリ構成のリストで名前を変更することもできます。）

Â「サーバ名またはIPアドレス」： サーバのDNS名またはそのIPアドレスを指定します。（LDAP
ディレクトリ構成のリストでこれを変更することもできます。）

Â「開く／閉じる操作のタイムアウトまでの秒数」： 接続の試行をキャンセルするまでの最大待
機時間を指定します。

Â「クエリー・タイム・アウトまでの秒数」： クエリーをキャンセルするまでの最大待機時間を指
定します。

Â「再バインドを試行するまでの時間」： LDAPサーバが応答しない場合、再接続を試みるまでに
待つ秒数を指定します。再接続を連続して試行することを防止するときは、この値を大きくし

ます。

Â「接続が切断されるまでのアイドルタイム」： 待機状態または応答のない状態で接続が開いた
ままになっていることを許可する秒数を指定します。

Â「SSLを使って暗号化」： SSL接続を使用して、LDAPディレクトリとの通信を暗号化するかどう
かを決定します。（LDAP ディレクトリ構成のリストでこの設定を変更することもできます。）
「SSL」チェックボックスを選択するときは、SSLが必要かどうかをOpenDirectory 管理者に
確認してください。

Â「カスタムポートを使用する」： LDAP接続の標準ポート以外のポート番号（SSLを使用しない
場合は389、SSLを使用する場合は636）を指定します。

Â「サーバの紹介を無視」： ほかのLDAPサーバまたは情報の複製を参照するためLDAPサーバの
紹介を無視するか従うかどうかを決定します。サーバの紹介はコンピュータが情報を見つける

のに役立ちますが、コンピュータがほかのLDAP サーバの紹介を確認する必要がある場合は、
ログインが遅くなったり、ほかの処理が遅くなったりする可能性があります。

Â「LDAPv2 を使用（読み出し専用）」： LDAP ディレクトリへの読み出し専用のアクセスに古い
LDAPv2プロトコルを使用するかどうかを決定します。
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LDAP接続のセキュリティポリシーを変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使用すると、LDAP ディレクトリのセキュリティポリシーよ
りも厳しいセキュリティポリシーを、LDAPv3接続を構成することができます。たとえば、LDAP
ディレクトリのセキュリティポリシーでクリアテキストのパスワードを許可している場合でも、

クリアテキストのパスワードを許可しないようにLDAPv3接続を設定できます。

より厳しいセキュリティポリシーを設定すると、不正な LDAP サーバを使用してユーザのコン
ピュータを制御しようとする悪意あるハッカーからコンピュータを保護できます。

コンピュータは、LDAPサーバと通信して、セキュリティオプションの状態を示す必要がありま
す。このため、LDAPv3接続のセキュリティオプションを変更する場合は、コンピュータの認証
検索方式にLDAPv3 接続が含まれている必要があります。

LDAPv3接続のセキュリティオプションの許可される設定は、LDAPサーバのセキュリティ機能
と要件に依存します。たとえば、LDAP サーバが Kerberos 認証をサポートしていない場合、
LDAPv3接続のいくつかのセキュリティオプションは無効になります。

LDAPv3接続のセキュリティオプションを変更するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「検索方式」をクリックします。

2 「認証」をクリックし、目的のLDAPv3 ディレクトリが検索方式のリストに表示されていることを
確認します。

LDAPv3ディレクトリを認証検索方式に追加する方法について詳しくは、130ページの「カスタ
ム検索方式を定義する」を参照してください。

3 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

4 「サービス」をクリックします。

5 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

6 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

7 目的のディレクトリの構成を選択して、「編集」をクリックします。

8 「セキュリティ」をクリックしてから、次の設定を必要に応じて変更します。

参考：これらのセキュリティ設定および接続先のLDAPサーバのセキュリティ設定は、LDAP 接
続が設定されるときに決定されます。これらの設定は、サーバの設定が変更されても自動的には

アップデートされません。

最後の4つのオプションのいずれかを選択しているが無効になっている場合、LDAPディレクト
リはそれを必要とします。これらのオプションのいずれかを選択せず無効にすると、LDAPサー
バはそれをサポートしません。MacOSXServer のLDAP ディレクトリのこれらのオプションを
設定する方法について詳しくは、184ページの「OpenDirectory サーバのセキュリティポリシー
を設定する」を参照してください。
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Â「接続時に使用する認証」：  指定された識別名とパスワードを提供することにより、LDAPv3 接
続が自身を認証するかどうかを決定します。LDAPv3 接続がLDAPディレクトリとの信頼され
たバインディングを使用する場合、このオプションは表示されません。

Â「ディレクトリとバインド」：  LDAPv3接続がLDAPディレクトリとの信頼されたバインディン
グのために使用する資格情報を指定します。このオプションと資格情報は、ここでは変更でき

ません。代わりに、バインドを解除し、異なる資格情報を使用して再度バインドすることがで

きます。

詳しくは、150ページの「LDAPディレクトリとの信頼されたバインディングを終了する」お
よび149ページの「LDAP ディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する」を参照し
てください。

LDAPv3接続で信頼されたバインディングが使用されていない場合、このオプションは表示さ
れません。

Â「クリア・テキスト・パスワードを使用不可にする」：  暗号化されたパスワードを送信する認
証方法を使用してパスワードを検証できない場合、パスワードをクリアテキストとして送信す

るかどうかを決定します。

詳しくは、113ページの「シャドウパスワードのユーザの認証方法を選択する」および114ペー
ジの「OpenDirectoryのパスワードの認証方法を選択する」を参照してください。

Â「すべてのパケットをデジタル署名（Kerberosが必要）」：  LDAPサーバのディレクトリデータ
が自分のコンピュータに転送されている間にほかのコンピュータによって妨害されたり、変更

されたりしないようにします。

Â「すべてのパケットを暗号化（SSLまたはKerberosが必要）」：  LDAPサーバからディレクトリ
データをコンピュータに送信する前に、SSL またはKerberos を使用してディレクトリデータ
を暗号化します。「すべてのパケットを暗号化（SSL またはKerberos が必要）」チェックボッ
クスを選択するときは、SSLが必要かどうかをOpenDirectory 管理者に確認してください。

Â「Man-in-the-Middle攻撃をブロック（Kerberosが必要）」：LDAPサーバを装う不正なサーバ
から保護します。「すべてのパケットをデジタル署名」オプションと共に使用することを推奨

します。

LDAP検索とマッピングを構成する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、MacOSX で LDAP ディレクトリの特定のデータ項
目を検索する方法を特定する、マッピング、検索ベース、および検索範囲を編集できます。これ
らの設定は、「ディレクトリユーティリティ」にリストされた各LDAP ディレクトリ構成ごとに
編集できます。各LDAPディレクトリ構成は、MacOSXがLDAPv3またはLDAPv2ディレクト
リ内のデータにアクセスする方法を指定します。

以下の設定を編集できます：

Â



MacOSXの各レコードタイプと1つ以上のLDAPオブジェクトクラスとのマッピング

Â



MacOSXのデータタイプまたは属性と各レコードタイプのLDAP属性とのマッピング

Â



LDAPの検索ベースと検索範囲（MacOSXがLDAPディレクトリ内でMacOSXレコードタイ
プを検索する場所を決定します）
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MacOSXユーザ属性を読み出し／書き込みLDAPディレクトリドメイン（読み出し専用ではな
いLDAPドメイン）にマップするとき、RealNameにマップされたLDAP属性は、RecordName
にマップされたLDAP属性のリストの最初の属性とは別のものにする必要があります。

たとえば、cn属性がRealNameにもマップされている場合は、この属性がRecordNameにマッ
プされる最初の属性であってはなりません。

RealNameにマップされたLDAP属性がRecordNameにマップされた最初の属性と同じものの
場合、「ワークグループマネージャ」でフルネーム（ロングネーム）や最初のショートネームを

編集しようとすると問題が発生します。

MacOSX のレコードタイプと属性について詳しくは、付録の「MacOSX のディレクトリデー
タ」を参照してください。

LDAPサーバの検索ベースとマッピングを編集するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 「サービス」をクリックします。

4 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

5 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

6 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

7 「検索とマッピング」をクリックします。

8 編集の開始点として使用するマッピングを選択します。定義済みのマッピングを使わずに編集を

開始するときは、「カスタム」を選択します。

LDAP マッピングテンプレートのいずれかを選択する場合は、検索ベースのサフィックス（変更
できます）が表示されます。デフォルトの検索ベースのサフィックスをそのまま使用する場合は、

「OK」をクリックします。

「このLDAPv3サーバにアクセスするときに使用」ポップアップメニューをクリックし、編集の
開始点として使用するマッピングテンプレートを選択します。

9 レコードタイプを追加し、必要に応じて検索ベースを変更します：

Â レコードタイプを追加するときは、「追加」（「レコードタイプと属性」リストの下にあります）

をクリックします。表示されるシートで「レコードタイプ」を選択し、リストから1 つ以上の
レコードタイプを選択して、「OK」をクリックします。

Â レコードタイプの検索ベースと検索範囲を変更するときは、「レコードタイプと属性」リスト

で検索ベースを選択してから、「検索ベース」フィールドを編集します。検索ベースの下位の
LDAP ディレクトリ階層を取り込むように検索範囲を設定するときは、「すべてのサブツリー」
を選択します。検索ベースとLDAPディレクトリ階層の1つ下のレベルだけを取り込むように
検索範囲を設定するときは、「先頭レベルのみ」を選択します。

Â レコードタイプを削除するときは、「レコードのタイプと属性」リストでレコードタイプを選

び、「削除」をクリックします。
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Â レコードタイプのマッピングを追加するときは、「レコードタイプと属性」リストでレコード

タイプを選択してから「追加」（「リスト内の__の項目へのマップ」の下にあります）をクリック
し、LDAPディレクトリのオブジェクトクラスの名前を入力します。別のLDAPオブジェクト
クラスを追加するときは、Returnキーを押してオブジェクトクラスの名前を入力し、LDAP オ
ブジェクトクラスのリストの上にあるポップアップメニューを使用して、リストに表示されて

いるLDAPオブジェクトクラスのすべてを使用するか任意のものを使用するかを指定します。
Â レコードタイプのマッピングを変更するときは、「レコードタイプと属性」リストでレコード

タイプを選択し、「リスト内の__ の項目へのマップ」で変更したいLDAP オブジェクトクラ
スをダブルクリックして編集します。リストの上にあるポップアップメニューを使用して、リ

スト内のすべてのLDAPオブジェクトクラスを使用するか、任意のオブジェクトクラスを使用
するかを指定します。

Â レコードタイプのマッピングを削除するときは、「レコードタイプと属性」リストでレコードタ

イプを選択し、「リスト内の__の項目へのマップ」から削除したいLDAPオブジェクトクラスを
選択してから、「削除」（「リスト内の__の項目へのマップ」の下にあります）をクリックします。

10 属性を追加し、必要に応じてそのマッピングを変更します：

Â レコードタイプに属性を追加するときは、「レコードタイプと属性」リストでレコードタイプ

を選択し、「追加」（「レコードタイプと属性」リストの下にあります）をクリックしてから、

表示されるシートで「属性タイプ」を選択し、1 つ以上の属性タイプを選択して、「OK」をク
リックします。

Â 属性のマッピングを追加するときは、「レコードタイプと属性」リストで属性を選択し、「追

加」（「リスト内の__ の項目へのマップ」の下にあります）をクリックし、LDAP ディレクト
リの属性の名前を入力します。別のLDAP 属性を追加するときは、Returnキーを押して属性
の名前を入力します。

Â 属性のマッピングを変更するときは、「レコードタイプと属性」リストで属性を選択し、「リス

ト内の__の項目へのマップ」で変更したい項目をダブルクリックしてから、その項目名を編
集します。

Â 属性のマッピングを削除するときは、「レコードタイプと属性」リストで属性を選択し、「リス

ト内の__ の項目へのマップ」から削除したい項目を選択してから、「削除」（「リスト内の__
の項目へのマップ」の下にあります）をクリックします。

Â 右側のリストに表示される属性の順序を変更するときは、属性をリスト内で上または下にド
ラッグします。

11 マッピングをテンプレートとして保存する場合は、「テンプレートを保存」をクリックします。

デフォルトの場所に保存されたテンプレートは、現在のユーザが次に「ディレクトリユーティリ

ティ」を開くとLDAP マッピングテンプレートのポップアップメニューに表示されます。保存さ
れたテンプレートのデフォルトの場所は、次のパスのホームフォルダにあります：

~/ライブラリ/ApplicationSupport/DirectoryUtility/LDAPv3/Templates

12



LDAP ディレクトリからクライアントにマッピングを自動的に提供できるように、マッピングを
LDAP ディレクトリに保存するときは、「サーバへ書き込み」をクリックしてから、マッピング
を保存する検索ベース、管理者または検索ベースの書き込みアクセス権を持つその他のユーザの

識別名（たとえば、uid=diradmin,cn=users,dc=ods,dc=example,dc=comなど）、およびパス
ワードを入力します。
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OpenDirectoryのLDAPサーバにマッピングを書き込む場合、正しい検索ベースは
「cn=config,suffix」です（この場合、suffixは「dc=ods,dc=example,dc=com」のように、
サーバの検索ベースのサフィックスです）。
LDAPディレクトリは、カスタム検索方式にLDAPサーバからマッピングを取得するように構成さ
れている接続が含まれるMacOSXクライアントに対してマッピングを提供します。また、LDAP
ディレクトリは、自動検索方式を使用するように設定されたすべてのMacOSX クライアントへ
のマッピングをサポートしています。詳しくは、136ページの「LDAPディレクトリへのアクセ
スを構成する」および128ページの「検索方式の詳細設定を使用する」を参照してください。

LDAPディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する
「ディレクトリユーティリティ」を使用すると、信頼されたバインディングをサポートするコン

ピュータとLDAPディレクトリの間で信頼されたバインディングを設定できます。バインディン
グは、信頼されたバインディングを設定するとき、ディレクトリ内に作成されている認証済みの

コンピュータレコードにより相互に認証されます。

信頼されたLDAPバインディングとDHCPが提供するLDAPディレクトリを使用するように、コ
ンピュータを構成することはできません。信頼されたLDAPバインディングは本質的に静的です
が、DHCP から提供されるLDAP は動的です。

詳しくは、134ページの「DHCPによって提供されるLDAPディレクトリを有効にする／無効に
する」および184ページの「OpenDirectory サーバのバインド方式を設定する」を参照してく
ださい。

LDAPディレクトリへの信頼されたバインディングを設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。
2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。
3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。
4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。
5 目的のサーバ構成を選択して、「編集」をクリックします。
6 「バインド」をクリックして、以下の資格情報を入力し、「OK」をクリックします。
コンピュータの名前および LDAP ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力しま
す。別のコンピュータで信頼されたバインディングやほかのネットワークサービスに使用されて

いるコンピュータ名を入力することはできません。

「バインド」ボタンが表示されない場合、LDAP ディレクトリは信頼されたバインディングをサ
ポートしていません。

7 入力したコンピュータ名が正しいことを確認します。

コンピュータレコードが存在することを警告するメッセージが表示された場合は、「キャンセル」

をクリックして前の画面でコンピュータ名を変更するか、「上書き」をクリックして既存のコン

ピュータレコードを置き換えます。

既存のコンピュータのレコードは、放棄されていることもあれば、別のコンピュータに属している

こともあります。既存のコンピュータのレコードを置き換える場合は、レコードを置き換えること

で別のコンピュータが使用不可になる場合に備えて、LDAPディレクトリ管理者に通知します。





150 第8章    ディレクトリクライアントの詳細設定



このような場合、LDAPディレクトリ管理者は、使用不可になったコンピュータに別の名前を付
けて、そのコンピュータが属していたコンピュータグループにその名前で追加して戻す必要があ

ります。

コンピュータグループにコンピュータを追加する方法について詳しくは、「ユーザの管理」のコ
ンピュータグループの章を参照してください。

8 信頼されたバインディングの設定を終了するときは、「OK」をクリックします。

LDAPディレクトリとの信頼されたバインディングを終了する
「ディレクトリユーティリティ」を使用すると、許可されているが信頼されたバインディングを

必要としない、コンピュータとLDAP ディレクトリ間の信頼されたバインディングを終了するこ
とができます。

LDAPディレクトリとの信頼されたバインディングを終了するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 目的のサーバ構成を選択して、「編集」をクリックします。

6 「バインド解除」をクリックして、以下の資格情報を入力し、「OK」をクリックします。

LDAP ディレクトリ管理者（ローカルのコンピュータ管理者ではない）の名前とパスワードを入
力します。

このコンピュータに信頼されたバインディングが設定されていない場合、「バインド解除」ボタ

ンは表示されません。

コンピュータがLDAPサーバにアクセスできないという警告が表示された場合、信頼されたバイ
ンディングを強制的に終了したい場合は「OK」をクリックします。

強制的に信頼されたバインディングを終了しても、このコンピュータのLDAPディレクトリ内に
はコンピュータのレコードが依然として残ります。このため、LDAPディレクトリ管理者に連絡
し、コンピュータグループからこのコンピュータを削除してもらってください。

コンピュータグループからコンピュータを削除する方法について詳しくは、「ユーザの管理」の
コンピュータグループの章を参照してください。

7 信頼されたバインディングの終了を終了するときは、「OK」をクリックします。

LDAP接続の開く／閉じるのタイムアウトを変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAP サービスへの接続の試みをキャンセルする
までにOpenDirectoryで待つ時間を指定することができます。

LDAP接続の開く／閉じるのタイムアウトを設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。
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2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「接続」をクリックして、「開く／閉じる操作のタイムアウトまでの秒数」に値を入力します。

デフォルトは15 秒です。

LDAP接続のクエリーのタイムアウトを変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAP ディレクトリに送信したクエリーをOpen
Directory でキャンセルするまでの待ち時間を指定できます。

LDAP接続のクエリータイムアウトを設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「接続」をクリックして、「クエリー・タイム・アウトまでの秒数」に値を入力します。

デフォルトの値は、120秒です。

LDAP接続の再バインド試行の待ち時間を変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAP サービスが応答しない場合に再接続を試み
るまでの待ち時間を指定できます。この値を大きくすると、再接続を連続して試みないようにで

きます。

アイドル状態のLDAP クライアントの再バインドの待ち時間を設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「接続」をクリックして、「再バインドを試行するまでの時間」に値を入力します。

デフォルトは120秒です。
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LDAP接続が待機状態のときに接続を解除するまでの時間を変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAP接続が待機状態のときにOpenDirectory で
接続を終了するまでの時間を指定できます。この設定を調整して、LDAP サーバで開いている接
続の数を減らすことができます。

待機状態のLDAP接続のタイムアウト間隔を設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「接続」をクリックして、「接続が切断されるまでのアイドルタイム」に値を入力します。

デフォルトは1分です。

読み出し専用のLDAPv2アクセスを強制する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAPv2 によるLDAP サーバへの接続を強制でき
ます。この強制されたLDAPv2接続は、読み出し専用であり（読み出し／書き込みではありませ
ん）、SSL を使用しません。

LDAPサーバへの読み出し専用のLDAPv2アクセスを強制するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「接続」をクリックして、「LDAPv2を使用（読み出し専用）」を選択します。

LDAPサーバの紹介を無視する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、ほかのLDAP サーバまたは複製で情報を検索する
ためのLDAP サーバの紹介をコンピュータで無視するか従うかを指定できます。

サーバの紹介はコンピュータが情報を見つけるのに役立ちますが、コンピュータがほかのLDAP
サーバの紹介を確認する必要がある場合は、ログインが遅くなったり、ほかの処理が遅くなった
りする可能性があります。

LDAPサーバの紹介を無視するかどうかを指定するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。
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4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「接続」をクリックして、「サーバの紹介を無視」を選択します。

LDAP接続を認証する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAP ディレクトリへの認証された接続を設定で
きます。この認証は一方向です。コンピュータは LDAPディレクトリに対して識別情報を提示し
ますが、LDAP ディレクトリはコンピュータに対して真正性を提示しません。相互認証について
は、149ページの「LDAPディレクトリへの信頼されたバインディングを設定する」を参照して
ください。

参考：コンピュータと LDAPディレクトリの間に信頼されたバインディングが設定されている場
合、認証された接続は冗長になるため設定できません。

認証されたLDAPv3接続を設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「セキュリティ」をクリックします。

7 「接続時に認証を使用」を選択して、ユーザの識別名とパスワードを入力します。

識別名には、ディレクトリ内のデータを参照するアクセス権を持つ任意のユーザアカウントを指

定できます。たとえば、ユーザ名が「authenticator」、アドレスがods.example.comである
LDAP サーバ上のユーザアカウントの場合は、識別名は
uid=authenticator,cn=users,dc=ods,dc=example,dc=com となります。

重要：識別名またはパスワードが間違っていると、すべてのユーザが LDAP ディレクトリ内の
ユーザアカウントを使用してコンピュータにログインすることができなくなります。

LDAP接続の認証に使用されるパスワードを変更する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、LDAP サーバ上で変更されたパスワードを使用す
るように、認証されたLDAP 接続をアップデートできます。（LDAP 接続の認証に使用している
パスワードがLDAP サーバ上で変更された場合、そのサーバに対して認証された接続を行うすべ
てのコンピュータをアップデートする必要があります。）

LDAP接続のパスワードを変更するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。





154 第8章    ディレクトリクライアントの詳細設定





3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5 リストでサーバ構成を選び、「編集」をクリックします。

6 「セキュリティ」をクリックして、「パスワード」設定を変更します。

Â「接続時に認証を使用する」が選択されていないために「パスワード」設定が淡色表示になっ

ている場合は、153ページの「LDAP接続を認証する」を参照してください。
Â「ディレクトリとバインド」が（淡色表示であっても）選択されているために「パスワード」

設定が淡色表示になっている場合は、接続はユーザのパスワードでは認証されません。代わり

に、接続では、信頼されたバインディング用の認証済みのコンピュータレコードを使用します。

LDAPディレクトリの構成レコード属性をマッピングする
管理されたMacOSXユーザの情報をアップル以外のLDAP ディレクトリに保存するときは、次
の構成レコードタイプ属性をマップする必要があります：RealNameおよびDataStamp。

これらの属性をマップしないと、「ワークグループマネージャ」を使ってLDAP ディレクトリ内
のユーザレコードを変更するときに、次のエラーメッセージが表示されます：

“dsRecTypeStandard:Config”という名前の属性はマップされていません。

MacOSX クライアント管理を使用していない場合、このメッセージは無視できます。これは、
キャッシュ用の構成レコードタイプのRealName およびDataStamp 属性に依存します。

RFC2307マッピングを編集してユーザを作成できるようにする
「ワークグループマネージャ」を使ってRFC2307（UNIX）マッピングを使用するアップル以外
のLDAP ディレクトリサーバにユーザを作成するには、「ユーザ」レコードタイプのマッピング
を編集する必要があります。これは「ディレクトリユーティリティ」を使って行います。

RFC2307マッピングを使ってLDAPディレクトリにユーザレコードを作成できるようにするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 サーバ構成のリストが隠れている場合は、「オプションを表示」をクリックします。

5



RFC2307 マッピングを含んだディレクトリ構成を選択してから「編集」をクリックします。

6 「検索とマッピング」をクリックします。

7 左側のリストで「ユーザ」を選択します。

デフォルトでは、「マップ先__リスト内の項目」は「任意の」に設定されており、右側のリスト
には「posixAccount」、「inetOrgPerson」、および「shadowAccount」が表示されます。

8 「リスト内の__ の項目へのマップ」を「すべて」に変更してから、「ユーザ」レコードタイプに
マップしたいすべてのLDAPオブジェクトクラスが右側のリストに含まれるように変更します。
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たとえば、ユーザが posixAccount と inetOrgPerson にのみマップされるよう、リストから
shadowAccountを削除できます。代わりに、ユーザをposixAccountとshadowAccountのア
カウントにマップしてもかまいません。

リスト内の項目を変更するときは、その項目をダブルクリックします。リストに項目を追加する

ときは、「追加」をクリックします。選択した項目をリストから削除するときは、「削除」をク

リックします。リスト内の項目の順序を変更するときは、項目をリスト内で上または下にドラッ

グします。「ターミナル」で ldapsearch UNIX ツールを使って、LDAPディレクトリ内のユーザ
レコードのオブジェクトクラスを見つけることができます。たとえば、以下のコードでは、cn 属
性がLeonardodaVinciであるユーザレコードのオブジェクトクラスが検索されます： 

$ ldapsearch -x -h ldapserver.example.com -b "dc=example, dc=com" 

'cn=Leonardo da Vinci' objectClass

この例の出力は、次のように表示されます： 

# Leonardo da Vinci, example.com

dn: cn=Leonardo da Vinci, dc=example, dc=com

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: posixAccount



MacOSXの読み出し専用LDAPディレクトリを準備する
MacOSXコンピュータで読み出し専用LDAP ディレクトリから管理データを取得する場合、そ
のデータは、MacOSX に必須のフォーマットで存在する必要があります。読み出し専用LDAP
ディレクトリのデータの追加、変更、または再編成が必要な場合があります。

MacOSXから読み出し専用ディレクトリにデータを書き込むことはできないので、ほかのツー
ルを使って変更を加える必要があります。これらのツールは、読み出し専用ディレクトリを管理

するサーバに置く必要があります。

MacOSX の読み出し専用LDAPディレクトリを準備するには：
1 読み出し専用LDAPディレクトリを管理するサーバに移動し、そのサーバがLDAPベースの認証お
よびパスワードチェックをサポートするように構成します。 

2



MacOSXが必要とするデータを提供するように、必要に応じてLDAPディレクトリのオブジェク
トクラスと属性を変更します。

MacOSXのディレクトリサービスに必要なデータの仕様については、付録の「MacOSXのディ
レクトリデータ」を参照してください。

MacOSXのデータを含むLDAPディレクトリを格納する
LDAP ディレクトリドメインへのアクセスを構成し、データのマッピングを設定すると、
MacOSXのレコードとデータを格納できます。 LDAP ディレクトリをリモートから管理（読み
出し／書き込みアクセス）できる場合は、次のようにしてMacOSXServer に組み込まれてい
る「ワークグループマネージャ」アプリケーションを使用できます：

Â ユーザのネットワークブラウザ（Finderウインドウのサイドバーで「ネットワーク」をクリッ
クすると表示されます）で自動的にマウントする必要がある共有ポイントと共有ドメインを識

別します。
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「サーバ管理」の「共有」および「ワークグループマネージャ」の「ネットワーク」モジュー

ルを使用します。詳しくは、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

Â ユーザレコードとグループレコードを定義して構成します。

「ワークグループマネージャ」の「アカウント」モジュールを使用します。詳しくは、「ユーザ
の管理」を参照してください。

Â 同じ環境設定が割り当てられ、同じユーザおよびグループが利用できるコンピュータのリスト

を定義します。

「ワークグループマネージャ」の「コンピュータ」モジュールを使用します。詳しくは、「ユー
ザの管理」を参照してください。

すべてのケースで、ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリックし、「ワークグ

ループマネージャ」のポップアップメニューから選んで LDAP ディレクトリドメインを開きま
す。LDAP がポップアップメニューにリストされていない場合は、このメニューから「その他」
を選んでLDAPディレクトリを選択します。

参考：読み出し専用のLDAPディレクトリにレコードとデータを追加するには、サーバ上でLDAP
ディレクトリを管理するツールを使用する必要があります。

ActiveDirectoryの詳細設定を使用する
MacOSXServer を搭載したサーバまたはMacOSX を搭載したコンピュータを、Windows
2000またはWindows2003サーバ上のActiveDirectoryドメインにアクセスするように構成で
きます。

作業の説明と手順については、以下のセクションを参照してください：

Â



157ページの「ActiveDirectoryへのアクセスについて」
Â


159ページの「ActiveDirectory ドメインへのアクセスを構成する」

Â


161ページの「ActiveDirectoryのモバイル・ユーザ・アカウントを設定する」

Â


162ページの「ActiveDirectoryユーザアカウントのホームフォルダを設定する」

Â


163ページの「ActiveDirectoryユーザアカウントのUNIXシェルを設定する」

Â


163ページの「UIDをActiveDirectory属性にマップする」

Â


164ページの「プライマリグループIDをActiveDirectory属性にマップする」

Â


165ページの「グループアカウントのグループIDをActiveDirectory 属性にマップする」

Â


166ページの「優先するActiveDirectoryサーバを指定する」

Â


166ページの「コンピュータを管理できるActiveDirectoryのグループを変更する」

Â


167ページの「ActiveDirectoryフォレスト内のすべてのドメインからの認証を制御する」

Â



168ページの「ActiveDirectoryサーバからバインドを解除する」

Â



168ページの「ActiveDirectory内のユーザアカウントとその他のレコードを編集する」
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ネットワークによっては、ActiveDirectoryドメインにアクセスするための別の方法があります。
169ページの「ActiveDirectory のドメインに対するLDAPアクセスを設定する」を参照してく
ださい。

ActiveDirectoryへのアクセスについて
MacOSXを、Windows2000以降のサーバのActiveDirectory ドメインの基本ユーザアカウン
ト情報にアクセスするように構成できます。これは「ディレクトリユーティリティ」用のActive
Directory プラグインによって可能になります。このActiveDirectoryプラグインは、「ディレク
トリユーティリティ」の「サービス」パネルにリストされています。

基本ユーザアカウント情報を取得するために、ActiveDirectory ドメインにスキーマの変更を加
える必要はありません。コンピュータアカウントでユーザプロパティを読み込めるように、特定

の属性のデフォルトのアクセス制御リスト（ACL）を変更することが必要になる場合があります。

ActiveDirectoryプラグインは、 ActiveDirectoryユーザアカウントの標準属性から、MacOSX
の認証に必要なすべての属性を生成します。このプラグインは、パスワード変更、失効、強制変

更、セキュリティオプションなど、ActiveDirectory 認証方式もサポートしています。

MacOSXv10.5では、すべてのWindowsActiveDirectoryドメインでパケット暗号化およびパ
ケット署名オプションを利用できます。この機能は、デフォルトで入（「allow」）になっていま
す。 dsconfigad コマンドラインツールを使用して、このデフォルト設定を無効または必須に変

更できます。パケット暗号化オプションとパケット署名オプションを利用することにより、レ

コードを検索するためにActiveDirectoryドメインに入出力するあらゆるデータを確実に保護で
きます。

ActiveDirectory プラグインは、ActiveDirectory ドメイン内のユーザアカウントの GUID
（GloballyUniqueID）に基づいて、一意のユーザ ID とプライマリグループID を動的に生成し
ます。生成されたユーザIDとプライマリグループIDは、ユーザアカウントを別のMacOSX コ
ンピュータへのログインに使用する場合でも、ユーザアカウントごとに同じものです。

もう1 つの方法として、ActiveDirectory プラグインで強制的に、指定したActiveDirectory 属
性にユーザIDをマッピングすることもできます。

ActiveDirectory プラグインにより、ActiveDirectoryグループアカウントのGUIDに基づいて
グループID が生成されます。また、プラグインで強制的に、指定したActiveDirectory 属性に
グループアカウントのグループIDをマッピングすることもできます。

ユーザがActiveDirectoryユーザアカウントを使用して MacOSXにログインしたときに、Active
Directory プラグインによって、ActiveDirectoryユーザアカウントで指定されているWindows
ネットワーク・ホーム・フォルダをそのユーザのMacOSXホームフォルダとしてマウントでき
ます。ActiveDirectory スキーマがMacOSX のhomeDirectory 属性を含むように拡張されて
いる場合は、ActiveDirectoryの標準のhomeDirectory属性またはMacOSXのhomeDirectory
属性のどちらで指定されているネットワークホームを使用するかを指定できます。
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または、MacOSXクライアントコンピュータの起動ボリュームにローカル・ホーム・フォルダ
を作成するようにプラグインを構成することもできます。この場合、ActiveDirectory ユーザア
カウントで指定されているユーザのWindowsネットワーク・ホーム・フォルダが、共有ポイン
トのように、ネットワークボリュームとしてマウントされます。「Finder」を使用すれば、
WindowsホームフォルダのネットワークボリュームとローカルのMacOSXホームフォルダと
の間でファイルをコピーできます。

ActiveDirectoryプラグインによって、ユーザのモバイルアカウントを作成することもできます。
モバイルアカウントでは、MacOSXクライアントコンピュータの起動ボリューム上にローカル・
ホーム・フォルダが保持されます。（また、ユーザは、ユーザのActiveDirectory アカウントで
指定されているネットワーク・ホーム・フォルダも保持します。）

モバイルアカウントでは、MacOSX クライアントコンピュータ上にユーザのActiveDirectory
認証の資格情報がキャッシュされます。キャッシュされた資格情報により、クライアントコン

ピュータがActiveDirectoryサーバと接続していないときに、ユーザはActiveDirectoryの名前
とパスワードを使用してログインできます。

モバイルアカウントでは、MacOSXクライアントコンピュータの起動ボリューム上にローカル・
ホーム・フォルダが保持されます。（また、ユーザは、ユーザのActiveDirectory アカウントで
指定されているネットワーク・ホーム・フォルダも保持します。）

ActiveDirectoryスキーマがMacOSXのレコードタイプ（オブジェクトクラス）と属性を組み
込むように拡張されていない場合、ActiveDirectory はそれらを検出してアクセスします。

たとえば、ActiveDirectory スキーマは、Windows 管理ツールを使って、 MacOSX で管理対
象のクライアント属性を組み込むように変更することもできます。このスキーマ変更により、
ActiveDirectoryプラグインで、 MacOSXServerの「ワークグループマネージャ」アプリケー
ションで行われる管理対象のクライアント設定をサポートすることができます。 

MacOSX クライアントは、ディレクトリに追加された属性への完全な読み出しアクセス権を
持っているものと見なします。したがって、これらの追加された属性をコンピュータグループで

読み込めるように、属性のACL を変更することが必要となる場合があります。

ActiveDirectory プラグインにより、ActiveDirectoryフォレストにあるすべてのドメインが検
出されます。プラグインは、フォレスト内の任意のドメインのユーザがMacOSXコンピュータ
で認証できるように構成できます。また、そのクライアント上で特定のドメインだけが認証され

るように構成することもできます。

ActiveDirectory プラグインは、ActiveDirectory の複製とフェイルオーバーを完全にサポート
しています。複数のドメインコントローラが検出され、最も近いものが決定されます。ドメイン

コントローラが使用できなくなった場合、プラグインによって近くにある別のドメインコント

ローラに切り替えられます。
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ActiveDirectoryプラグインではLDAPを使ってActiveDirectoryユーザアカウントにアクセス
し、Kerberos を使って認証します。ActiveDirectory プラグインは、ディレクトリや認証サー
ビスの取得にMicrosoft所有のADSI（ActiveDirectoryServicesInterface）を使用しません。

ActiveDirectoryドメインへのアクセスを構成する
「ディレクトリユーティリティ」にリストされている ActiveDirectory プラグインを使えば、
MacOSXでWindowsサーバ上のActiveDirectoryドメインにある基本ユーザアカウント情報
にアクセスするよう構成できます。

ActiveDirectory プラグインは、 MacOSX の認証に必要なすべての属性を生成します。 Active
Directory のスキーマを変更する必要はありません。

標準のMacOSXのレコードタイプと属性（MacOSXクライアント管理に必要な属性など）を
組み込むようにActiveDirectoryのスキーマが拡張されている場合、ActiveDirectory プラグイ
ンがそれらを検出してアクセスします。

重要：コンピュータ名にハイフンが含まれていると、LDAPやActiveDirectory などのディレク
トリドメインに接続またはバインドできない場合があります。バインドを確立するには、ハイフ

ンが含まれないコンピュータ名を使用してください。

ActiveDirectoryドメインへのアクセスを構成するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 構成しているコンピュータにバインドしたいActiveDirectoryドメインのDNS名を入力します。

入力するDNS 名は、ActiveDirectoryドメインの管理者に問い合わせることができます。

5 必要に応じて、「コンピュータID」を編集します。

「コンピュータID」は、ActiveDirectory ドメイン内でコンピュータの識別に使用される名前で
あり、コンピュータの名前に初期設定されます。ActiveDirectoryドメイン内のコンピュータの
命名方法が組織内で定められている場合は、それに合わせて名前を変更してもかまいません。入

力する名前が分からない場合は、ActiveDirectoryドメインの管理者に問い合わせてください。

警告：ActiveDirectoryプラグインの詳細オプションを使用して、ActiveDirectoryスキーマ
に追加された正しい属性に、MacOSXの一意なユーザID（UID）、プライマリグループID
（GID）、およびグループGID属性をマッピングできます。後でこれらのマッピングオプション
の設定を変更すると、ユーザが以前作成したファイルにアクセスできなくなることがあり

ます。
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6 （オプション）詳細オプションを設定します。

詳細オプションが非表示になっている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックし、「ユーザ

環境」、「マッピング」、および「管理」パネルでオプションを設定します。詳細オプションの設

定は、後で変更することもできます。

詳細オプションについて詳しくは、以下のトピックを参照してください：

Â



161ページの「ActiveDirectoryのモバイル・ユーザ・アカウントを設定する」
Â


162ページの「ActiveDirectoryユーザアカウントのホームフォルダを設定する」

Â


163ページの「ActiveDirectoryユーザアカウントのUNIXシェルを設定する」

Â


163ページの「UIDをActiveDirectory属性にマップする」

Â


164ページの「プライマリグループIDをActiveDirectory属性にマップする」

Â


165ページの「グループアカウントのグループIDをActiveDirectory 属性にマップする」

Â


166ページの「優先するActiveDirectoryサーバを指定する」

Â


166ページの「コンピュータを管理できるActiveDirectoryのグループを変更する」

Â


167ページの「ActiveDirectoryフォレスト内のすべてのドメインからの認証を制御する」

7 「バインド」をクリックし、以下の情報を使用して、コンピュータをActiveDirectoryドメインに
バインドする権限を持つユーザとして認証します。ActiveDirectoryを追加する検索方式（以下
を参照）を選択して、「OK」をクリックします：

Â「名前とパスワード」：  ActiveDirectoryユーザアカウントの名前とパスワードを入力すること
で認証できるようにするか、ActiveDirectoryドメイン管理者が名前とパスワードを入力する
必要があるようにするかを選択できます。

Â「コンピュータOU」：  構成するコンピュータのOU（組織単位）を入力します。
Â「認証に使用」：  ActiveDirectoryをコンピュータの認証検索方式に追加するかどうかを決定す
るときに使用します。

Â「アドレスデータに使用」：  ActiveDirectoryをコンピュータのコンタクト検索方式に追加する
かどうかを決定するときに使用します。

「OK」をクリックすると、構成しているコンピュータとActiveDirectory サーバ間に信頼された
バインディングが設定されます。認証時に選択したオプションに従ってコンピュータの検索方式

が設定され、「ディレクトリユーティリティ」の「サービス」パネルでActiveDirectory が有効
になります。

ActiveDirectory の詳細オプションのデフォルト設定では、「認証に使用」を選択した場合はコ
ンピュータの認証検索方式に、「アドレスデータに使用」を選択した場合はコンタクト情報検索

方式に、ActiveDirectory フォレストが追加されます。

ただし、「バインド」をクリックする前に、「管理」詳細オプションパネルで「フォレスト内の任

意のドメインから認証」の選択を解除した場合は、フォレストではなく、最も近くにあるActive
Directory ドメインが追加されます。

後で、ActiveDirectory フォレストまたは個別のドメインを追加または削除することによって、
検索方式を変更できます。詳しくは、130ページの「カスタム検索方式を定義する」を参照して
ください。
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8 （オプション）サーバをActiveDirectoryのKerberos保護領域に接続します。

サーバ、またはサーバに接続できる管理用コンピュータで、「サーバ管理」を開き、そのサーバ

の OpenDirectory を選択します。「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。
「Kerberosに接続」をクリックし、ポップアップメニューからActiveDirectoryのKerberos 保
護領域を選択し、このサーバのローカル管理者の資格情報を入力します。

詳しくは、102ページの「サーバをKerberos 保護領域に接続する」を参照してください。

ActiveDirectoryのモバイル・ユーザ・アカウントを設定する
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、モバイルActiveDirectory ユーザアカウントを有効または無効にできます。コン
ピュータがActiveDirectory サーバに接続されていないときでも、モバイルアカウントを持つ
ユーザは、ActiveDirectoryの資格情報を使用してログインできます。

コンピュータがActiveDirectoryドメインに接続されているときに、ActiveDirectory プラグイ
ンによって、ユーザのログイン時にユーザのモバイルアカウントの資格情報がキャッシュされま

す。この資格情報のキャッシュは、ActiveDirectory スキーマの変更を必要としません。

ActiveDirectoryのスキーマがMacOSXの管理対象のクライアント属性を組み込むように拡張
されている場合は、ActiveDirectoryプラグインのモバイルアカウント設定ではなく、そのモバ
イルアカウント設定が使用されます。

モバイルアカウントを自動的に作成するか、ActiveDirectoryユーザにモバイルアカウント作成
の確認を求めるかできます。

ActiveDirectoryドメイン内のモバイルアカウントを有効または無効にするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「ユーザ環境」をクリックしてから、「ログイン時にモバイルアカウントを作成」をクリックし、
必要に応じて「モバイルアカウントを作成する前に確認を要求」をクリックします。

6 両方のオプションを選択した場合は、各ユーザがログイン時にモバイルアカウントを作成するか

どうかを決定します。ユーザがActiveDirectoryユーザアカウントを使用してMacOSXにログ
インするかネットワークユーザとしてログインすると、モバイルアカウントをすぐに作成するた
めのコントロールで構成されるダイアログが表示されます。 1 つ目のオプションを選択し、2 つ
目のオプションを選択しない場合は、ユーザのログイン時にモバイルアカウントが作成されま

す。1 つ目のオプションを選択しない場合、2 つ目のオプションは無効になります。「OK」をク
リックします。
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ActiveDirectoryユーザアカウントのホームフォルダを設定する
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、ActiveDirectoryユーザアカウント用のネットワーク・ホーム・フォルダまたは
ローカル・ホーム・フォルダを有効または無効にできます。

ネットワーク・ホーム・フォルダを使用する場合、ユーザのログイン時に、ユーザのWindows
ネットワーク・ホーム・フォルダがMacOSXホームフォルダとしてマウントされます。

ActiveDirectory スキーマがMacOSX のhomeDirectory 属性を含むように拡張されている場
合は、ネットワーク・ホーム・フォルダの場所として、ActiveDirectoryの標準のhomeDirectory
属性またはMacOSXのhomeDirectory 属性のどちらから取得するかを決めてください。

ローカル・ホーム・フォルダを使用する場合、ログインする各ActiveDirectory ユーザは、
MacOSXの起動ディスク上にホームフォルダを持ちます。また、ユーザのネットワーク・ホーム・
フォルダが、共有ポイントのように、ネットワークボリュームとしてマウントされます。ユーザ

は、このネットワークボリュームとローカル・ホーム・フォルダ間でファイルをコピーできます。

ActiveDirectoryユーザアカウントのホームフォルダを設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「ユーザ環境」をクリックします。

6



ActiveDirectory ユーザアカウントでコンピュータの「/ ユーザ」フォルダ内にローカル・ホー
ム・フォルダが保持されるようにする場合は、「ローカル・ホームディレクトリを起動ディスク

に設定」をクリックします。

「ログイン時にモバイルアカウントを作成」が選択されている場合、このオプションは使用でき

ません。

7 ホームフォルダの場所としてActiveDirectoryの標準属性を使用するには、「ActiveDirectoryか
らのUNC パスを使用してネットワークホームを設定」を選択して、ホームフォルダにアクセス
するためのプロトコルを選択します：

Â



Windows標準のSMBプロトコルを使用するときは、「使用するネットワークプロトコル」ポッ
プアップメニューから「smb」を選択します。

Â


Macintosh標準のAFPプロトコルを使用するときは、「使用するネットワークプロトコル」ポッ
プアップメニューから「afp」を選択します。

8 ホームフォルダの場所としてMacOSXの属性を使用するには、「ActiveDirectoryからのUNCパ
スを使用してネットワークホームを設定」の選択を解除します。

MacOSXの属性を使用するには、ActiveDirectory のスキーマを拡張してそれを含める必要が
あります。

9 「OK」をクリックします。
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ActiveDirectoryドメインのユーザアカウントの名前を変更すると、次回このユーザアカウント
を使用してMacOSX コンピュータにログインするときに、サーバでそのユーザアカウントの
ホームフォルダ（およびサブフォルダ）が作成されます。ユーザは、「Finder」で、古いホーム
フォルダに移動してその内容を確認することもできます。

新しいホームフォルダが作成されないようにするには、ユーザが次回ログインする前に、古い

フォルダの名前を変更します。

ActiveDirectoryユーザアカウントのUNIXシェルを設定する
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、ActiveDirectory アカウントを持つユーザが「ターミナル」アプリケーション
を使ってMacOSXを対話操作する際にデフォルトで使用するコマンドラインシェルを設定でき
ます。

デフォルトのシェルは、SSH（SecureShell）やTelnet経由のリモート対話操作にも使用されま
す。各ユーザは、「ターミナル」の環境設定を変更することでデフォルトのシェルを無効化でき

ます。

ActiveDirectoryユーザアカウントのUNIX シェルを設定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「ユーザ環境」をクリックします。

6 「デフォルトのユーザシェル」を選択してから、デフォルトのユーザシェルのパスを入力します。

7 「OK」をクリックします。

UIDをActiveDirectory属性にマップする
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、MacOSX の一意なユーザID（UID）属性にマップするActiveDirectory属性を
指定できます。

通常は、ActiveDirectoryのスキーマを拡張して、UIDへのマッピングに適した属性を含める必
要があります：

Â


ActiveDirectory 管理者がMicrosoft 社の「ServicesforUNIX」をインストールしてActive
Directoryスキーマを拡張する場合は、UIDをmsSFU-30-Uid-Number属性にマップできます。

Â



ActiveDirectory管理者がActiveDirectoryスキーマを手動で拡張してRFC2307属性を含める
場合は、UIDをuidNumber にマップできます。

Â



ActiveDirectory管理者がActiveDirectoryスキーマを手動で拡張してMacOSXのUniqueID
属性を含める場合は、UIDをこの属性にマップできます。
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UIDマッピングが無効になっている場合は、ActiveDirectoryプラグインがActiveDirectory の
標準GUID 属性に基づいてUID を生成します。

UIDを拡張されたActiveDirectoryのスキーマの属性にマップするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「マッピング」をクリックします。

6 「UIDを次の属性にマップ」を選択し、UIDにマップするActiveDirectory属性の名前を入力し
ます。

7 「OK」をクリックします。

プライマリグループIDをActiveDirectory属性にマップする
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、ユーザアカウントのMacOSXのプライマリグループID（GID）属性にマップす
るActiveDirectory属性を指定できます。

通常は、ActiveDirectoryのスキーマを拡張して、プライマリGIDへのマッピングに適した属性
を含める必要があります：

Â


ActiveDirectory 管理者がMicrosoft 社の「ServicesforUNIX」をインストールしてActive
Directoryスキーマを拡張する場合は、プライマリGIDをmsSFU-30-Gid-Number属性にマッ
プできます。

Â


ActiveDirectory管理者がActiveDirectoryスキーマを手動で拡張してRFC2307属性を含める
場合は、プライマリGID をgidNumberにマップできます。

Â


ActiveDirectory管理者がActiveDirectoryスキーマを手動で拡張してMacOSXの
PrimaryGroupID 属性を含める場合は、プライマリGIDをこの属性にマップできます。

プライマリGIDのマッピングが無効になっている場合は、ActiveDirectoryの標準のGUID属性
に基づいてプライマリGIDが生成されます。

警告：後でUIDのマッピングを変更すると、ユーザが以前作成したファイルにアクセスでき
なくなることがあります。

警告：後でプライマリGIDのマッピングを変更すると、ユーザが以前作成したファイルにア
クセスできなくなることがあります。
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プライマリGIDを拡張されたActiveDirectoryのスキーマの属性にマップするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「マッピング」をクリックします。

6 「ユーザGIDを次の属性にマップ」を選択し、ユーザアカウントのプライマリグループIDにマップ
するActiveDirectory属性の名前を入力します。

7 「OK」をクリックします。

グループアカウントのグループIDをActiveDirectory属性にマップする
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、グループアカウントのMacOSXのグループID（GID）属性にマップするActive
Directory 属性を指定できます。

通常は、ActiveDirectoryのスキーマを拡張して、GIDへのマッピングに適した属性を含める必
要があります：

Â


ActiveDirectory 管理者がMicrosoft 社の「ServicesforUNIX」をインストールしてActive
Directoryスキーマを拡張する場合は、GIDをmsSFU-30-Gid-Number属性にマップできます。

Â


ActiveDirectory管理者がActiveDirectoryスキーマを手動で拡張してRFC2307属性を含める
場合は、GIDをgidNumberにマップできます。

Â


ActiveDirectory管理者がActiveDirectoryスキーマを手動で拡張してMacOSXの
gidNumber属性を含める場合は、 GIDをこの属性にマップできます。

GID のマッピングが無効になっている場合は、ActiveDirectory の標準のGUID 属性に基づいて
GID が生成されます。

GIDを拡張されたActiveDirectoryのスキーマの属性にマップするには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「マッピング」をクリックします。

警告：GID のマッピングを後で変更すると、ユーザが以前作成したファイルにアクセスできな
くなることがあります。
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6 「グループGIDを次の属性にマップ」を選択し、グループアカウントのGID にマップするActive
Directory 属性の名前を入力します。

7 「OK」をクリックします。

優先するActiveDirectoryサーバを指定する
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、コンピュータがデフォルトでアクセスするActiveDirectoryドメインのサーバの
DNS名を指定できます。

今後、このサーバが使用不可になった場合は、フォレスト内の近くの別のサーバに切り替えられ

ます。

このオプションの選択を解除すると、フォレスト内の最も近いActiveDirectory ドメインが指定
されます。

ActiveDirectoryプラグインが優先的にアクセスするサーバを指定するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「管理」をクリックします。

6 「このドメインサーバを優先」を選択し、ActiveDirectoryサーバのDNS名を入力します。

7 「OK」をクリックします。

コンピュータを管理できるActiveDirectoryのグループを変更する
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、所属メンバーにコンピュータの管理者権限を与えるActiveDirectoryグループア
カウントを指定できます。

これらの ActiveDirectory グループアカウントのメンバーであるユーザは、構成している
MacOSXコンピュータにソフトウェアをインストールするなどの管理タスクを実行できます。

メンバーが管理者権限を持つActiveDirectoryグループアカウントを追加または削除するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「管理」をクリックします。
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6 「管理を許可するユーザ」を選択して、メンバーに管理者権限を与えるActiveDirectory グループ
アカウントのリストを変更します：

Â 追加（＋）ボタンをクリックしてグループを追加し、ActiveDirectoryドメイン名、バックス
ラッシュ、およびグループアカウント名を入力します（例：ADS\DomainAdmins,IL2\Domain
Admins）。

Â グループを削除するときは、リストでグループを選択し、削除（－）ボタンをクリックします。

7 「OK」をクリックします。

ActiveDirectoryフォレスト内のすべてのドメインからの認証を制御する
「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectory プラグインを使用するように構成されたコ
ンピュータで、ActiveDirectoryフォレスト内のユーザがすべてのドメインから認証されるよう
にするか、または認証を個々のドメインのユーザに制限するかを選択できます。

ユーザがフォレスト内のすべてのドメインから認証されるようにするかどうかを制御するには： 
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 詳細オプションが隠されている場合は、「詳細オプションを表示」をクリックします。

5 「管理」をクリックします。

6 「フォレスト内の任意のドメインから認証」を選択します。

「フォレスト内の任意のドメインから認証」を選択すると、コンピュータの認証およびコンタクト

情報のカスタム検索方式に ActiveDirectory フォレストを追加できます。カスタム検索方式に
ActiveDirectoryフォレストを追加する際、使用可能なディレクトリドメインのリストに、フォレ
ストが「/ActiveDirectory/AllDomains」として表示されます。（これはデフォルトの設定です）。

「フォレスト内の任意のドメインから認証」の選択を解除すると、コンピュータの認証およびコ

ンタクト情報のカスタム検索方式にActiveDirectory ドメインを個別に追加できます。カスタム
検索方式にActiveDirectoryドメインを追加する際、使用可能なディレクトリドメインのリスト
に、各ActiveDirectoryドメインが個別に表示されます。

7 「OK」をクリックします。

8 「フォレスト内の任意のドメインから認証」を選択した後に、「認証」パネルと「コンタクト」パ
ネルのカスタム検索方式にActiveDirectoryフォレストまたは選択したドメインが含まれるよう
に変更します。

カスタム検索方式を変更する方法について詳しくは、130ページの「カスタム検索方式を定義す
る」を参照してください。
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ActiveDirectoryサーバからバインドを解除する
コンピュータが「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインを使用してActive
Directory サーバにバインドしている場合、ActiveDirectory サーバからコンピュータをバイン
ド解除できます。

コンピュータがサーバに接続できない場合や、コンピュータのレコードがサーバから取り除かれ

ている場合は、バインドを強制的に解除できます。

ActiveDirectoryサーバからコンピュータをバインド解除するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「ActiveDirectory」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 「バインド解除」をクリックし、ActiveDirectoryドメインへの接続を終了する権限があるユーザ
として認証して、「OK」をクリックします。

資格情報が受け付けられなかったかコンピュータがActiveDirectoryに接続できないことを示す
警告が表示された場合は、「バインドを強制的に解除」をクリックして、接続を強制的に解除し

ます。

バインドを強制的に解除しても、ActiveDirectory にはこのコンピュータのレコードが保持され
ます。コンピュータのレコードを取り除く必要があることをActiveDirectory管理者に通知して
ください。

5 「サービス」パネルで、ActiveDirectoryの「使用可能」設定の選択を解除して、「適用」をクリック
します。

ActiveDirectory内のユーザアカウントとその他のレコードを編集する
「ワークグループマネージャ」を使って、ActiveDirectoryのドメイン内のユーザアカウント、グ
ループアカウント、コンピュータグループ、およびその他のレコードを変更することができます。

また、「ワークグループマネージャ」を使ってActiveDirectory のドメイン内のレコードを削除
することもできます。

ActiveDirectoryのスキーマが標準のMacOSXのレコードタイプ（オブジェクトクラス）と属
性を含むように拡張されている場合、「ワークグループマネージャ」を使用して、ActiveDirectory
のドメインでコンピュータグループを作成および編集することができます。

ユーザアカウント、グループアカウント、およびコンピュータグループを操作する方法について
詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

ActiveDirectory のドメインのユーザアカウントまたはグループアカウントを作成するときは、
Windowsサーバ管理用コンピュータでMicrosoftActiveDirectory管理ツールを使用します。



第8章    ディレクトリクライアントの詳細設定 169





ActiveDirectoryのドメインに対するLDAPアクセスを設定する
「ディレクトリユーティリティ」を使って、LDAPv3構成をWindowsサーバ上のActiveDirectory
のドメインにアクセスするように設定できます。LDAPv3構成により、ActiveDirectoryのオブ
ジェクトクラス、検索ベース、および属性への MacOSX のレコードタイプと属性のマッピング
を、完全に制御できます。

UID（一意のユーザID）などのいくつかの重要なMacOSXのレコードタイプと属性のマッピン
グには、拡張されたActiveDirectoryのスキーマが必要になります。

LDAPv3 の構成には、「ディレクトリユーティリティ」に表示されるActiveDirectory プラグイ
ンの機能のうち、以下の機能が含まれていません。

Â 一意のユーザID およびプライマリグループIDの動的な生成
Â ローカルMacOSXホームフォルダの作成
Â


Windowsホームフォルダの自動マウント

Â 認証資格情報がキャッシュされたモバイル・ユーザ・アカウント

Â


ActiveDirectoryフォレスト内のすべてのドメインの検出

Â


ActiveDirectoryの複製とフェイルオーバーのサポート

詳しくは、157ページの「ActiveDirectoryへのアクセスについて」を参照してください。

ActiveDirectoryサーバの構成を作成するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「LDAPv3」を選択し、編集（/）ボタンをクリックします。

4 「新規」をクリックして、ActiveDirectoryサーバのDNS 名またはIPアドレスを入力します。

5 ディレクトリにアクセスするためのオプションを選択し、「続ける」をクリックすると、Active
Directory サーバから情報が取得されます。

Â



OpenDirectoryでActiveDirectoryサーバとの接続にSSLを使うようにするには、「SSLを使っ
て暗号化」を選択します。「SSL」チェックボックスを選択するときは、SSLが必要かどうかを
OpenDirectory管理者に確認してください。

Â ユーザがログインやサービスの認証に使用するユーザアカウントがこのディレクトリに含ま

れている場合は、「認証に使用」を選択します。

Â「アドレスブック」で使用するメールアドレスなどの情報がこのディレクトリに含まれている
場合は、「アドレスデータに使用」を選択します。

「ディレクトリユーティリティ」がActiveDirectory サーバに接続できない場合は、メッセージ
が表示されます。この場合、手動でアクセスを構成するか、設定処理をキャンセルする必要があ

ります。詳しくは、138ページの「LDAP ディレクトリへのアクセスを手動で構成する」を参照
してください。

「認証に使用」または「アドレスブックに使用」を選択した場合は、「ディレクトリユーティリ

ティ」の「認証」または「コンタクト」パネルのカスタム検索方式にActiveDirectory ドメイン
へのLDAPv3 接続が追加されます。
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設定した接続がコンピュータで使用されるように、「サービス」パネルでLDAPv3 が有効になっ
ていることを確認してください。詳しくは、133ページの「LDAP ディレクトリサービスを有効
にする／無効にする」を参照してください。

6 ダイアログが展開されてマッピングオプションが表示されたら、ポップアップメニューから

「ActiveDirectory」を選択し、検索ベースを入力して、「続ける」をクリックします。

LDAPv3 構成用のActiveDirectory のマッピングテンプレートは、いくつかのMacOSX のレ
コードタイプと属性を、標準のActiveDirectoryスキーマの一部ではないオブジェクトクラスと
属性にマップします。テンプレートで定義されているマッピングを変更したり、ActiveDirectory
のスキーマを拡張することもできます。

または、LDAPv3ではなくActiveDirectory プラグインを介してActiveDirectoryドメインにア
クセスできる場合もあります。詳しくは、「ActiveDirectoryドメインへのアクセスを構成する」
を参照してください。

7 ダイアログが展開されて接続オプションが表示されたら、ActiveDirectoryユーザアカウントの
識別名とパスワードを入力します。

8 「OK」をクリックして、LDAP接続の作成を終了します。

9 「OK」をクリックして、LDAPv3 オプションの構成を終了します。

NIS設定を指定する
「ディレクトリユーティリティ」を使用して、MacOSXからNIS（NetworkInformationService）
ドメインへのアクセス方法を指定する構成を作成できます。 

NISドメインにアクセスするための構成を作成するには：
1 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

2 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

3 サービスのリストから「BSD フラットファイルおよびNIS」を選択し、編集（/）ボタンをクリッ
クします。

4



NISドメイン名、またはNISドメインが常駐するサーバの DNS名またはIPアドレスを入力します。

セキュリティのために必要な場合や、サーバが構成するコンピュータと同じサブネット上にない

場合は、NISサーバのホスト名またはIPアドレスを組み込みます。

サーバを指定しないと、NISは、ブロードキャストプロトコルを使ってサブネット上のNISサー
バを検出します。

5 「NISドメインを認証に使用」を選択して、「OK」をクリックします。

コンピュータの認証検索方式に、NISドメインが「/BSD/domain」として追加されます。「domain」
は、手順4で入力した名前です。
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BSD構成ファイルの設定を指定する
歴史的にUNIX コンピュータは、管理データを「/etc/master.passwd」、「/etc/group」、および
「/etc/hosts」などの構成ファイルに保管していました。MacOSX は、BSDバージョンのUNIX
を基にしていますが、通常は、ディレクトリシステムから管理データを取得します。

MacOSXServerは、BSD構成ファイルの固定セットをサポートしています。使用する構成
ファイルを指定したり、その内容をMacOSXのレコードタイプと属性にマップすることはでき
ません。

MacOSXv10.2以降（MacOSXServerv10.2 以降を含む）では、OpenDirectoryはBSD構成
ファイルから管理データを取得できます。この機能を使用すると、BSD構成フイルを持っている
組織が、MacOSX コンピュータ上の既存のファイルを使用できます。BSD 構成ファイルは、単
体で、つまりほかのディレクトリドメインで使用することもできます。

BSD構成ファイルを使用するには：
1


BSD構成ファイルに、MacOSXディレクトリサービスに必要なデータが含まれていることを確
認します。

詳しくは、171ページの「BSD構成ファイル内のデータを設定する」を参照してください。

2 「ディレクトリユーティリティ」を開き、「サービス」をクリックします。

3 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックし、管理者の名前とパスワードを入

力することで、ロックを解除します。

4 サービスのリストから「BSD フラットファイルおよびNIS」を選択し、編集（/）ボタンをクリッ
クします。

5 「BSD ローカルノードのユーザおよびグループレコードを使う」を選択して、「OK」をクリック
します。

コンピュータの認証検索方式に、BSD構成ファイルのドメインが「/BSD/local」として追加され
ます。

BSD構成ファイル内のデータを設定する
MacOSXコンピュータがBSD構成ファイルから管理データを取得するようにする場合は、管理
データがMacOSXに必要なフォーマットで構成ファイルに存在している必要があります。

構成ファイル内のデータの追加、変更、再編成が必要な場合があります。「ワークグループマネー

ジャ」はBSD 構成ファイルのデータを変更することができないため、テキストエディタまたは
ほかのツールを使用して、必要な変更を加える必要があります。
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次の表は、ファイル名およびそれらの内容の一覧です。

MacOSXのディレクトリサービスに必要なデータについて詳しくは、付録の「MacOSXのディ
レクトリデータ」を参照してください。

BSD構成ファイル 内容
/etc/master.passwd ユーザ名、パスワード、ID、プライマリグループIDなど

/etc/group グループ名、ID、およびメンバー

/etc/fstab NFSマウント

/etc/hosts コンピュータ名およびアドレス

/etc/networks ネットワーク名およびアドレス

/etc/services サービス名、ポート、およびプロトコル

/etc/protocols IPプロトコル名および番号

/etc/rpcs オープン・ネットワーク・コンピューティングRPCサーバ

/etc/printcap プリンタ名および機能

/etc/bootparams Bootparam設定

/etc/bootp Bootp設定

/etc/aliases メールエイリアスと配信リスト

/etc/netgroup ネットワーク全体のグループ名およびメンバー
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OpenDirectoryサービスを管理する

OpenDirectory サービスを監視したり、OpenDirectory のドメイ
ンから無変換データを表示および編集したり、OpenDirectory の
ファイルをバックアップしたりすることができます。

OpenDirectoryサービスでは、次のような管理作業を日常的に行います：

Â



173ページの「OpenDirectoryサーバおよびサービスへのアクセスを制御する」

Â



177ページの「OpenDirectoryを監視する」

Â



179ページの「ディレクトリデータを表示して編集する」

Â


183ページの「任意のタイプのレコードを読み込む」

Â


183ページの「OpenDirectoryサーバのオプションを設定する」

Â


189ページの「OpenDirectoryの複製を管理する」

Â


194ページの「OpenDirectoryのマスターをアーカイブする」

Â


195ページの「OpenDirectoryのマスターを復元する」

OpenDirectoryの問題の解決方法については、199ページの「OpenDirectory の問題を解決す
る」を参照してください。

OpenDirectoryサーバおよびサービスへのアクセスを制御する
OpenDirectory のマスターまたは複製へのアクセスを制御するには、ログインウインドウまた
は sshコマンドラインツールを使ってログインできるユーザを制限します。詳しくは、以下のト

ピックを参照してください：

Â


174ページの「サーバのログインウインドウへのアクセスを制御する」

Â


174ページの「SSHサービスへのアクセスを制御する」

Â


175ページの「サービスアクセス制御を構成する」

Â


176ページの「レコードアクセス権を構成する」





174 第9章    OpenDirectoryサービスを管理する



サーバのログインウインドウへのアクセスを制御する
「サーバ管理」を使うと、ログインウインドウでMacOSXServerにログインできるユーザを制
御できます。サーバ管理者権限を持つユーザは、いつでもサーバにログインできます。

サーバのログインウインドウを使用できるユーザを制御するには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックしてから、「アクセス」をクリックします。

3 「サービス」をクリックします。

4 「選択した以下のサービスが対象」を選択し、左側のリストから「ログインウインドウ」を選択
します。

5 「以下のユーザとグループのみを許可する」を選択し、サーバのログインウインドウを使ってロ
グインしてほしいユーザとグループのリストを編集します。

Â 追加（＋）ボタンをクリックして必要な情報を入力し、ログインウインドウを使用できるユー

ザまたはグループを追加します。

Â リストからユーザまたはグループを取り除くには、1 つ以上の項目を選択して、取り除く（－）
ボタンをクリックします。

6 「保存」をクリックします。

手順4 で「選択した以下のサービスが対象」を選択するときに、「すべてのユーザとグループを
許可する」が選択されている場合は、ログインウインドウを除くすべてのサービスに対して、す

べてのユーザとグループがアクセスできます。

リストにあるサービスとログインウインドウにアクセスできるユーザを制限するには、リストか

らサービスを選択し、「以下のユーザとグループのみを許可する」を選択して、ユーザとグルー

プをリストに追加します。

すべてのユーザがサーバのログインウインドウを使ってログインするようにしたい場合は、「ロ

グインウインドウ」を選択し、「すべてのユーザとグループを許可する」を選択します。

SSHサービスへのアクセスを制御する
「サーバ管理」を使うと、「ターミナル」の ssh コマンドを使ってMacOSXServer へのコマン
ドライン接続を開くことができるユーザを制御できます。サーバの管理者権限を持つユーザは、

いつでも sshを使って接続を開くことができます。 

sshコマンドでは、SSH（SecureShell）サービスを使用します。 sshコマンドの使いかたについ
ては、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」を参照してください。

リモートサーバへのSSH接続を開くことができるユーザを制御するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックしてから、「アクセス」をクリックします。

3 「サービス」をクリックします。

4 「選択した以下のサービスが対象」を選択し、左側のリストから「SSH」を選択します。
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5 「以下のユーザとグループのみを許可する」を選択し、サーバへのSSHアクセスを許可したいユー
ザとグループのリストを編集します。

Â 追加（＋）ボタンをクリックして必要な情報を入力し、 SSH接続を開くことができるユーザま
たはグループを追加します。

Â リストからユーザまたはグループを取り除くには、1 つ以上の項目を選択して、取り除く（－）
ボタンをクリックします。

6 「保存」をクリックします。

手順4 で「選択した以下のサービスが対象」を選択するときに、「すべてのユーザとグループを
許可する」が選択されている場合は、SSHを除くすべてのサービスに対して、すべてのユーザと
グループがアクセスできます。

リストにある SSH 以外のサービスにアクセスできるユーザを制限するには、リストからサービ
スを選択し、「以下のユーザとグループのみを許可する」を選択して、ユーザとグループをリス

トに追加します。

すべてのユーザがサーバへの SSH 接続を開くことができるようにするには、「SSH」を選択し、
「すべてのユーザとグループを許可する」を選択します。

サービスアクセス制御を構成する
「サーバ管理」を使って、サービスアクセス制御リスト（SACL）を構成できます。SACL には、
OpenDirectoryにアクセスできる管理者を指定できます。

SACL により、サービスにアクセスして監視と管理を実行できる管理者を、より詳細に制御でき
ます。SACL に登録されたユーザおよびグループのみが、該当するサービスにアクセスできます。
たとえば、サーバ上のOpenDirectoryサービスの管理者アクセス権をユーザまたはグループに
付与したい場合は、それらをOpenDirectorySACL に追加します。

OpenDirectoryサービスの管理者SACLアクセス権を設定するには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックしてから、「アクセス」をクリックします。

3 「管理者」をクリックします。

4 サービスに設定する制限のレベルを選択します。

すべてのサービスへのアクセスを制限するには、「すべてのサービスが対象」を選択します。

個々のサービスごとにアクセス権を設定するには、「選択した以下のサービスが対象」を選択し、

「サービス」リストからOpenDirectoryサービスを選択します。

5 追加（＋）ボタンをクリックして「ユーザとグループ」パネルを開きます。

6 「ユーザとグループ」パネルからユーザとグループをリストにドラッグします。

7 ユーザのアクセス権を設定します。

管理者アクセス権を付与するには、ユーザ名の横にある「アクセス権」ポップアップメニューで

「管理者」を選択します。
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監視用アクセス権を付与するには、ユーザ名の横にある「アクセス権」ポップアップメニューで

「モニタ」を選択します。

8 「保存」をクリックします。

レコードアクセス権を構成する
「サーバ管理」を使って、レコードアクセス権を構成できます。これらのアクセス権を使って、

ディレクトリ・ドメイン・データベースでレコードタイプと属性を管理できるユーザまたはグ

ループを指定できます。

レコードタイプと属性のアクセス権を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「アクセス権」をクリックします。

5 「レコード」リストから、ユーザまたはグループに管理してほしいレコードタイプと属性を選択
します。

管理するとは、ユーザが既存のレコードの特性を変更できることです。

選択したユーザがすべてのレコードを管理することを許可するときは、すべてのレコードを管理

できるオプションを選択します。

選択したユーザが特定のレコードを管理することを許可するときは、選択したレコードを管理で

きるオプションを選択してから、ユーザに管理してほしいレコードを選択します。

6 追加（＋）ボタンをクリックして「ユーザとグループ」パネルを開きます。

7 「ユーザとグループ」パネルからユーザとグループをリストにドラッグします。

リストに追加するユーザにそのレコードを管理するためのアクセス権が与えられます。

8 「レコード」リストから、ユーザまたはグループに作成してほしいレコードタイプと属性を選択
します。

作成するとは、ユーザがそのタイプのレコードを作成できることです（会議室を作成するなど）。

選択したユーザがすべてのレコードを作成することを許可するときは、すべてのレコードを作成

できるオプションを選択します。

選択したユーザが特定のレコードを作成することを許可するときは、選択したレコードを作成で

きるオプションを選択してから、ユーザに作成してほしいレコードを選択します。

9 追加（＋）ボタンをクリックして「ユーザとグループ」パネルを開きます。

10 「ユーザとグループ」パネルからユーザとグループをリストにドラッグします。

リストに追加するユーザにそのレコードを作成するためのアクセス権が与えられます。

11 「保存」をクリックします。
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OpenDirectoryを監視する
OpenDirectory の状況とログを表示して、不審なアクティビティについてOpenDirectory の
認証ログを調査できます。

作業の手順については、以下を参照してください：

Â


177ページの「OpenDirectoryサーバの状況を確認する」

Â


177ページの「OpenDirectoryのマスターの複製とリレーを監視する」

Â


178ページの「OpenDirectoryの状況とログを表示する」

Â


178ページの「OpenDirectoryによる認証を監視する」

OpenDirectoryサーバの状況を確認する
「サーバ管理」を使って、OpenDirectoryのマスターが適切に機能していることを確認できます。

OpenDirectoryサーバの状況を確認するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「概要」をクリックします。

5



OpenDirectory の概要のパネルにリストされているすべての項目の状況が「実行中」になって
いることを確認します。

項目のいずれかが停止している場合は、「リフレッシュ」をクリックします（または、「表示」＞

「リフレッシュ」と選択します）。Kerberos が停止したままになっている場合は、199ページの
「KerberosがOpenDirectoryのマスターまたは複製で停止する場合」を参照してください。

OpenDirectoryのマスターの複製とリレーを監視する
「サーバ管理」を使うと、作成した複製や進行中の複製作成の状況をチェックすることができ

ます。

OpenDirectoryのマスターの複製またはリレーを監視するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックし、「一般」をクリックして、複製のリストと各複製の状況を確認します。

新しい複製の状況は、その複製が正常に作成されたかどうかを示します。以後、その状況は、複

製作成の最新の試行が成功したかどうかを示します。
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OpenDirectoryの状況とログを表示する
「サーバ管理」を使って、OpenDirectoryサービスの状況情報とログを表示できます。次のログ
を表示できます：

Â ディレクトリサービスのサーバログ

Â ディレクトリサービスのエラーログ

Â

 

kadminログ

Â

 

kdcログ

Â


LDAP ログ

Â パスワードサービスのサーバログ

Â パスワードサービスのエラーログ

Â パスワードサービスの複製のログ

Â

 

slapconfigログ

ディレクトリサービスの状況またはログを表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「概要」をクリックして、状況情報を表示します。

5 「ログ」をクリックし、「表示」ポップアップメニューを使って表示するログを選びます。

ログファイルへのパスがログの上に表示されます。

6 オプションで、「フィルタ」フィールドにテキストを入力してReturnキーを押すと、入力したテ
キストを含む行だけが表示されます。

OpenDirectoryによる認証を監視する
「サーバ管理」を使って表示できるパスワードサービスのログを使って、疑わしいアクティビティ

の失敗したログイン試行を監視します。

OpenDirectoryで認証に失敗した場合には、失敗の原因となったIP アドレスを含めて、その動
作がログに記録されます。同じパスワード ID を使った失敗が頻繁に発生していないかどうかを
判断するために、このログは定期的に確認してください。失敗が頻繁に発生していることが検出

された場合、不正にログインしようとするユーザが存在する可能性があります。 

OpenDirectoryによる認証のログを確認するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。
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4 「ログ」をクリックし、「表示」ポップアップメニューから kdcログまたはパスワードサービスの
ログを選びます。

ディレクトリデータを表示して編集する
「ワークグループマネージャ」のインスペクタを使って、無変換のディレクトリデータを表示ま

たは編集することができます。インスペクタを使用しているときに、「ワークグループマネー

ジャ」では表示できないディレクトリデータを表示することができます。

インスペクタを使って、「ワークグループマネージャ」では変更できないディレクトリデータを編

集できます。たとえば、インスペクタを使えば、ユーザの最初のショートネームを変更できます。

詳しくは、以下のトピックを参照してください：

Â


179ページの「ディレクトリインスペクタを表示する」

Â


180ページの「ディレクトリインスペクタを隠す」

Â


180ページの「ディレクトリアクセス制御（DAC）を設定する」

Â


180ページの「レコードを削除する」

Â


181ページの「インスペクタまたはコマンドラインを使用してユーザまたはコンピュータを削
除する」

Â


182ページの「ユーザのショートネームを変更する」

ディレクトリインスペクタを表示する
「ワークグループマネージャ環境設定」のオプションを選択することによって、インスペクタを

「ワークグループマネージャ」に表示できます。その後、インスペクタを使って無変換のディレ

クトリデータを表示または編集できます。

インスペクタを表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」を開きます。

2 「ワークグループマネージャ」＞「環境設定」と選択します。

3 「“すべてのレコード”タブとインスペクタを表示する」を選択し、「OK」をクリックします。

4 ユーザ、グループ、コンピュータ、またはコンピュータグループの属性を表示するには、「ユー

ザ」ボタン、「グループ」ボタン、「コンピュータ」ボタン、または「コンピュータグループ」ボ

タンをクリックしてから、「インスペクタ」（右側）をクリックします。

5 ほかのタイプのレコードを表示するには、「コンピュータグループ」ボタンの横にある「すべて

のレコード」ボタンをクリックし、リストの上部にあるポップアップメニューからレコードタイ

プを選びます。

ポップアップメニューには、ディレクトリドメインに存在するすべての標準レコードタイプがリ

ストされます。また、ポップアップメニューから「ネイティブ」を選び、ポップアップメニューの下

に表示されるボックスにネイティブレコードの名前を入力することもできます。リストには、す

でに定義されているレコードを含む、そのレコードタイプのすべてのレコードが表示されます。

警告：ディレクトリ内の無変換データを変更すると、予期しない、好ましくない結果が生じる
可能性があります。不注意によりユーザやコンピュータが機能しなくなってしまったり、うっ

かりしてほかのリソースにアクセスするようユーザを認証してしまうことがあります。
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ディレクトリインスペクタを隠す
インスペクタが「ワークグループマネージャ」に表示されている場合は、「ワークグループマネー

ジャ環境設定」のオプションを変更することで隠すことができます。

インスペクタを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」を開きます。

2 「ワークグループマネージャ」＞「環境設定」と選択します。

3 「“すべてのレコード”タブとインスペクタを表示する」の選択を解除し、「OK」をクリックします。

ディレクトリアクセス制御（DAC）を設定する
OpenDirectory では、LDAP ディレクトリのすべての部分に対してディレクトリアクセス制御
（DAC）を定義できます。これにより、だれが何を変更できるかを制御できます。 OpenDirectory
では、DACをapple-aclレコードに保存します。このレコードは、「ワークグループマネージャ」
のインスペクタを使って編集できます。

DACを変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」を開き、インスペクタが隠されている場合は表示します。

詳しくは、179ページの「ディレクトリインスペクタを表示する」を参照してください。

2 アクセス制御を設定するディレクトリドメインを開き、ドメインの管理者として認証します。

ディレクトリドメインを開くには、ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリック

し、ポップアップメニューから選びます。

3 「すべてのレコード」ボタン（「コンピュータグループ」ボタンの横にあります）をクリックし、
リストの上部にあるポップアップメニューから「AccessControls」を選択します。

4 レコードのリストから「デフォルト」を選択します。

5 属性のリストでAccessControlEntryを探します。AccessControlEntryの横に三角が表示されてい
る場合は、その三角をクリックしてすべてのアクセス制御エントリーを表示します。

6



AccessControlEntryを選択し、「編集」をクリックして値を変更するか、「新規の値」をクリック
してAccessControlEntry値を追加します。

値をダブルクリックして、その場所で編集することもできます。

7 「保存」をクリックします。

レコードを削除する
「ワークグループマネージャ」のインスペクタを使って、レコードを削除できます。

警告：インスペクタを使ってユーザレコードまたはコンピュータレコードを削除した後に、コ
マンドラインツールを使って対応するKerberos識別情報とパスワード・サーバ・スロットを
削除してください。孤立したKerberos識別情報やパスワード・サーバ・スロットを残してお
くと、後でユーザレコードまたはコンピュータレコードを作成した場合にそれらと競合する可

能性があります。
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インスペクタを使ってレコードを削除するには：
1 「ワークグループマネージャ」を開き、インスペクタが隠されている場合は表示します。

詳しくは、179ページの「ディレクトリインスペクタを表示する」を参照してください。

2 レコードを削除するディレクトリドメインを開き、ドメインの管理者として認証します。

ディレクトリドメインを開くには、ユーザのリストの上にある小さい地球のアイコンをクリック

し、ポップアップメニューから選びます。

3 「すべてのレコード」ボタン（「コンピュータグループ」ボタンの横にあります）をクリックし、
リストの上部にあるポップアップメニューからレコードタイプを選択します。

4 レコードのリストから、削除するレコードを1つ以上選択します。

5 「削除」をクリックします（または、「サーバ」＞「選択したレコードを削除」と選択します）。

インスペクタまたはコマンドラインを使用してユーザまたはコンピュータを
削除する
「ワークグループマネージャ」でインスペクタを使用するか、または「ターミナル」でコマンド

ラインツールを使用して、AuthenticationAuthority属性にパスワードサーバ値またはKerberos
値が含まれるユーザレコードまたはコンピュータレコードを削除するときは、対応するKerberos
識別情報とパスワード・サーバ・スロットを削除してください。

KerberosKDC 内の孤立したKerberos 識別情報、または孤立したパスワード・サーバ・スロッ
トを残しておくと、後でユーザレコードまたはコンピュータレコードを作成した場合にそれらと

競合する可能性があります。

AuthenticationAuthority 属性に ;Kerberosv5; で始まる値が含まれている場合には、「ターミ

ナル」で kadmin.local コマンドラインツールの delete_principal コマンドを使用して、対

応するKerberos識別情報をKerberosKDCから削除してください。詳しくは、 kadmin.localの
マニュアルページ（man で表示）を参照してください。

AuthenticationAuthority属性に ;ApplePasswordServer;で始まる値が含まれている場合には、

「ターミナル」で mkpassdb コマンドラインツールの -deleteslotコマンドを使用して、対応す

るパスワード・サーバ・スロットを削除してください。詳しくは、 mkpassdb のマニュアルペー

ジ（manで表示）を参照してください。

「ワークグループマネージャ」でユーザアカウントを削除するときに、「ワークグループマネー

ジャ」ツールバーの左側にある「ユーザ」ボタン（「すべてのレコード」ボタンではありません）

をクリックし、ユーザアカウントを選択して、「削除」をクリック（または、「サーバ」＞「選択

したユーザの削除」と選択）した場合には、ユーザアカウントのパスワード・サーバ・スロット

とKerberos識別情報は自動的に削除されます。

警告：レコードを削除すると、サーバの動作が不安定になったり停止したりすることがありま
す。レコードを削除するときは、サーバが適切に機能するためにそのレコードが必要ないこと

が分かってから削除してください。
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同様に、コンピュータレコードを削除するときに、コンピュータグループでコンピュータレコー

ドを選択して削除（－）ボタンをクリックした場合には、コンピュータレコードのパスワード・

サーバ・スロットとKerberos識別情報は自動的に削除されます。

ユーザのショートネームを変更する
ユーザの最初のショートネームを変更するために、「ターミナル」で ldapmodrdn コマンドライ

ンツールを使用できます。最初の名前以外のショートネームは、「ワークグループマネージャ」

ユーザウインドウの「基本」パネルで変更できます。

以下の例は、 ldapmodrdn を使用してユーザアカウントのショートネームを変更する方法を示し

ています： 

$ ldapmodrdn -U diradmin -Y "cram-md5" -W -r 

"uid=oldshortname,cn=users,dc=example,dc=com" "uid=newshortname"

この例では、OpenDirectoryのマスターサーバで「ターミナル」を使用するか、別のコンピュー
タで「ターミナル」を使用してOpenDirectoryのマスターサーバへの SSH接続を設定済みであ
ることを前提としています。

この例の diradminはディレクトリ管理者の名前に置き換え、 oldshortnameは変更したいショー

トネームに置き換え、 newshortnameは新しいショートネームに置き換えてください。

また、 dc=example,dc=comはサーバの検索ベースのサフィックスに置き換える必要もあります。

サーバの検索ベースのサフィックスは、「サーバ管理」の「OpenDirectoryサービス」の「プロ
トコル」設定パネルを表示して確認できます。 

ldapmodrdnを使用して複数のショートネームを持つユーザレコードの最初のショートネームを

変更した場合は、そのレコードの 2 番目のショートネームが最初のショートネームになり、新し
いショートネームがレコードの最後のショートネームになります。

ショートネームの順序を変更するときは、 ldapmodify コマンドラインツールを使用します。詳

しくは、 ldapmodifyのマニュアルページ（manで表示）を参照してください。

警告：ユーザの最初のショートネームを変更すると、予期しない、好ましくない結果が生じる
ことがあります。その他のサービスは、各ユーザの最初のショートネームを一意の持続的な
ID として使用します。

たとえば、ユーザの最初のショートネームを変更しても、ユーザのホームフォルダの名前は変

更されません。グループメンバーシップを使ってホームフォルダにアクセスする場合を除いて、

同じホームフォルダが使用されます（フォルダ名はユーザの新しい最初のショートネームと一

致していません）。
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任意のタイプのレコードを読み込む
「ワークグループマネージャ」を使うと、すべてのタイプのレコードをOpenDirectory のマス
ターのLDAP ディレクトリに読み込むことができます。ユーザ、グループ、コンピュータグルー
プ、コンピュータ、およびその他のMacOSXの標準のレコードタイプがすべて含まれます。

重要：MacOSXServerv10.3 以前から書き出されたファイルからユーザレコードまたはグルー
プレコードを読み込むと、読み込んだ各レコードにはGUID（GloballyUniqueID）が割り当て
られます。特定のユーザやグループを繰り返し読み込む必要がある場合に、GUID およびGUID
とそれらのユーザやグループとの関係が変わらないようにするには、MacOSXServerv10.5 の
「ワークグループマネージャ」を使用して書き出しファイルを作成してください。以前のバージョ

ンのサーバを使用して作成した書き出しファイルではなく、 v10.5 の書き出しファイルを使用し
てください。

読み込むことができるレコードタイプと属性のリストについては、次のファイルを参照してくだ

さい：

/システム/ライブラリ/Frameworks/DirectoryService.framework/Headers/
DirServicesConst.h

一般的なレコードタイプと属性については、253ページの「OpenDirectory の標準のレコード
タイプと属性」を参照してください。

「ワークグループマネージャ」を使ったユーザやグループを書き出す方法と、任意のタイプのレ

コードを読み込む方法については、「ユーザの管理」を参照してください。

OpenDirectoryサーバのオプションを設定する
OpenDirectory のマスターとその複製のバインド、セキュリティ、およびパスワード方式を設
定することができます。OpenDirectory のマスターや複製に、いくつかのLDAP オプションを
設定することもできます。詳しくは、以下を参照してください：

Â


184ページの「OpenDirectory サーバのバインド方式を設定する」

Â


184ページの「OpenDirectory サーバのセキュリティポリシーを設定する」

Â


111ページの「グローバルパスワード方式を変更する」

Â


186ページの「LDAPデータベースの場所を変更する」

Â


186ページの「LDAPサービスの検索結果を制限する」

Â


187ページの「LDAPサービスの検索タイムアウト間隔を設定する」

Â


187ページの「LDAPサービスのSSLを設定する」

Â


188ページの「LDAP用にカスタマイズしたSSL構成を作成する」
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OpenDirectoryサーバのバインド方式を設定する
「サーバ管理」を使用すると、LDAPディレクトリとそれにアクセスするコンピュータの間で、信頼
されたバインディングを許可したり要求したりするようにOpenDirectoryのマスターを構成で
きます。OpenDirectoryのマスターの複製は、自動的にマスターのバインド方式を継承します。

信頼されたLDAPバインディングは、相互に認証されます。コンピュータは、LDAPディレクト
リの管理者の名前とパスワードを使用して識別情報を提示し、LDAPディレクトリに対して認証
を行います。LDAPディレクトリは、信頼されたバインディングを設定するとき、ディレクトリ
内に作成されている認証済みのコンピュータレコードによって、自分の真正性を提示します。

信頼されたLDAPバインディングと、DHCPから提供される LDAPサーバ（DHCPOption95 と
も呼ばれます）の両方を使用するようにクライアントを構成することはできません。信頼された
LDAP バインディングは、本来静的バインディングですが、DHCPから提供されるLDAPは動的
バインディングです。詳しくは、134ページの「DHCP によって提供されるLDAPディレクトリ
を有効にする／無効にする」を参照してください。

参考：信頼されたLDAPバインディングを使用するには、クライアントにv10.4以降のMacOSX
またはMacOSXServerが必要です。v10.3以前を使用しているクライアントでは、信頼された
バインディングを設定できません。

OpenDirectoryのマスターと複製のバインド方式を設定するには：
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ポリシー」をクリックします。

5 「バインド」をクリックし、ディレクトリバインドの目的のオプションを設定します：

Â 信頼されたバインディングを許可するには、「認証済みディレクトリバインディングを許可」
を選択します。

Â 信頼されたバインディングを要求するには、「ディレクトリとクライアントの間で認証済みバ
インディングを要求」も選択します。

6 「保存」をクリックします。

重要：「すべてのパケットを暗号化（SSL またはKerberos が必要）」と「認証済みディレクトリ
バインディングを許可」を有効にしている場合は、ユーザはどちらかのバインディングを使用し、
両方のバインディングを使用することがないようにしてください。

OpenDirectoryサーバのセキュリティポリシーを設定する
「サーバ管理」を使用すると、OpenDirectoryのマスターのLDAPディレクトリへのアクセスに
対して、セキュリティポリシーを構成することができます。 

OpenDirectoryのマスターの複製は、自動的にマスターのセキュリティポリシーを継承します。
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参考：OpenDirectoryのマスターのLDAP ディレクトリのセキュリティポリシーを変更する場
合は、このLDAPディレクトリに接続（バインド）されているすべてのコンピュータの接続を解
除してから再接続する（バインドを解除してから再度バインドする）必要があります。122ペー
ジの「ディレクトリサーバの接続を取り除く」および121ページの「OpenDirectory サーバの
接続を追加する」で説明しているように「ディレクトリユーティリティ」を使用してください。

OpenDirectoryのマスターと複製のセキュリティポリシーを設定するには：
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ポリシー」をクリックします。

5 「バインド」をクリックし、目的のセキュリティオプションを設定します：

Â「クリア・テキスト・パスワードを使用不可にする」では、暗号化されたパスワードを送信す
る認証方法を使用してパスワードを検証できない場合、クライアントがパスワードをクリアテ

キストで送信できるかどうかを決定します。詳しくは、113ページの「シャドウパスワードの
ユーザの認証方法を選択する」および114ページの「OpenDirectory のパスワードの認証方
法を選択する」を参照してください。

Â「すべてのパケットをデジタル署名（Kerberos が必要）」では、LDAP サーバのディレクトリ
データがクライアントコンピュータに転送されている間にほかのコンピュータによって妨害

されたり、変更されたりしないようにします。

Â「すべてのパケットを暗号化（SSL またはKerberosが必要）」では、ディレクトリデータをクラ
イアントコンピュータに送信する前にLDAPサーバがSSLまたはKerberosを使用してディレ
クトリデータを暗号化します。

Â「Man-in-the-Middle攻撃をブロック（Kerberos が必要）」では、LDAPサーバを装う不正な
サーバから保護します。「すべてのパケットをデジタル署名」オプションと共に使用すること

を推奨します。

Â「クライアント側のキャッシュを無効にする」では、LDAPデータがクライアントコンピュータ
のローカルキャッシュに保存されないようにします。

Â「ユーザが自分のコンタクト情報を編集することを許可」では、ユーザがLDAP サーバ上のコン
タクト情報を変更することを許可します。

6 「保存」をクリックします。

重要：「すべてのパケットを暗号化（SSL またはKerberos が必要）」と「認証済みディレクトリ
バインディングを許可」を有効にしている場合は、ユーザはどちらかのバインディングを使用し、

両方のバインディングを使用することがないようにしてください。

セキュリティのオプションは、ここで行った設定に基づいて、OpenDirectory のマスターまた
は複製のクライアントごとに個別に構成することもできます。ここで選択したオプションは、ク

ライアントで選択解除することはできません。これらのオプションをクライアントに構成する方

法について詳しくは、145ページの「LDAP 接続のセキュリティポリシーを変更する」を参照し
てください。
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LDAPデータベースの場所を変更する
「サーバ管理」を使ってOpenDirectoryのマスターや複製の、LDAPディレクトリドメイン内の
ユーザレコードやその他の情報を保管するデータベースのディスクの場所を指定できます。
LDAP データベースは、通常は起動ボリューム上にありますが、別のローカルボリューム上に置
くこともできます。

参考：セキュリティ上の目的のため、OpenDirectoryとKerberosの認証情報を保管するデータ
ベースは、LDAPデータベースの場所に関係なく、常に起動ボリューム上に置かれます。

LDAPデータベースの場所を変更するには： 
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバまたはOpenDirectoryの複製サーバに
接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「LDAP」をクリックします。

5 「構成」ポップアップメニューから「LDAPの設定」を選び、LDAP データベースを置く場所のフォ
ルダパスを指定します。

「データベース」フィールドにフォルダのパスを入力するか、「選択」をクリックしてフォルダを

置きたい場所をブラウズする方法で、フォルダの場所を選択できます。

6 「保存」をクリックします。

LDAPサービスの検索結果を制限する
「サーバ管理」を使って、サーバの共有LDAP ディレクトリドメインによって返される検索結果
を制限することによって、MacOSXServer のある種のサービス拒否攻撃を防ぐことができま
す。検索結果の数を制限すると、悪意のあるユーザが複数の広範のLDAP 検索リクエストを送信
してサーバの動作を妨げることを防ぐことができます。

LDAPの検索結果を制限するには： 
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバまたはOpenDirectoryの複製サーバに
接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「LDAP」をクリックします。

5 「構成」ポップアップメニューから「LDAPの設定」を選択し、返される検索結果の最大数を
「返す検索結果の最大数__件」フィールドに入力します。

6 「保存」をクリックします。
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LDAPサービスの検索タイムアウト間隔を設定する
「サーバ管理」を使って、サーバがその共有LDAPディレクトリドメインの1回の検索にかける
時間を制限することによって、MacOSXServerのある種のサービス拒否攻撃を防ぐことができ
ます。

検索タイムアウトを設定すると、悪意のあるユーザが異常なほど複雑なLDAP検索要求を送信し
てサーバの動作を妨げることを、防ぐことができます。

LDAPサービスの検索タイムアウト間隔を設定するには： 
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバまたはOpenDirectoryの複製サーバに
接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「LDAP」をクリックします。

5 「構成」ポップアップメニューから「LDAPの設定」を選択し、検索タイムアウト間隔を「検索
タイムアウトまでの時間__」フィールドに指定します。

ポップアップメニューを使用して間隔を設定します。

6 「保存」をクリックします。

LDAPサービスのSSLを設定する
「サーバ管理」を使用すると、SSL（SecureSocketsLayer）を有効にして、OpenDirectoryサー
バのLDAPディレクトリドメインとそれにアクセスするコンピュータの間で暗号化通信を行うこ
とができます。SSLでは、デジタル証明書を使用して、サーバ用の証明済みの識別情報を提供し
ます。自己署名証明書か、または認証局から取得した証明書を使用することができます。

証明書の定義、取得、サーバへのインストールについて詳しくは、「Mac OS X Server Security
Configuration」を参照してください。

LDAP のSSL通信はポート636 を使用します。SSLがLDAPサービスで無効になっている場合、
通信はポート389でクリアテキストとして送信されます。

LDAPサービスにSSL通信を設定するには： 
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバまたはOpenDirectoryの複製サーバに
接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「LDAP」をクリックします。

5 「構成」ポップアップメニューから「LDAPの設定」を選択し、「SSL を使用」を選択します。
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6 「証明書」ポップアップメニューを使用して、LDAPサービスで使用するSSL証明書を選択します。

メニューには、サーバにインストール済みのすべてのSSL証明書がリストされます。リストされ
ていない証明書を使用するには、ポップアップメニューから「カスタム構成」を選択します。

7 「保存」をクリックします。

LDAP用にカスタマイズしたSSL構成を作成する
SSLでは、デジタル証明書を使用して、サーバ用の証明済みの識別情報を提供します。カスタマ
イズしたデジタル証明書を使用することで、ネットワーク環境に適したSSL を構成できます。こ
こでは、カスタマイズした証明書をコマンドラインを使って作成し、それらを「サーバ管理」で

実装する手順について説明します。

OpenDirectoryのサービス証明書を作成するには：
1 「/usr/share/certs/」フォルダ内にサーバの秘密鍵を生成します：

「/usr/share/certs」フォルダが存在しない場合は、作成してください。 

$ sudo openssl genrsa -out ldapserver.key 2048



2 認証局（CA）が署名する証明書署名要求（CSR）を生成します： 
$ sudo openssl req -new -key ldapserver.key -out ldapserver.csr



3 以下のフィールドをできるだけ入力してください。「CommonName」フィールドには、LDAP
サーバのドメイン名と完全に一致する名前を入力します。チャレンジパスワードとオプションの

会社名は空のままにします： 

Country Name:

Organizational Unit:

State or Province Name:

Common Name:

Locality Name (city):

Email Address:

Organization Name:



4

 

opensslコマンドを使ってldapserver.csr要求に署名します。 

$ sudo openssl ca -in ldapserver.csr -out ldapserver.crt



5



CAパスフレーズの入力を求められたら入力します。処理が続行され、完了します。

LDAP サーバでSSL を有効にするために必要な証明書ファイルが、「/usr/share/certs/」フォル
ダに作成されます。

6 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバまたはOpenDirectoryの複製サーバに
接続します。

7 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

8 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

9 「設定」をクリックしてから、「LDAP」をクリックします。
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10 「構成」ポップアップメニューから「LDAPの設定」を選びます。

11 「SSL（SecureSocketsLayer）を使用する」を選択します。

12 「証明書」ポップアップメニューを使用して、LDAPサービスで使用するSSL証明書を選択します。

メニューには、サーバにインストール済みのすべてのSSL証明書がリストされます。リストされ
ていない証明書を使用するには、ポップアップメニューから「カスタム構成」を選択します。

13 「保存」をクリックします。

OpenDirectoryの複製を管理する
OpenDirectory の複製をスケジュールしたり、要求されたときに複製したりできます。また、
複製をマスターに昇格したり、複製のサービスを無効にしたりできます。

詳しくは、以下のトピックを参照してください：

Â


189ページの「OpenDirectoryのマスターまたはPDC（プライマリ・ドメイン・コントロー
ラ）の複製をスケジュールする」

Â


190ページの「要求されたときにOpenDirectoryの複製またはBDCを同期させる」

Â


190ページの「OpenDirectoryの複製をリレーにする」

Â


190ページの「OpenDirectoryの複製を昇格する」

Â


193ページの「OpenDirectoryの複製をデコミッションする」

OpenDirectoryのマスターまたはPDC（プライマリ・ドメイン・コントロー
ラ）の複製をスケジュールする
「サーバ管理」を使って、OpenDirectoryのマスターがディレクトリおよび認証情報に加えられ
た変更に伴って、その複製を更新する頻度を指定できます。マスターは、マスター・ディレクト

リドメイン内で変更があったときに複製を更新することも、指定したスケジュールに従って更新

することもできます。

MacOSXServerをPDCとして設定する場合にも、同じ手順が使用されます。OpenDirectory
の複製をスケジュールすることによって、PDCをバックアップ・ドメイン・コントローラ（BDC）
に複製するためのスケジュールを設定します。

OpenDirectoryのマスターまたはPDCがOpenDirectoryの複製またはBDCを更新する頻度
をスケジュールするには：

1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバまたはPDC サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。
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5 複製の頻度を指定します：

Â「クライアントへの複製：ディレクトリが変更されるたび」：変更が発生するとすぐに複製が更
新されますが、ネットワークの負荷が増えます。複製が低速のネットワークリンクを介して接

続されている場合は、マスターのパフォーマンスが低下することがあります。

Â「クライアントへの複製：__ ごと」：少ない頻度での更新をスケジュールできます（長めの間隔
を指定します）。更新の頻度を少なくすると、マスターとその複製の間のネットワーク接続が

少なくなるため、複製の正確さも少なくなります。すべての複製がマスターと同じ
LAN 上に存在しているわけではない場合は、ネットワーク接続が少ない方が望ましい場合も
あります。

6 「保存」をクリックします。

要求されたときにOpenDirectoryの複製またはBDCを同期させる
OpenDirectoryのマスターまたはPDCは、自身のディレクトリと認証データを登録済みの複製
またはBDCと同期させますが、「サーバ管理」を使うと、要求されたときにデータと選択した複
製またはBDCを同期させることができます。

要求されたときにOpenDirectory の複製またはBDCを同期させるには：
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバまたはPDC サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

5 リストで複製またはBDCを選び、「すぐに複製」をクリックします。

OpenDirectoryの複製をリレーにする
リレーと複製の間に大きな違いはありません。どちらのサーバにも、OpenDirectoryのマスター
のLDAP ディレクトリドメインの読み出し専用コピーと、OpenDirectory パスワードサーバと
KerberosKDC（KeyDistributionCenter）の読み出し／書き込みコピーが保存されます。

リレーは、OpenDirectory のマスターが直接複製されるメンバーで、接続されているいくつか
の複製にその内容が複製されます。

OpenDirectoryの複製をリレーにするときには、以下の要件を満たす必要があります：

Â この複製には、OpenDirectoryのマスター（最初の層）が直接複製される必要があります。
Â この複製には、いくつか複製が存在する必要があります（最大で32個の複製を接続できます）。

リレーについて詳しくは、64ページの「カスケードレプリケーション」を参照してください。

OpenDirectoryの複製を昇格する
OpenDirectory のマスターに障害が発生し、バックアップから回復できない場合は、複製をマ
スターに昇格することができます。新しいマスター（昇格した複製）では、その複製のディレク

トリと認証データベースが使用されます。
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その後、古いマスターのその他の複製をすべてスタンドアロン・ディレクトリサービスに変換し

てから、新しいマスターの複製にする必要があります。

重要：この手順を使用するのは、OpenDirectoryのマスターを複製に置き換える場合だけです。
OpenDirectory のマスターを使用中にしたまま、その複製を別のマスターにするには、この手
順を使用しないでください。代わりに、193ページの「OpenDirectory の複製をデコミッショ
ンする」および83ページの「OpenDirectoryのマスターを設定する」で説明するように、複製
をデコミッションしてからマスターにします。

OpenDirectoryの複製を昇格するには：
1 「サーバ管理」を開き、マスターに昇格したい複製サーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

5 「変更」をクリックします。

「サービス構成アシスタント」が開きます。

6 「OpenDirectoryのマスター」を選択してから、「続ける」をクリックします。

7 次のマスタードメイン管理者情報を入力してから、「続ける」をクリックします。

Â「名前」、「ユーザ名」、「ユーザID」、「パスワード」：  LDAPディレクトリの主要な管理者のため
のユーザアカウントを作成する必要があります。このアカウントは、サーバのローカル・ディ

レクトリドメイン内の管理者アカウントのコピーではありません。 LDAPディレクトリ管理者
の名前とユーザID は、ローカル・ディレクトリドメイン内のユーザアカウントの名前とユー
ザIDと別にしてください。

参考：OpenDirectory のマスターをほかのディレクトリドメインに接続することを計画してい
る場合は、各ドメインに一意の名前とユーザIDを選択します。候補として表示される diradmin
ユーザ ID は使わないでください。ディレクトリ管理者が管理するディレクトリドメインである
ことがすぐに分かる名前を使ってください。

8 次のマスタードメイン情報を入力してから、「続ける」をクリックします。

Â「Kerberos領域」：  このフィールドは、大文字に変換されたサーバの DNS名と同じものにあら
かじめ設定されています。これは、Kerberos 保護領域の命名規則です。必要に応じて、別の
名前を入力できます。

Â「検索ベース」：  このフィールドは、新しいLDAP ディレクトリの検索ベースのサフィックスに
あらかじめ設定されています。検索ベースのサフィックスは、サーバのDNS 名のドメイン部
分に由来します。別の検索ベースのサフィックスを入力することも、空欄にすることもできま

す。このフィールドを空欄にすると、LDAPディレクトリのデフォルトの検索ベースのサフィッ
クスが使用されます。

9 設定を確認してから、「閉じる」をクリックします。

設定が保存され、サービスが再起動します。
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10 「サーバ管理」で、古いマスターの別の複製に接続します。

11 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

12 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

13 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

14 「変更」をクリックします。

サービス構成アシスタントが開きます。

15 「スタンドアロン」を選択してから「続ける」をクリックします。

16



OpenDirectory構成の設定を確認してから、「続ける」をクリックします。

17 ユーザやサービスが、サーバが管理または接続している共有ディレクトリドメインに保存された

ディレクトリデータにアクセスする必要がないことが確かな場合は、「閉じる」をクリックし

ます。

設定が保存され、サービスが再起動します。

18 「変更」をクリックします。

サービス構成アシスタントが開きます。

19 「OpenDirectoryの複製」を選択してから、「続ける」をクリックします。

20 次の情報を入力します：

Â「「OpenDirectoryのマスターのIPアドレスまたはDNS名」：OpenDirectoryのマスターであ
るサーバのIPアドレスまたはDNS 名を入力します。

Â「OpenDirectory のマスターのルートパスワード」：OpenDirectory のマスターシステムの
ルートユーザ（ユーザ名が「SystemAdministrator」）のパスワードを入力します。

Â「ドメイン管理者のユーザ名」：LDAPディレクトリドメインの管理者アカウントの名前を入力
します。

Â「ドメイン管理者のパスワード」：入力したユーザ名の管理者アカウントのパスワードを入力し
ます。

21 「続ける」をクリックします。

22



OpenDirectory構成の設定を確認してから、「続ける」をクリックします。

23 「閉じる」をクリックします。

設定が保存され、サービスが再起動します。

24 古いマスターの複製ごとに、手順14 ～23 を繰り返します。

25 複製とマスターの日付、時刻、および時間帯が正しいことを確認します。

複製とマスターは同じネットワーク・タイム・サービスを使用するため、時計は常に同期され

ます。

ほかのコンピュータが古いOpenDirectoryのマスターのLDAP ディレクトリに接続されていた
場合は、新しいマスターのLDAP ディレクトリを使用するようにその接続を再構成します。
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MacOSX およびMacOSXServer コンピュータのカスタム検索方式に古いマスターの LDAP
ディレクトリが含まれていた場合は、新しいマスターのLDAPディレクトリに接続するように各
コンピュータを再構成する必要があります。「ディレクトリユーティリティ」の「サービス」お

よび「認証」パネルを使用します。

詳しくは、143ページの「LDAP ディレクトリにアクセスするための構成を削除する」および
136ページの「LDAPディレクトリへのアクセスを構成する」を参照してください。

DHCPサービスで古いマスターのLDAPURLを自動検索方式のコンピュータに提供していた場合
は、新しいマスターのLDAPURLを提供するようにDHCPサービスを再構成します。

自動検索方式を使用するMacOSX およびMacOSXServer コンピュータには、再構成は必要
ありません。次に起動されたときに、アップデートされたDHCP サービスから正しいLDAPURL
が取得されます。

詳しくは、「ネットワークサービスの管理」のDHCP の章を参照してください。

OpenDirectoryの複製をデコミッションする
OpenDirectory の複製サーバを無効にするには、その複製をスタンドアロンサーバにするか、
ディレクトリおよび認証サービス用の別のシステムに接続します。 

OpenDirectoryの複製をデコミッションするには：
1


OpenDirectory のマスターとデコミッションする複製との間でネットワーク接続が機能してい
ることを確認します。

複製をデコミッションするときは、マスターと複製の間でポート389 および636 が開いている
必要があります。LDAPでは、マスターでSSLが無効になっている場合はポート389を、SSL が
有効になっている場合はポート636を使用します。（ポート22はSSH用に使用されますが、複
製をデコミッションするために開いている必要はありません。）

重要：複製とマスターの間にネットワーク接続がないときに複製をデコミッションすると、デコ
ミッションした複製がマスターの複製リストに残ります。マスターは、マスターサーバのOpen
Directory サービスの「一般」設定パネルで指定した内容に従って、デコミッションした複製に
複製しようとします。

2 「サーバ管理」で、デコミッションしたい複製に接続します。

3 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

4 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

5 「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

6 「変更」をクリックします。

サービス構成アシスタントが開きます。

7 「スタンドアロン」または「ディレクトリシステムに接続」を選択し、以下の情報を入力します。

Â「OpenDirectory のマスターのルートパスワード」：OpenDirectory のマスターシステムの
ルートユーザ（ユーザ名が「SystemAdministrator」）のパスワードを入力します。
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Â「ドメイン管理者のユーザ名」：LDAPディレクトリドメインの管理者アカウントの名前を入力
します。

Â「ドメイン管理者のパスワード」：入力したユーザ名の管理者アカウントのパスワードを入力し
ます。

8 「続ける」をクリックします。

9



OpenDirectory構成の設定を確認してから、「続ける」をクリックします。

10 ユーザやサービスが、サーバが管理または接続している共有ディレクトリドメインに保存された

ディレクトリデータにアクセスする必要がないことが確かな場合は、「閉じる」をクリックし

ます。

設定が保存され、サービスが再起動します。

OpenDirectory のマスターと複製の間にネットワーク接続があれば、マスターは複製に接続し
なくなるように更新されます。

11 役割のポップアップメニューから「ディレクトリシステムに接続」を選択した場合は、「ディレ

クトリユーティリティを開く」ボタンをクリックして、1 つ以上のディレクトリシステムにアク
セスするように構成します。

ディレクトリサービスへのアクセスを構成する方法について詳しくは、第 7章「ディレクトリク
ライアントを管理する」を参照してください。

OpenDirectoryのマスターをアーカイブする
「サーバ管理」を使うと、OpenDirectory のマスターのディレクトリと認証データのコピーを
アーカイブできます。OpenDirectoryのマスターのサービスが稼動中のときも、データのコピー
をアーカイブできます。

次のファイルがアーカイブされます：

Â


LDAP ディレクトリのデータベースと構成ファイル

Â


OpenDirectoryパスワードサーバのデータベース

Â


Kerberosのデータベースと構成ファイル

Â ローカル・ディレクトリドメインとシャドウパスワードのデータベース

OpenDirectory のマスターの信頼できるアーカイブがある場合は、事実上マスターのすべての
複製のアーカイブがあることになります。複製に問題がある場合は、そのOpenDirectoryの役
割をスタンドアロンサーバに変更してから、それを新しいサーバとして新しいホスト名で設定

し、前と同じマスターの複製として設定します。

重要：OpenDirectory パスワードのデータベース、Kerberos データベース、およびKerberos
の「keytab」ファイルのコピーが含まれているアーカイブメディアは、慎重に保護してくださ
い。アーカイブには、共有LDAPディレクトリドメインとローカル・ディレクトリドメインの両
方に、OpenDirectory のパスワードを持つすべてのユーザのパスワードが含まれています。アー
カイブメディアのセキュリティ対策は、OpenDirectory のマスターサーバの場合と同様に厳し
くする必要があります。
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OpenDirectoryのマスターをアーカイブするには：
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバに接続します。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「アーカイブ」をクリックします。

5 「アーカイブ先」フィールドで、 OpenDirectoryのデータをアーカイブするフォルダへのパスを
入力してから、「アーカイブ」ボタンをクリックします。

フォルダパスを入力するか、「選択」をクリックしてパスを選択します。

6 アーカイブの暗号化に使用する名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

OpenDirectoryのマスターを復元する
「サーバ管理」または slapconfig コマンドラインツールを使用して、OpenDirectory のマス
ターのディレクトリと認証データをアーカイブから復元できます。

「サーバ管理」を使用する場合は、OpenDirectory のマスターであるサーバに復元できます。
アーカイブを既存のマスターに結合することによって、次のファイルが復元されます：

Â


LDAP ディレクトリのデータベースと構成ファイル

Â


OpenDirectoryパスワードサーバのデータベース

Â


Kerberosのデータベースと構成ファイル

結合の作業中に競合が発生した場合は、既存のレコードがアーカイブのレコードより優先されま

す。アーカイブのレコードは無視されます。競合は「slapconfig」ログファイル（「/ライブラリ
/Logs/slapconfig.log」）に記録されます。このファイルは、「サーバ管理」を使って表示できま
す。178ページの「OpenDirectory の状況とログを表示する」を参照してください。

重要：MacOSXv10.4のOpenDirectoryサーバのアーカイブがある場合には、MacOSXv10.5
サーバにのみ復元できます。MacOSXv10.4のアーカイブをMacOSXv10.5のOpenDirectory
サーバに結合することはできません。

OpenDirectory のマスターをアーカイブから復元するのではなく、複製をマスターに昇格した
方が良い結果を得られることもあります。複製にアーカイブより新しいディレクトリと認証デー

タがある場合があります。

OpenDirectoryのマスターをアーカイブから復元したら、OpenDirectoryの複製を再作成する
必要があります。

重要：アーカイブの復元は、ディレクトリと認証データをシステム間で移動する手段として使用
しないでください。代わりに、ソースディレクトリから書き出して、移動先のディレクトリに読

み込んでください。ディレクトリデータの書き出しと読み込みについて詳しくは、「ユーザの管
理」を参照してください。





196 第9章    OpenDirectoryサービスを管理する



アーカイブを既存のOpenDirectoryのマスターに結合するには：
1 「サーバ管理」を開き、OpenDirectoryのマスターサーバに接続します。

対象のサーバのKerberos 保護領域名は、アーカイブの作成元のマスターと同じでなければなり
ません。

2 サーバの左の三角形をクリックします。

サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストで「OpenDirectory」を選択します。

4 「アーカイブ」をクリックします。

5 「復元するソース」フィールドで、OpenDirectory のアーカイブファイルへのパスを入力し、「復
元」ボタンをクリックします。

パスを入力するか、「選択」をクリックしてアーカイブファイルを選択します。

6 アーカイブの作成時に暗号化に使用したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

7 復元処理が終了したら、slapconfigログで復元中に発生した競合などについての情報を確認し
ます。

8 既存のOpenDirectory の複製サーバをOpenDirectory のスタンドアロンサーバに変換してか
ら、新しいマスターの複製にします。

詳しくは、81ページの「スタンドアロン・ディレクトリ・サービスを設定する」および88ペー
ジの「OpenDirectoryの複製を設定する」を参照してください。

コマンドラインから
OpenDirectoryのマスターであるサーバに復元する代わりに、 slapconfigコマンドラインツー

ルを使用してスタンドアロンサーバに復元することができます。このサーバは、アーカイブから

復元するディレクトリおよび認証データで構成されるOpenDirectory のマスターになります。

復元されるデータには、すでに挙げたLDAP、Kerberos、およびパスワードサーバのファイル以
外に、ローカル・ディレクトリドメインおよび関連するシャドウパスワードのファイルが含まれ

ます。

また、 slapconfig では、ログインウインドウで使用したローカル・ユーザ・アカウントが残さ

れます。復元したマスターには、アーカイブから復元されたユーザアカウントと、ログインウイ

ンドウで使用したアカウントが存在します。

ログインウインドウで使用したアカウントと競合するユーザアカウントがアーカイブに含まれ

ている場合は、アーカイブのアカウントは無視されます。

警告：スタンドアロンサーバを復元する場合は、既存のディレクトリレコードと認証データは
残りませんが、ログインウインドウで使用したユーザアカウントは残ります。
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スタンドアロンサーバ上のディレクトリと認証データをOpenDirectoryアーカイブから復元す
るデータで置き換えるには、「ターミナル」で次のコマンドを入力します。 archive-path は

アーカイブファイルへのパスに置き換えてください： 

$ sudo slapconfig -restoredb 

 

archive-path

 

slapconfigコマンドには、ルート権限が必要です。つまり、このコマンドラインでは sudoを使

用する必要があります。 slapconfigについて詳しくは、マニュアルページ（man で表示）を参
照してください。 sudoおよびルート権限について詳しくは、「コマンドライン管理（Command-
Line Administration）」を参照してください。
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OpenDirectoryの問題を解決する

この章では、OpenDirectoryを操作しているときによく発生する
問題を解決する方法について説明します。

ここでは、よく発生するOpenDirectoryの問題を解決する方法について説明します。

OpenDirectoryのマスターと複製の問題を解決する
OpenDirectoryのマスターと複製の問題を解決するときは、以下の説明を参照してください。

KerberosがOpenDirectoryのマスターまたは複製で停止する場合
OpenDirectory のマスターでシングルサインオンのKerberos 認証を提供するためには、DNS
を正しく構成する必要があります。

DNSがKerberos 用に正しく構成されていることを確認するには：
1


DNSサービスが完全修飾DNS名を解決し、対応する逆引き参照を提供するように構成されている
ことを確認します。

DNS では、OpenDirectory のマスターサーバ、複製サーバ、およびKerberos 保護領域のメン
バーであるその他のサーバについて、完全修飾DNS 名を解決し、逆引き参照を提供する必要が
あります。

サーバのDNS 名のDNS 参照とサーバの IP アドレスの逆引き参照を実行するために、「ネット
ワークユーティリティ」（「/ アプリケーション / ユーティリティ/」にあります）の「Lookup」
パネルを使用できます。

DNSサービスの設定について詳しくは、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

2



OpenDirectory のマスターサーバのホスト名が、サーバのローカルホスト名ではなく、正しい
完全修飾DNS 名であることを確認します。

たとえば、ホスト名はods.example.com になることがありますが、ods.localになることはあり
ません。

ホスト名は、「ターミナル」を開いて hostnameと入力することで確認できます。

OpenDirectoryサーバのホスト名が完全修飾DNS名でない場合は、OpenDirectory サーバの
「ネットワーク」環境設定で、DNSサーバのリストを一時的に消去して、「適用」をクリックします。
次に、DNS サーバのIP アドレスを1 つ以上再入力します。OpenDirectory サーバの名前を解
決するプライマリDNSサーバから始めて、「ネットワーク」環境設定で「適用」をクリックします。
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それでもOpenDirectory サーバのホスト名が完全修飾DNS 名でない場合は、サーバを再起動
してください。

3



OpenDirectoryのマスターサーバの「ネットワーク」環境設定がサーバの名前を解決するDNS
サーバを使用するように構成されていることを確認します。 

OpenDirectoryのマスターサーバで独自のDNSサービスを提供している場合は、サーバの「ネッ
トワーク」環境設定でマスターサーバ自体をDNS サーバとして使用するように構成する必要が
あります。

4 サーバのDNS 構成が正しいことを確認したら、Kerberosを開始します。

99ページの「OpenDirectory のマスターを設定した後でKerberosを起動する」を参照してく
ださい。

OpenDirectoryの複製を作成できない場合
2つの複製を同時に作成しようとすると、1つは成功しますが、もう1 つは失敗します。その後、
2つ目の複製を作成しようとすると、成功するはずです。それでも2つ目の複製を作成できない
場合は、「/var/run/」フォルダに移動し、「slapconfig.lock」ファイルを探して、そのファイルが
存在する場合は取り除きます。または、サーバを再起動してください。

構成ファイルからOpenDirectoryのマスターまたは複製を作成できない場合
プロパティリスト構成ファイルを「サーバ管理」の「OpenDirectory」の「設定」パネルにド
ラッグしても、MacOSXServerをOpenDirectoryのマスターまたはOpenDirectoryの複製
にすることはできません。代わりに、83ページの「OpenDirectory のマスターを設定する」ま
たは88ページの「OpenDirectoryの複製を設定する」の手順に従ってください。

プロパティリスト構成ファイルは、「サーバ管理」の「設定」パネルの右下隅にある小さなウイ

ンドウをドラッグすることで作成します。

複製をリレーに接続できない場合
複製の数が最大数の32 個に達していないことを確認してください。また、最初の層のリレーで
はなく、2番目の層の複製に接続していないことを確認してください。

OpenDirectoryの複製をActiveDirectoryサーバに従属しているOpen
Directoryに接続できない場合
このサーバを従属OD サーバの複製にしようとする前に、接続しようとしているOD マスター
サーバと同じActiveDirectoryサーバに最初に接続してください。複製にActiveDirectoryサー
バへのアクセス権がないと、Kerberosが機能しません。
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ディレクトリ接続の問題を解決する
起動時にディレクトリサービスにアクセスする際の問題には、いくつかの原因が考えられます。

起動に時間がかかる場合
MacOSXまたはMacOSXServerで、進行状況バーの上にLDAPまたはディレクトリサービス
に関するメッセージが表示されているときに起動に時間がかかることがある場合は、コンピュー

タが、ネットワーク上で利用できないLDAP ディレクトリにアクセスしようとしている可能性が
あります。以下のことを検討してください：

Â


LDAPサーバが接続されているネットワークにポータブルコンピュータが接続されていない場
合は、起動時に一時停止することがありますが、これは正常です。

Â「ディレクトリユーティリティ」を使って、ローカル・ディレクトリドメインおよびLDAP構成
が正しいことを確認します。

Â「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルを使って、コンピュータのネットワークの場

所とその他のネットワーク設定が正しいことを確認します。

Â 物理的なネットワーク接続の障害を調査します。

認証の問題を解決する
認証の問題を解決するときは、以下の説明を参照してください。

ユーザのOpenDirectoryパスワードを変更できない場合
パスワードタイプがOpenDirectoryのユーザのパスワードを変更するには、ユーザのレコード
が置かれているディレクトリドメインの管理者である必要があります。さらに、ユーザアカウン

トのパスワードタイプがOpenDirectoryである必要があります。

通常、OpenDirectory のマスターを設定（「サーバアシスタント」、または「サーバ管理」の
OpenDirectory のサービス設定を使用）したときに指定したユーザアカウントには、Open
Directory のパスワードがあります。このアカウントを使用して、ほかのユーザアカウントを、
OpenDirectoryのパスワードを持つディレクトリドメインの管理者として設定できます。

ほかの方法がすべて失敗したときは、ルート・ユーザ・アカウントを使用して、OpenDirectory
のパスワードを持つディレクトリ管理者としてユーザアカウントを設定てください。（ルート・

ユーザ・アカウントの名前は「root」です。通常、そのパスワードは、サーバの設定時に作成し
た管理者アカウントに指定したパスワードと同じです。）

ユーザが一部のサービスにアクセスできない場合
認証が必要なサービスにユーザがアクセスできるときとできないときがある場合は、ユーザのパ

スワードを「password」などの単純な文字列に一時的に変更してください。

これで問題が解決する場合は、ユーザの以前のパスワードに、一部のサービスで認識されない文

字が含まれていたことになります。たとえば、一部のサービスではパスワードにスペースを含め

ることができますが、スペースを含めることのできないサービスもあります。
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ユーザがVPNサービスに対して認証できない場合
アカウントがMacOSXServerv10.2 を搭載したサーバに保存されているユーザは、MacOSX
Serverv10.3～10.5 で提供されているVPN サービスに対する認証はできません。VPN サービス
にはMS-CHAPv2 による認証方法が必要ですが、これはMacOSXServerv10.2 ではサポートさ
れていません。

影響を受けるユーザがログインできるようにするには、このようなユーザアカウントを
MacOSXServerv10.3 ～10.5 を搭載したサーバに移動してください。または、古いサーバを
MacOSXServerv10.5 以降にアップグレードしてください。

ユーザのパスワードタイプをOpenDirectoryに変更できない場合
ユーザのパスワードタイプをOpenDirectory認証に変更するには、ユーザのレコードが置かれ
ているディレクトリドメインの管理者である必要があります。さらに、ユーザアカウントがOpen
Directory 認証用に構成されている必要があります。

OpenDirectory のマスターを設定（「サーバアシスタント」、または「サーバ管理」のOpen
Directory のサービス設定を使用）したときに指定したユーザアカウントには、 OpenDirectory
のパスワードがあります。このアカウントを使用して、ほかのユーザアカウントを、Open
Directory のパスワードを持つディレクトリドメインの管理者として設定できます。

パスワードサーバに依存するユーザがログインできない場合
ネットワークにMacOSXServerv10.2を使用するサーバがある場合、そのサーバは、別のサー
バが管理するOpenDirectoryパスワードサーバから認証を受けるように構成できます。

コンピュータのEthernet ポートからケーブルを外したりして、パスワードサーバのコンピュー
タがネットワークから接続解除されると、パスワードサーバを使用してパスワードを検証される

ユーザはログインできません。これは、そのIPアドレスにアクセスできないためです。

パスワードサーバのコンピュータをネットワークに再接続すれば、ユーザはMacOSXServer に
ログインできます。また、パスワードサーバのコンピュータがオフラインのときは、パスワード

タイプが暗号化パスワードまたはシャドウパスワードのユーザアカウントを使用してログイン

できます。

ユーザが共有ディレクトリドメインのアカウントを使ってログインできない
場合
ディレクトリを管理するサーバにアクセスできない場合、ユーザは、共有ディレクトリドメイン
のアカウントを使用してログインできません。ネットワーク、サーバソフトウェア、またはサー

バハードウェアの問題のために、サーバにアクセスできなくなることがあります。

サーバのハードウェアやソフトウェアの問題は、MacOSX コンピュータにログインしようとす
るユーザや、MacOSXServerPDCのWindowsドメインにログインしようとするユーザに影響
します。ネットワークの問題は、その場所によって、影響を受けるユーザと受けないユーザが存

在する場合があります。
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モバイル・ユーザ・アカウントを使用するユーザは、以前使用したMacOSXコンピュータに依
然としてログインすることができます。また、これらの問題の影響を受けるユーザも、MacOS
Xをインストールした後の初期設定時に作成したユーザアカウントなど、コンピュータ上に定義
されているローカル・ユーザ・アカウントを使用してログインできます。 

ActiveDirectoryユーザとしてログインできない場合
「ディレクトリユーティリティ」の「サービス」パネルでActiveDirectory ドメインへの接続を
構成して、「認証」パネルでカスタム検索方式に追加したら、変更が有効になるまで10 ～15 秒
待機してください。ActiveDirectoryアカウントを使用してすぐにログインしようとしても、失
敗します。

ユーザがシングルサインオンKerberosを使用して認証できない場合
Kerberosを使用するユーザまたはサービスが認証に失敗したときは、次の方法を試してくだ
さい：

Â


Kerberos認証は、暗号化されたタイムスタンプが基準になっています。KDC、クライアント、
およびサービスコンピュータの間で5 分以上の誤差があると、認証が失敗することがありま
す。MacOSXServerのNTP（NetworkTimeProtocol）または別のネットワーク・タイム・
サーバを使用して、必ずすべてのコンピュータの時計を同期させてください。MacOSX
ServerのNTPサービスについては、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

Â


OpenDirectoryのマスターと複製でKerberos が動作していることを確認します。199ページ
の「KerberosがOpenDirectoryのマスターまたは複製で停止する場合」を参照してください。

Â パスワード検証に使用するKerberosサーバが有効でない場合は、ユーザのパスワードをリセッ
トして使用可能なサーバを使用してください。

Â


Kerberos対応のサービスを提供するサーバがKerberosサーバのディレクトリドメインにアク
セスできること確認します。また、このディレクトリドメインに、Kerberos を使用して認証
しようとしているユーザのアカウントが含まれていることを確認します。ディレクトリドメイ

ンへのアクセスの構成については、第 7章「ディレクトリクライアントを管理する」を参照し
てください。

Â


OpenDirectoryサーバのKerberos保護領域の場合は、クライアントコンピュータが、適切な
検索ベースのサフィックスを使用してOpenDirectoryサーバのLDAPディレクトリにアクセ
スするように構成されていることを確認します。クライアントの LDAPv3 検索ベースのサ
フィックスの設定は、LDAPディレクトリの検索ベースの設定と一致する必要があります。ク
ライアントのLDAPv3検索ベースのサフィックスは、クライアントのLDAPマッピングがサー
バから提供される場合は空でもかまいません。そのクライアントでは、LDAP ディレクトリの
デフォルトの検索ベースサフィックスが使用されます。

Â クライアントの検索ベースのサフィックスの設定をチェックするには、「ディレクトリユー

ティリティ」を開き、LDAPv3 構成のリストを表示して、「LDAP マッピング」ポップアッ
プメニューから、メニューですでに選択されている項目を選択します。詳しくは、140ペー
ジの「LDAP ディレクトリにアクセスするための構成を変更する」を参照してください。

Â



LDAP ディレクトリの検索ベースの設定をチェックするには、「サーバ管理」を開き、Open
Directory サービスの「設定」パネルの「プロトコル」パネルで確認します。
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Â 問題の解決に役立つ情報については、KDCのログを参照してください。178ページの「Open
Directory の状況とログを表示する」を参照してください。

Â ユーザレコードを作成したとき、読み込んだとき、または以前のバージョンのMacOSXから
アップデートしたときに、Kerberosが動作していなかった場合、それらのレコードはKerberos
認証に対応していないことがあります：

Â レコードの認証機関属性に;Kerberosv5;値がない場合、そのレコードはKerberosに対応して
いません。「ワークグループマネージャ」のインスペクタを使用して、ユーザレコードの認

証機関属性の値を確認できます。詳しくは、179ページの「ディレクトリインスペクタを表
示する」を参照してください。

Â ユーザレコードでKerberos を有効にするには、パスワードタイプを変更します。まずパス
ワードタイプを暗号化パスワードに変更してから、次にOpenDirectoryに設定します。詳
しくは、110ページの「パスワードのタイプを暗号化パスワードに変更する」および108ペー
ジの「パスワードタイプをOpenDirectory に変更する」を参照してください。

Â


OpenDirectoryのマスターのKerberos保護領域に接続されているサーバが提供するサービス
に対して、ユーザがシングルサインオンまたは Kerberos を使用して認証できない場合は、
OpenDirectoryのマスターのLDAPディレクトリでサーバのコンピュータレコードが正しく
構成されていない可能性があります。コンピュータ・グループ・アカウントのサーバの名前

は、単にサーバのホスト名であるだけでなく、サーバの完全修飾DNS 名でなければなりませ
ん。たとえば、その名前はserver2.example.comとすることはできますが、単にserver2 と
することはできません。

シングルサインオンのKerberos認証用にサーバのコンピュータレコードを再構成するには：
1


LDAP ディレクトリのコンピュータ・グループ・アカウントからサーバを削除します。

この手順と次の手順について詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

2 サーバをコンピュータグループにもう一度追加します。

3 サーバをOpenDirectoryのマスターのKerberos保護領域に接続するように、権限をもう一度委
任します。

詳しくは、100ページの「OpenDirectoryのKerberos保護領域に接続する権限を委任する」を
参照してください。

4 サーバをOpenDirectoryのKerberos 保護領域に再接続します。

詳しくは、102ページの「サーバをKerberos 保護領域に接続する」を参照してください。
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ユーザが自分のパスワードを変更できない場合
MacOSXServerによって管理されていないLDAP ディレクトリにアカウントがあり、パスワー
ドタイプが暗号化パスワードのユーザは、MacOSXバージョン10.3を搭載したクライアントコ
ンピュータからログインした後で自分のパスワードを変更することはできません。

「ワークグループマネージャ」の「詳細」パネルを使用して、それらのユーザのアカウントの

「ユーザのパスワードのタイプ」設定を「OpenDirectory」に変更すれば、それらのユーザは自
分のパスワードを変更できます。

この変更を行うときは、新しいパスワードも入力する必要があります。その後、ユーザに対して、

この新しいパスワードを使用してログインし、「システム環境設定」の「アカウント」パネルで

パスワードを変更するように指示してください。

サーバをOpenDirectoryのKerberos保護領域に接続できない場合
委任されたKerberos権限を持つユーザがサーバをOpenDirectoryのマスターのKerberos保護
領域に接続できない場合は、OpenDirectoryのマスターのLDAP ディレクトリでサーバのコン
ピュータレコードが正しく構成されていない可能性があります。

コンピュータ・グループ・アカウントのサーバのアドレスは、サーバのプライマリEthernet ア
ドレスでなければなりません。プライマリ Ethernet アドレスとは、サーバの「ネットワーク」
環境設定パネルに表示されるネットワークポート構成のリストの中で1番目のEthernet ポート
のEthernetIDのことです。

Kerberos保護領域に接続するように、サーバのコンピュータレコードを再構成するには：
1


LDAP ディレクトリのコンピュータ・グループ・アカウントからサーバを削除します。

この手順と次の手順について詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

2 サーバをコンピュータグループにもう一度追加します。

3 サーバをOpenDirectoryのマスターのKerberos保護領域に接続するように、権限をもう一度委
任します。

Kerberos 管理者アカウント（LDAP ディレクトリの管理者アカウント）を使用してサーバを
Kerberos保護領域に再接続できる場合は、この手順をスキップしてください。

詳しくは、100ページの「OpenDirectoryのKerberos保護領域に接続する権限を委任する」を
参照してください。

4 サーバをOpenDirectoryのKerberos 保護領域に再接続します。

詳しくは、102ページの「サーバをKerberos 保護領域に接続する」を参照してください。
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管理者パスワードをリセットする必要がある場合
MacOSXServer のインストールディスクを使って、「SystemAdministrator」（ルートまたは
スーパーユーザ）アカウントなどの管理者権限を持つユーザアカウントのパスワードを変更する

ことができます。

重要：インストールディスクを使うユーザはサーバへの制限なしのアクセスを得られるため、
サーバハードウェアへの物理的なアクセスを制限してください。

管理者パスワードをリセットするには：
1


MacOSXServerの「InstallDisc1」から起動します。

2 インストーラが表示されたら、「ユーティリティ」＞「リセットパスワード」と選択します。

3 パスワードをリセットする管理者アカウントを含むハード・ディスク・ボリュームを選択します。

4 ポップアップメニューから新しいパスワードを入力し、管理者アカウントを選び、「保存」をク

リックします。

「SystemAdministrator」アカウントはルートユーザ（スーパーユーザ）アカウントです。この
アカウントを通常の管理者アカウントと混同しないでください。

あらかじめ定義されているユーザアカウントのパスワードは、変更しないようにしてください。

あらかじめ定義されているユーザアカウントについて詳しくは、「ユーザの管理」を参照してく
ださい。

参考：この手順により、サーバのローカル・ディレクトリドメインにある管理者アカウントのパ
スワードが変更されます。サーバの共有ディレクトリドメインにある管理者アカウントのパス

ワードがサーバにある場合、それは変更されません。

ローカルドメインにある管理者アカウントのパスワードが分かっている場合は、この手順ではな

く「ワークグループマネージャ」を使って、ローカル・ディレクトリドメイン内のほかの管理者

アカウントのパスワードを変更できます。詳しくは、106ページの「ユーザのパスワードを変更
する」を参照してください。
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付
録 

MacOSXのディレクトリデータ

OpenDirectoryのLDAPスキーマとMacOSXのディレクトリドメ
インのレコードタイプおよび属性を理解していると、ほかのディレク
トリドメインへのマップやユーザおよびグループアカウントの読み
込み／書き出しの際に役に立ちます。

この付録では、LDAPスキーマへのOpenDirectoryの拡張の仕様、OpenDirectory属性のLDAP
およびActiveDirectory属性へのマッピング、およびさまざまなタイプのレコードの標準属性を
リストしています。この情報は、次の場合に使用します：

Â


146ページの「LDAP検索とマッピングを構成する」に記載されているように、アップル以外
のLDAPディレクトリまたはActiveDirectoryドメインのオブジェクトクラスと属性をOpen
Directory のレコードタイプおよび属性にマップする場合。

Â ユーザの管理に記載されているように、ユーザまたはグループアカウントをOpenDirectory
のドメインに読み込み／書き出しする場合。

Â


179ページの「ディレクトリデータを表示して編集する」に記載されているように、「ワーク
グループマネージャ」のインスペクタパネルで作業する場合。

参考：以下の表では、スキーマの拡張については詳しく説明していません。この表には、Open
Directory で使用されるレコードと属性のうち、既存のActiveDirectory とUnixRFC2307のス
キーマにあるものを挙げています。また、直接のマッピングを持たない属性とレコードも挙げて

います。

詳しくは、以下を参照してください：

Â


208ページの「LDAPスキーマへのOpenDirectory の拡張」

Â


209ページの「OpenDirectoryのLDAPスキーマオブジェクトクラス」

Â


217ページの「OpenDirectoryのLDAPスキーマ属性」

Â


237ページの「標準のレコードタイプおよび属性をLDAPおよびActiveDirectoryにマッピング
する」

Â


238ページの「Users のマッピング」

Â


241ページの「Groupsのマッピング」

Â


242ページの「Mountsのマッピング」

Â


243ページの「Computersのマッピング」
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Â



244ページの「ComputerLists のマッピング」
Â


245ページの「Configのマッピング」

Â


246ページの「Peopleのマッピング」

Â


248ページの「PresetComputerLists のマッピング」

Â


248ページの「PresetGroupsのマッピング」

Â


249ページの「PresetUsersのマッピング」

Â


251ページの「Printersのマッピング」

Â


252ページの「AutoServerSetupのマッピング」

Â


253ページの「Locationsのマッピング」

Â


253ページの「OpenDirectoryの標準のレコードタイプと属性」

Â


253ページの「ユーザレコード内の標準属性」

Â


258ページの「グループレコード内の標準属性」

Â


259ページの「コンピュータレコード内の標準属性」

Â


260ページの「コンピュータグループレコード内の標準属性」

Â


261ページの「マウントレコード内の標準属性」

Â


262ページの「構成レコード内の標準属性」

LDAPスキーマへのOpenDirectoryの拡張
OpenDirectoryのLDAPディレクトリスキーマは、事実上、以下のIETF（InternetEngineering
TaskForce）の RFC（RequestforComments）の文書で定義されている標準属性およびオブ
ジェクトクラスに基づいています：

Â


RFC2307「AnApproachforUsingLDAPasaNetworkInformationService」

Â


RFC2798「DefinitionoftheinetOrgPersonLDAPObjectClass」

LDAP スキーマの定義では、RFC2252「LDAPv3Attributes」で定義されている構文 ID および
一致規則を指定します。

これらのRFC は、次のIETFのWebサイトで参照できます：  www.ietf.org/rfc.html

これらのRFC で定義されている属性とオブジェクトクラスが、OpenDirectoryのLDAPスキー
マの基礎になっています。

OpenDirectoryのLDAP ディレクトリの拡張されたスキーマには、以下で定義されている属性
とオブジェクトクラスが含まれます：

Â


209ページの「OpenDirectoryのLDAPスキーマオブジェクトクラス」

Â


217ページの「OpenDirectoryのLDAPスキーマ属性」

http://www.ietf.org/rfc.html
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参考：アップルでは、たとえば新しいバージョンのMacOSX およびMacOSXServer をサポー
トするために、将来OpenDirectoryのLDAPスキーマを拡張する可能性があります。最新のス
キーマは、MacOSXServerがインストールされたコンピュータ上のテキストファイルで参照で
きます。このスキーマファイルは、「/etc/openldap/schema/directory」にあります。
「apple.schema」ファイルには、OpenDirectoryのLDAP ディレクトリの最新のスキーマ拡張
が含まれています。

OpenDirectoryのLDAPスキーマオブジェクトクラス
このセクションでは、標準LDAPスキーマを拡張するOpenDirectory のLDAP オブジェクトク
ラスを定義します。

コンテナ構造のオブジェクトクラス
コンテナは、cn=users、cn=groups、およびcn=mounts といった最上位レベルのレコードのコ
ンテナに使われる構造的オブジェクトクラスです。このオブジェクトクラスに類似したディレクト

リサービスはありませんが、コンテナ名は各レコードタイプの検索ベースの一部になっています。 

#objectclass (

# 1.2.840.113556.1.3.23

# NAME 'container'

# SUP top

# STRUCTURAL

# MUST ( cn ) )



TTL（TimetoLive）のオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.250.3.18 

NAME 'cacheObject' 

AUXILIARY 

SUP top

DESC 'Auxiliary object class to hold TTL caching information'

MAY ( ttl ) )

ユーザのオブジェクトクラス
apple-userオブジェクトクラスは、inetOrgPersonまたはposixAccountに属していない
MacOSX属性を保存するために使われる補助クラスです。このオブジェクトクラスは、
kDSStdRecordTypeUsersレコードと共に使用されます。 
objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.1

NAME 'apple-user'

SUP top

AUXILIARY

DESC 'apple user account'

MAY ( apple-user-homeurl $ apple-user-class $

apple-user-homequota $ apple-user-mailattribute $

apple-user-printattribute $ apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $ apple-user-adminlimits $

apple-user-picture $ apple-user-authenticationhint $ 

apple-user-homesoftquota $ apple-user-passwordpolicy $
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apple-keyword $ apple-generateduid $ apple-imhandle $ 

apple-webloguri $ authAuthority $ acctFlags $ pwdLastSet $ 

logonTime $ logoffTime $ kickoffTime $ homeDrive $ scriptPath $ 

profilePath $ userWorkstations $ smbHome $ rid $ 

primaryGroupID $ sambaSID $ sambaPrimaryGroupSID $ 

userCertificate $ jpegPhoto $ apple-nickname $ 

apple-namesuffix $ apple-birthday $ apple-relationships $ 

apple-organizationinfo $ apple-phonecontacts $ 

apple-emailcontacts $ apple-postaladdresses $

apple-mapcoordinates $ apple-mapuri $ apple-mapguid $ 

apple-serviceslocator) )

グループの補助オブジェクトクラス
apple-groupオブジェクトクラスは、posixGroupに属していないMacOSX属性を保存するた
めに使われる補助クラスです。このオブジェクトクラスは、 kDSStdRecordTypeGroups レコー
ドと共に使用されます。 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.14

NAME 'apple-group'

SUP top

AUXILIARY

DESC 'group account'

MAY ( apple-group-homeurl $

apple-group-homeowner $

apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $

apple-group-realname $

apple-user-picture $

apple-keyword $

apple-generateduid $

apple-group-nestedgroup $

apple-group-memberguid $

mail $

rid $

sambaSID $

ttl $

jpegPhoto $

apple-group-services $

apple-contactguid $

apple-ownerguid $

labeledURI $

apple-serviceslocator) )

マシンの補助オブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.3

NAME 'apple-machine'
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SUP top

AUXILIARY

MAY ( apple-machine-software $

apple-machine-hardware $

apple-machine-serves $

apple-machine-suffix $

apple-machine-contactperson ) )

マウントのオブジェクトクラス 
objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.8

NAME 'mount'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( mountDirectory $

mountType $

mountOption $

mountDumpFrequency $

mountPassNo ) )

プリンタのオブジェクトクラス 
objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.9

NAME 'apple-printer'

SUP top STRUCTURAL

MUST (  cn )

MAY ( apple-printer-attributes $

apple-printer-lprhost $

apple-printer-lprqueue $

apple-printer-type $

apple-printer-note ) )

コンピュータのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.10

NAME 'apple-computer'

DESC 'computer'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( apple-realname $

description $

macAddress $

apple-category $

apple-computer-list-groups $

apple-keyword $

apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $

apple-networkview $
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apple-xmlplist $

apple-service-url $

apple-serviceinfo $

apple-primarycomputerlist $

authAuthority $

uidNumber $ gidNumber $ apple-generateduid $ ttl $

acctFlags $ pwdLastSet $ logonTime $

logoffTime $ kickoffTime $ rid $ primaryGroupID $

sambaSID $ sambaPrimaryGroupSID 

owner $ apple-ownerguid $ apple-contactguid $

ipHostNumber $ bootFile) )

コンピュータリストのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.11

NAME 'apple-computer-list'

DESC 'computer list'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $

apple-computer-list-groups $

apple-computers $

apple-generateduid $

apple-keyword ) )

構成のオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.12

NAME 'apple-configuration'

DESC 'configuration'

SUP top STRUCTURAL 

MAY ( cn $ apple-config-realname $ 

apple-data-stamp $ apple-password-server-location $

apple-password-server-list $ apple-ldap-replica $

apple-ldap-writable-replica $ apple-keyword $

apple-kdc-authkey $ apple-kdc-configdata $ apple-xmlplist $

ttl ) )

プリセットコンピュータリストのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.13

NAME 'apple-preset-computer-list'

DESC 'preset computer list'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $
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apple-computer-list-groups $

apple-keyword ) )

プリセットコンピュータのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.25

NAME 'apple-preset-computer'

DESC 'preset computer'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $

apple-computer-list-groups $

apple-primarycomputerlist $

description $

apple-networkview $

apple-keyword ) )

プリセットコンピュータグループのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.26

NAME 'apple-preset-computer-group'

DESC 'preset computer group'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( gidNumber $

memberUID $

apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $

apple-group-nestedgroup $

description $

jpegPhoto $

apple-keyword ) )

プリセットグループのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.3.14

NAME 'apple-preset-group'

DESC 'preset group'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( memberUid $

gidNumber $

description $

apple-group-homeurl $

apple-group-homeowner $

apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $
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apple-group-realname $

apple-keyword $

apple-group-nestedgroup $

apple-group-memberguid $

ttl $

jpegPhoto $

apple-group-services $

labeledURI) )) )

プリセットユーザのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.15

NAME 'apple-preset-user'

DESC 'preset user'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( uid $

memberUid $

gidNumber $

homeDirectory $

apple-user-homeurl $

apple-user-homequota $

apple-user-homesoftquota $

apple-user-mailattribute $

apple-user-printattribute $

apple-mcxflags $

apple-mcxsettings $

apple-user-adminlimits $

apple-user-passwordpolicy $

userPassword $

apple-user-picture $

apple-keyword $

loginShell $

description $

shadowLastChange $

shadowExpire $

authAuthority $

homeDrive $ scriptPath $ profilePath $ smbHome $

apple-preset-user-is-admin

jpegPhoto $

apple-relationships $ apple-phonecontacts $ apple-emailcontacts $ 

apple-postaladdresses $ apple-mapcoordinates ) )

認証機関のオブジェクトクラス 
objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.16

NAME 'authAuthorityObject'

SUP top STRUCTURAL
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MAY ( authAuthority ) )

サーバアシスタント構成のオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.17

NAME 'apple-serverassistant-config'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( apple-xmlplist ) )

場所のオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.18

NAME 'apple-location'

SUP top AUXILIARY

MUST ( cn )

MAY ( apple-dns-domain $ apple-dns-nameserver ) )

サービスのオブジェクトクラス 
objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.19

NAME 'apple-service'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn $ 

apple-service-type )

MAY ( ipHostNumber $ 

description $

apple-service-location $

apple-service-url $

apple-service-port $

apple-dnsname $

apple-keyword ) )

関連グループのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.20

NAME 'apple-neighborhood'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( description $

apple-generateduid $

apple-category $

apple-nodepathxml $

apple-neighborhoodalias $

apple-computeralias $

apple-keyword $

apple-realname $

apple-xmlplist $
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ttl ) )



ACLのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.21

NAME 'apple-acl'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn $ 

apple-acl-entry ) )

 

リソースのオブジェクトクラス 
objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.23

NAME 'apple-resource'

SUP top STRUCTURAL

MUST ( cn )

MAY ( apple-realname $ description $ jpegPhoto $ apple-keyword $

apple-generateduid $ apple-contactguid $ apple-ownerguid $ 

apple-resource-info $ apple-resource-type $ apple-capacity $

labeledURI $  apple-mapuri $ apple-serviceslocator $ 

apple-phonecontacts $ c $ apple-mapguid $ apple-mapcoordinates ) )

増加のオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.24

NAME 'apple-augment'

SUP top

STRUCTURAL

MUST ( cn ) )

マップの自動マウントのオブジェクトクラス 

objectclass ( 

1.3.6.1.1.1.2.16 

NAME 'automountMap' 

SUP top STRUCTURAL

MUST ( automountMapName )

MAY description )

自動マウントのオブジェクトクラス 

objectclass (

1.3.6.1.1.1.2.17 

NAME 'automount' 

SUP top STRUCTURAL

DESC 'Automount'

MUST ( automountKey $ automountInformation )

MAY description )
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OpenDirectoryのLDAPスキーマ属性
このセクションでは、標準LDAPスキーマを拡張するOpenDirectoryのLDAP属性を定義します。

Time-to-Live属性 
attributetype (

1.3.6.1.4.1.250.1.60

NAME 'ttl'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX '1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27' SINGLE-VALUE )

ユーザ属性
apple-user-homeurl
ホームフォルダ情報を URL とパスの形式で保存します。これは、ディレクトリサービス内の
kDS1AttrHomeDirectory 属性タイプにマップします。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.6

NAME 'apple-user-homeurl'

DESC 'home directory URL'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-user-class
使われていません。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.7

NAME 'apple-user-class'

DESC 'user class'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-user-homequota
ホームフォルダのクオータをキロバイト単位で指定します。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.8

NAME 'apple-user-homequota'

DESC 'home directory quota'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-user-mailattribute
メール関連の設定をXMLとして保存します。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.9
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NAME 'apple-user-mailattribute'

DESC 'mail attribute'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-mcxflags
管理対象のクライアント情報を保存します。この属性は、ユーザ、グループ、コンピュータ、お

よびコンピュータグループのレコード内にあります。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

NAME 'apple-mcxflags'

DESC 'mcx flags'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-mcxsettings
管理対象のクライアント情報を保存します。この属性は、ユーザ、グループ、コンピュータ、

およびコンピュータグループのレコード内にあります。 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.11

# NAME 'apple-mcxsettings'

# DESC 'mcx settings'

# EQUALITY caseExactMatch

# SUBSTR caseExactSubstringsMatch

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

NAME ( 'apple-mcxsettings' 'apple-mcxsettings2' )

DESC 'mcx settings'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-user-picture
このユーザレコードがログインウインドウに表示されるときに、ユーザレコードに使用するピク

チャへのファイルシステムパスを保存します。これは、ネットワークユーザがログインウインド

ウのスクロールリスト（管理されたネットワークにあります）に表示されるときに使われます。

デフォルトでは、ユーザは自分のピクチャを変更できます。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.12

NAME 'apple-user-picture'

DESC 'picture'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch
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SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-user-printattribute
プリントのクオータ設定をXMLplistとして保存します。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.13

NAME 'apple-user-printattribute'

DESC 'print attribute'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-user-adminlimits
「ワークグループマネージャ」で、管理者ができることを記述する XMLplist ファイルを保存す
るために使われます。これらの設定は「ワークグループマネージャ」によって使用され更新され

ますが、システムのその他の部分には影響しません。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.14

NAME 'apple-user-adminlimits'

DESC 'admin limits'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-user-authenticationhint
ユーザが3回ログインに失敗した場合にヒントを与えるために、ログインウインドウで使われま
す。デフォルトでは、各ユーザは自分の認証のヒントを更新できます。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.15

NAME 'apple-user-authenticationhint'

DESC 'password hint'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-user-homesoftquota

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.17

NAME 'apple-user-homesoftquota'

DESC 'home directory soft quota'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-user-passwordpolicy

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.18
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NAME 'apple-user-passwordpolicy'

DESC 'password policy options'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-keyword

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

NAME ( 'apple-keyword' )

DESC 'keywords'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-generateduid

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.20

NAME ( 'apple-generateduid' )

DESC 'generated unique ID'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-imhandle

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.21

NAME ( 'apple-imhandle' )

DESC 'IM handle (service:account name)'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-webloguri

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.22

NAME ( 'apple-webloguri' )

DESC 'Weblog URI'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-mapcoordinates

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.23

NAME ( 'apple-mapcoordinates' )

DESC 'Map Coordinates'

EQUALITY caseExactIA5Match
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SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-postaladdresses

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.24

NAME ( 'apple-postaladdresses' )

DESC 'Postal Addresses'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-phonecontacts

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.25

NAME ( 'apple-phonecontacts' )

DESC 'Phone Contacts'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-emailcontacts

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.26

NAME ( 'apple-emailcontacts' )

DESC 'EMail Contacts'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-birthday

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.27

NAME ( 'apple-birthday' )

DESC 'Birthday'

EQUALITY generalizedTimeMatch

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.24 SINGLE-VALUE )



apple-relationships

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.28

NAME ( 'apple-relationships' )

DESC 'Relationships'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )
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apple-company

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.29

NAME ( 'apple-company' )

DESC 'company'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-nickname

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.30

NAME ( 'apple-nickname' )

DESC 'nickname'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-mapuri

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.31

NAME ( 'apple-mapuri' )

DESC 'Map URI'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-mapguid

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.32

NAME ( 'apple-mapguid' )

DESC 'map GUID'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-serviceslocator

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.33

NAME ( 'apple-serviceslocator' )

DESC 'Calendar Principal URI'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-organizationinfo

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.34
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NAME 'apple-organizationinfo'

DESC 'Originization Info data'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-namesuffix

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.35

NAME ( 'apple-namesuffix' )

DESC 'namesuffix'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-primarycomputerlist

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.36

NAME ( 'apple-primarycomputerlist' )

DESC 'primary computer list'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-user-homeDirectory



OpenDirectoryサーバでは使われません。ただし、RFC2037のhomeDirectory属性の代替と
して使用するOIDおよび属性の例として示されています。ActiveDirectoryはRFC2307とは異
なるhomeDirectory属性を使用するため、主にActiveDirectory 管理者を対象としています。 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.100

# NAME 'apple-user-homeDirectory'

# DESC 'The absolute path to the home directory'

# EQUALITY caseExactIA5Match

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )

グループ属性
apple-group-homeurl
管理されたクライアントワークグループと関連付けられたホームフォルダを指定します。これ

は、このワークグループにユーザがログインしたときにマウントされます。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.1

NAME 'apple-group-homeurl'

DESC 'group home url'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )
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apple-group-homeowner
ワークグループのホームフォルダがファイルシステム内に作成されたときに、そのオーナーを決

定します。ディレクトリのグループは、それが関連付けられているワークグループです。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.2

NAME 'apple-group-homeowner'

DESC 'group home owner settings'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-group-realname
ユーザが覚えやすい長めの名前をグループと関連付けます。この名前は「ワークグループマネー

ジャ」に表示され、ASCII以外の文字で構成できます。 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.5

NAME 'apple-group-realname'

DESC 'group real name'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-group-nestedgroup

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.6

NAME 'apple-group-nestedgroup'

DESC 'group real name'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-group-memberguid

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.7

NAME 'apple-group-memberguid'

DESC 'group real name'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-group-services

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.8

NAME 'apple-group-services'

DESC 'group services'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch
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SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-group-memberUid



OpenDirectory サーバでは使われません。ただし、MacOSX クライアントをサポートする別
のLDAPサーバに追加できる属性およびOID の例として定義されています。 
# Alternative to using memberUid from RFC 2307.

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.1000

# NAME 'apple-group-memberUid'

# DESC 'group member list'

# EQUALITY caseExactIA5Match

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

# can also use OID 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.1000



apple-contactguid

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.9

NAME ( 'apple-contactguid' )

DESC 'contact GUID'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-ownerguid

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.10

NAME ( 'apple-ownerguid' )

DESC 'owner GUID'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-primarycomputerguid

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.11

NAME ( 'apple-primarycomputerguid' )

DESC 'primary computer GUID'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



apple-group-expandednestedgroup

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.12

NAME 'apple-group-expandednestedgroup'

DESC 'expanded nested group list'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch
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SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

マシン属性
apple-machine-software

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.3.8

NAME 'apple-machine-software'

DESC 'installed system software'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-machine-hardware

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.3.9

NAME 'apple-machine-hardware'

DESC 'system hardware description'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-machine-serves

 

attributeType ( 

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.3.10

NAME 'apple-machine-serves'

DESC 'NetInfo Domain Server Binding'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-machine-suffix

 

attributeType ( 

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.3.11

NAME 'apple-machine-suffix'

DESC 'DIT suffix'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-machine-contactperson

 

attributeType ( 

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.3.12

NAME 'apple-machine-contactperson'

DESC 'Name of contact person/owner of this machine'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )
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attributeTypesConfig

 

attributeType (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.22.1

NAME 'attributeTypesConfig'

DESC 'RFC2252: attribute types'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



objectClassesConfig

 

attributeType (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.22.2

NAME 'objectClassesConfig'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

マウント属性
mountDirectory

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.1

NAME 'mountDirectory'

DESC 'mount path'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )



mountType

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.2

NAME 'mountType'

DESC 'mount VFS type'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



mountOption

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.3

NAME 'mountOption'

DESC 'mount options'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



mountDumpFrequency

 

attributetype (
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1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.4

NAME 'mountDumpFrequency'

DESC 'mount dump frequency'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



mountPassNo

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.5

NAME 'mountPassNo'

DESC 'mount passno'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-mount-name

 

# Alternative to using 'cn' when adding mount record schema to other LDAP 

servers

#attributetype ( 

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.100

# NAME ( 'apple-mount-name' )

# DESC 'mount name'

# SUP name )

プリンタ属性
apple-printer-attributes

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.1

NAME 'apple-printer-attributes'

DESC 'printer attributes in /etc/printcap format'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-printer-lprhost

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.2

NAME 'apple-printer-lprhost'

DESC 'printer LPR host name'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-printer-lprqueue

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.3
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NAME 'apple-printer-lprqueue'

DESC 'printer LPR queue'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-printer-type

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.4

NAME 'apple-printer-type'

DESC 'printer type'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-printer-note

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.5

NAME 'apple-printer-note'

DESC 'printer note'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

コンピュータ属性
apple-realname

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.10.2

NAME 'apple-realname'

DESC 'real name'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-networkview

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.10.3

NAME 'apple-networkview'

DESC 'Network view for the computer'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-category

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.10.4

NAME 'apple-category'
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DESC 'Category for the computer or neighborhood'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

コンピュータリスト属性
apple-computers

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.11.3

NAME 'apple-computers'

DESC 'computers'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-computer-list-groups

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.11.4

NAME 'apple-computer-list-groups'

DESC 'groups'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



XMLPlist 属性
apple-xmlplist

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.17.1

NAME 'apple-xmlplist'

DESC 'XML plist data'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )

サービスURL属性
apple-service-url

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.19.2

NAME 'apple-service-url'

DESC 'URL of service'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
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サービス情報属性
apple-serviceinfo

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.19.6

NAME 'apple-serviceinfo'

DESC 'service related information'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

構成属性
apple-password-server-location

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.1

NAME 'apple-password-server-location'

DESC 'password server location'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-data-stamp

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.2

NAME 'apple-data-stamp'

DESC 'data stamp'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-config-realname

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.3

NAME 'apple-config-realname'

DESC 'config real name'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )



apple-password-server-list

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.4

NAME 'apple-password-server-list'

DESC 'password server replication plist'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )
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apple-ldap-replica

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.5

NAME 'apple-ldap-replica'

DESC 'LDAP replication list'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-ldap-writable-replica

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.6

NAME 'apple-ldap-writable-replica'

DESC 'LDAP writable replication list'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-kdc-authkey

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.7

NAME 'apple-kdc-authkey'

DESC 'KDC master key RSA encrypted with realm public key'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-kdc-configdata

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.8

NAME 'apple-kdc-configdata'

DESC 'Contents of the kdc.conf file'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )

プリセットユーザ属性
apple-preset-user-is-admin

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.15.1

NAME 'apple-preset-user-is-admin'

DESC 'flag indicating whether the preset user is an administrator'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )
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認証機関属性
authAuthority

 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.16.1

# NAME 'authAuthority'

# DESC 'password server authentication authority'

# EQUALITY caseExactIA5Match

# SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



authAuthority2

 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.16.2

# NAME ( 'authAuthority' 'authAuthority2' )

# DESC 'password server authentication authority'

# EQUALITY caseExactMatch

# SUBSTR caseExactSubstringsMatch

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

場所属性
apple-dns-domain

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.18.1

NAME 'apple-dns-domain'

DESC 'DNS domain'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-dns-nameserver

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.18.2

NAME 'apple-dns-nameserver'

DESC 'DNS name server list'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

サービス属性
apple-service-type

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.19.1

NAME 'apple-service-type'

DESC 'type of service'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch
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SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-service-url

 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.19.2

# NAME 'apple-service-url'

# DESC 'URL of service'

# EQUALITY caseExactIA5Match

# SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-service-port

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.19.3

NAME 'apple-service-port'

DESC 'Service port number'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 )



apple-dnsname

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.19.4

NAME 'apple-dnsname'

DESC 'DNS name'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-service-location

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.19.5

NAME 'apple-service-location'

DESC 'Service location'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

関連グループ属性
apple-nodepathxml

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.20.1

NAME 'apple-nodepathxml'

DESC 'XML plist of directory node path'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )
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apple-neighborhoodalias

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.20.2

NAME 'apple-neighborhoodalias'

DESC 'XML plist referring to another neighborhood record'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



apple-computeralias

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.20.3

NAME 'apple-computeralias'

DESC 'XML plist referring to a computer record'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )



ACL属性
apple-acl-entry

 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.21.1

# NAME 'apple-acl-entry'

# DESC 'acl entry'

# EQUALITY caseExactMatch

# SUBSTR caseExactSubstringsMatch

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

スキーマ属性
attributeTypesConfig

 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.22.1

# NAME 'attributeTypesConfig'

# DESC 'attribute type configuration'

# EQUALITY objectIdentifierFirstComponentMatch

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.3 )



objectClassesConfig

 

#attributetype (

# 1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.22.2

# NAME 'objectClassesConfig'

# DESC 'object class configuration'

# EQUALITY objectIdentifierFirstComponentMatch

# SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.37 )
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リソース属性
apple-resource-type

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.23.1

NAME 'apple-resource-type'

DESC 'resource type'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-resource-info

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.23.2

NAME 'apple-resource-info'

DESC 'resource info'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )



apple-capacity

 

attributetype (

1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.23.3

NAME 'apple-capacity'

DESC 'capacity'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX '1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27' SINGLE-VALUE )

自動マウント属性
automountMapName

 

attributetype ( 

1.3.6.1.1.1.1.31 

NAME 'automountMapName'

DESC 'automount Map Name'

EQUALITY caseExactMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

SINGLE-VALUE )



automountKey

 

attributetype ( 

1.3.6.1.1.1.1.32 

NAME 'automountKey'

DESC 'Automount Key value'

EQUALITY caseExactMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

SINGLE-VALUE )



automountInformation

 

attributetype ( 

1.3.6.1.1.1.1.33 

NAME 'automountInformation'
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DESC 'Automount information'

EQUALITY caseExactMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

SINGLE-VALUE )

標準のレコードタイプおよび属性をLDAPおよびActiveDirectory
にマッピングする
このセクションでは、OpenDirectoryのレコードタイプと属性をLDAP のオブジェクトクラス
と属性にマップする方法を示します。また、ActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性を
OpenDirectoryのレコードタイプと属性にマップする方法、およびActiveDirectoryのオブジェ
クトカテゴリと属性をOpenDirectoryのレコードタイプと属性から生成する方法が示されてい
る場合もあります。

以下の表では、スキーマを拡張するためのマッピングは記載されていません。この表には、Open
Directory で使用されるレコードと属性のうち、既存のActiveDirectory とUnixRFC2307のス
キーマにあるものを挙げています。また、直接のマッピングを持たない属性とレコードも挙げて

います。
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Usersのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectoryのUsers
レコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

Usersのレコードタイプのマッピング

Usersの属性のマッピング

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

Users、
RFC2798

inetOrgPerson
2.16.840.1.113730.3.2.2

ObjectCategory=Person

Users、
RFC2307

posixAccount
1.3.6.1.1.1.2.0

Users、
RFC2307

shadowAccount
1.3.6.1.1.1.2.1

Users、
アップル登録

apple-user
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.1

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

HomeDirectory、
アップル登録

apple-user-homeurl
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.6

homeDirectoryから生成

HomeDirectoryQuota、
アップル登録

apple-user-homequota
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.8

アップル拡張スキーマ

HomeDirectorySoftQuota、
アップル登録

apple-user-homesoftquota
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.17

アップル拡張スキーマ

MailAttribute、
アップル登録

apple-user-mailattribute
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.9

アップル拡張スキーマ

PrintServiceUserData、
アップル登録

apple-user-printattribute
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.13

アップル拡張スキーマ

MCXFlags、
アップル登録

apple-mcxflags
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

アップル拡張スキーマ

MCXSettings、
アップル登録

apple-mcxsettings
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

アップル拡張スキーマ

AdminLimits、
アップル登録

apple-user-adminlimits
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.14

アップル拡張スキーマ

認証Authority、
アップル登録

authAuthority
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.16.1

Kerberos権限として生成

AuthenticationHint、
アップル登録

apple-user-authenticationhint
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.15

アップル拡張スキーマ
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PasswordPolicyOptions、
アップル登録

apple-user-passwordpolicy
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.18

アップル拡張スキーマ

Keywords、
アップル登録

apple-keyword
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

アップル拡張スキーマ

Picture、
アップル登録

apple-user-picture
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.12

アップル拡張スキーマ

GeneratedUID、
アップル登録

apple-generateduid
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.20

GUIDから—フォーマット

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

cn、userPrincipal、mail、
sAMAccountNameから生成

RecordName、
RFC1274

uid
0.9.2342.19200300.100.1.1

該当なし

EMailAddress、
RFC1274

mail
0.9.2342.19200300.100.1.3

RFC規格

RealName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

1.2.840.113556.1.2.13（Microsoft）

Password、
RFC2256

userPassword
2.5.4.35

マッピングなし

Comment、
RFC2256

description
2.5.4.13

RFC規格

LastName、
RFC2256

sn
2.5.4.4

RFC規格

FirstName、
RFC2256

givenName
2.5.4.42

RFC規格

PhoneNumber、
RFC2256

telephoneNumber
2.5.4.20

RFC規格

AddressLIne1、
RFC2256

street
2.5.4.9

RFC規格

PostalAddress、
RFC2256

postalAddress
2.5.4.16

RFC規格

PostalCode、
RFC2256

postalCode
2.5.4.17

RFC規格

OrganizationName、
RFC2256

o
2.5.4.10

1.2.840.113556.1.2.146（Microsoft）

UserShell、
RFC2307

loginShell
1.3.6.1.1.1.1.4

RFCの使用を拡張

Change、
RFC2307

shadowLastChange
1.3.6.1.1.1.1.5

マッピングなし

Expire、
RFC2307

shadowExpire
1.3.6.1.1.1.1.10

マッピングなし

UniqueID、
RFC2307

uidNumber
1.3.6.1.1.1.1.0

GUIDから生成

OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン
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NFSHomeDirectory、
RFC2307

homeDirectory
1.3.6.1.1.1.1.3

homeDirectoryから生成

PrimaryGroupID、
RFC2307

gidNumber
1.3.6.1.1.1.1.1

RFCの使用を拡張、
またはGUIDから生成

SMBAccountFlags、
Samba 登録、
アップルPDC

acctFlags
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.4

1.2.840.113556.1.4.302（Microsoft）

SMBPasswordLastSet、
Samba 登録、
アップルPDC

pwdLastSet
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.3

1.2.840.113556.1.4.96（Microsoft）

SMBLogonTime、
Samba 登録、
アップルPDC

logonTime
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.5

1.2.840.113556.1.4.52（Microsoft）

SMBLogoffTime、
Samba 登録、
アップルPDC

logoffTime
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.6

1.2.840.113556.1.4.51（Microsoft）

SMBKickoffTime、
Samba 登録、
アップルPDC

kickoffTime
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.7

マッピングなし

SMBHomeDrive、
Samba 登録、
アップルPDC

homeDrive
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.10

1.2.840.113556.1.4.45（Microsoft）

SMBScriptPath、
Samba 登録、
アップルPDC

scriptPath
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.11

1.2.840.113556.1.4.62（Microsoft）

SMBProfilePath、
Samba 登録、
アップルPDC

profilePath
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.12

1.2.840.113556.1.4.139（Microsoft）

SMBUserWorkstations、
Samba 登録、
アップルPDC

userWorkstations
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.13

1.2.840.113556.1.4.86（Microsoft）

SMBHome、
Samba 登録、
アップルPDC

smbHome
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.17

1.2.840.113556.1.4.44（Microsoft）

SMBRID、
Samba 登録、
アップルPDC

rid
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.14

1.2.840.113556.1.4.153（Microsoft）

SMBGroupRID、
Samba 登録、
アップルPDC

primaryGroupID
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.15

1.2.840.113556.1.4.98（Microsoft）

FaxNumber、
RFC2256

fax
2.5.4.23

RFC規格

MobileNumber、
RFC1274

mobile
0.9.2342.19200300.100.1.41

RFC規格

OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン
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Groupsのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectoryのGroups
レコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

Groupsのレコードタイプのマッピング 

PagerNumber、
RFC1274

pager
0.9.2342.19200300.100.1.42

RFC規格

Department、
RFC2798、

departmentNumber
2.16.840.1.113730.3.1.2

1.2.840.113556.1.2.141（Microsoft）

NickName、
Microsoft属性

1.2.840.113556.1.2.447（Microsoft）

JobTitle、
RFC2256

title
2.5.4.12

RFC規格

Building、
RFC2256

buildingName
2.5.4.19

RFC規格

Country、
RFC2256

c
2.5.4.6

RFC規格

Street、
RFC2256

street
2.5.4.9

1.2.840.113556.1.2.256（Microsoft）

City、
RFC2256

locality
2.5.4.7

RFC規格

State、
RFC2256

st
2.5.4.8

RFC規格

OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

Groups、
RFC2307

posixGroup
1.3.6.1.1.1.2.2

objectCategory=Group

Groups、
アップル登録

apple-group
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.14

アップル拡張スキーマ
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Groupsの属性のマッピング

Mountsのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectoryのMounts
レコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

Mountsのレコードタイプのマッピング

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

HomeDirectory、
アップル登録

apple-group-homeurl
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.1

アップル拡張スキーマ

HomeLocOwner、
アップル登録

apple-group-homeowner
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.2

アップル拡張スキーマ

MCXFlags、
アップル登録

apple-mcxflags
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

アップル拡張スキーマ

MCXSettings、
アップル登録

apple-mcxsettings
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

アップル拡張スキーマ

RealName、
アップル登録

apple-group-realname
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.5

1.2.840.113556.1.2.13（Microsoft）

Picture、
アップル登録

apple-user-picture
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.12

アップル拡張スキーマ

Keywords、
アップル登録

apple-keyword
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

アップル拡張スキーマ

GeneratedUID、
アップル登録

apple-generateduid
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.20

GUIDから—フォーマット

GroupMembership、
RFC2307

memberUid
1.3.6.1.1.1.1.12

メンバーから生成

Member、
RFC2307

memberUid
1.3.6.1.1.1.1.12

GroupMembershipと同じ

PrimaryGroupID、
RFC2307

gidNumber
1.3.6.1.1.1.1.1

RFCの使用を拡張、
またはGUIDから生成

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

Mounts、
アップル登録

mount
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.8

アップル拡張スキーマ
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Mountsの属性のマッピング

Computersのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」の LDAPv3 プラグインでOpenDirectory の
Computers レコードタイプおよび属性をLDAP オブジェクトクラスにマップする方法を示して
います。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

Computersのレコードタイプのマッピング

Computersの属性のマッピング

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

VFSLinkDir、
アップル登録

mountDirectory
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.1

アップル拡張スキーマ

VFSOpts、
アップル登録

mountOption
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.3

アップル拡張スキーマ

VFSType、
アップル登録

mountType
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.2

アップル拡張スキーマ

VFSDumpFreq、
アップル登録

mountDumpFrequency
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.4

アップル拡張スキーマ

VFSPassNo、
アップル登録

mountPassNo
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.8.5

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

Computers、
アップル登録

apple-computer
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.10

objectCategory=Computer


OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

RealName、
アップル登録

apple-realname
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.10.2

1.2.840.113556.1.2.13（Microsoft）

MCXFlags、
アップル登録

apple-mcxflags
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

アップル拡張スキーマ

MCXSettings、
アップル登録

apple-mcxsettings
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

アップル拡張スキーマ

Group、
アップル登録

apple-computer-list-groups
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.11.4

アップル拡張スキーマ
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ComputerListsのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」の LDAPv3 プラグインでOpenDirectory の
ComputerListsレコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示し
ています。

AuthenticationAuthority、
アップル登録

authAuthority
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.16.1

該当なし

GeneratedUID、
アップル登録

apple-generateduid
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.20

GUIDから—フォーマット

XMLPlist、
アップル登録

apple-xmlplist
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.17.1

アップル拡張スキーマ

Comment、
RFC2256

description
2.5.4.13

RFC規格

ENetAddress、
RFC2307

macAddress
1.3.6.1.1.1.1.22

RFCの使用を拡張

UniqueID、
RFC2307

uidNumber
1.3.6.1.1.1.1.0

GUIDから生成

PrimaryGroupID、
RFC2307

gidNumber
1.3.6.1.1.1.1.1

RFCの使用を拡張または生成

SMBAccountFlags、
Samba 登録、
アップルPDC

acctFlags
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.4

1.2.840.113556.1.4.302（Microsoft）

SMBPasswordLastSet、
Samba 登録、
アップルPDC

pwdLastSet
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.3

1.2.840.113556.1.4.96（Microsoft）

SMBLogonTime、
Samba 登録、
アップルPDC

logonTime
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.5

1.2.840.113556.1.4.52（Microsoft）

SMBLogoffTime、
Samba 登録、
アップルPDC

logoffTime
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.6

1.2.840.113556.1.4.51（Microsoft）

SMBKickoffTime、
Samba 登録、
アップルPDC

kickoffTime
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.7

マッピングなし

SMBRID、
Samba 登録、
アップルPDC

rid
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.14

1.2.840.113556.1.4.153（Microsoft）

SMBGroupID、
Samba 登録、
アップルPDC

primaryGroupID
1.3.6.1.4.1.7165.2.1.15

1.2.840.113556.1.4.98（Microsoft）

OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン



付録    MacOSXのディレクトリデータ 245



また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

ComputerLists のレコードタイプのマッピング

ComputerLists の属性のマッピング

Configのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectoryのConfig
レコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

Config のレコードタイプのマッピング

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

ComputerLists、
アップル登録

apple-computer-list
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.11

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

MCXFlags、
アップル登録

apple-mcxflags
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

アップル拡張スキーマ

MCXSettings、
アップル登録

apple-mcxsettings
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

アップル拡張スキーマ

Computers、
アップル登録

apple-computers
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.11.3

アップル拡張スキーマ

Group、
アップル登録

apple-computer-list-groups
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.11.4

アップル拡張スキーマ

Keywords、
アップル登録

apple-keyword
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

Config、
アップル登録

apple-configuration
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.12

アップル拡張スキーマ
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Config の属性のマッピング

Peopleのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectoryのPeople
レコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

RealName、
アップル登録

apple-config-realname
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.3

1.2.840.113556.1.2.13（Microsoft）

DataStamp、
アップル登録

apple-data-stamp
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.2

アップル拡張スキーマ

KDCAuthKey、
アップル登録、
アップルKDC

apple-kdc-authkey
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.7

マッピングなし

KDCConfigData、
アップル登録、

アップルKDC

apple-kdc-configdata
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.8

マッピングなし

Keywords、
アップル登録

apple-keyword
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

アップル拡張スキーマ

LDAPReadReplicas、
アップル登録、
アップルLDAP サーバ

apple-ldap-replica
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.5

マッピングなし

LDAPWriteReplicas、
アップル登録、

アップルLDAP サーバ

apple-ldap-writable-replica
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.6

マッピングなし

PasswordServerList、
アップル登録、
パスワードサーバ

apple-password-server-list
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.4

マッピングなし

PasswordServerLocation、
アップル登録、

パスワードサーバ

apple-password-server-location
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.12.1

マッピングなし

XMLPlist、
アップル登録

apple-xmlplist
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.17.1

アップル拡張スキーマ
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People のレコードタイプのマッピング

People の属性のマッピング

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

People、
RFC2798

inetOrgPerson
2.16.840.1.113730.3.2.2

RFC規格

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

EMailAddress、
RFC1274

mail
0.9.2342.19200300.100.1.3

RFC規格

RealName、
RFC2256

cn
1.2.840.113556.1.3.23

RFC規格

LastName、
RFC2256

sn
2.5.4.4

RFC規格

FirstName、
RFC2256

givenName
2.5.4.42

RFC規格

FaxNumber、
RFC2256

fax
2.5.4.23

RFC規格

MobileNumber、
RFC1274

mobile
0.9.2342.19200300.100.1.41

RFC規格

PagerNumber、
RFC1274

pager
0.9.2342.19200300.100.1.42

RFC規格

Department、
RFC2798、

departmentNumber
2.16.840.1.113730.3.1.2

1.2.840.113556.1.2.141（Microsoft）

JobTitle、
RFC2256

title
2.5.4.12

RFC規格

PhoneNumber、
RFC2256

telephoneNumber
2.5.4.20

RFC規格

AddressLIne1、
RFC2256

street
2.5.4.9

RFC規格

Street、
RFC2256

street
2.5.4.9

RFC規格

PostalAddress、
RFC2256

postalAddress
2.5.4.16

RFC規格

City、
RFC2256

locality
2.5.4.7

RFC規格

State、
RFC2256

st
2.5.4.8

RFC規格

Country、
RFC2256

c
2.5.4.6

RFC規格
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PresetComputerListsのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectory の
PresetComputerListsレコードタイプおよび属性を LDAPオブジェクトクラスにマップする方法
を示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

PresetComputerLists のレコードタイプのマッピング

PresetComputerLists の属性のマッピング

PresetGroupsのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」の LDAPv3 プラグインでOpenDirectory の
PresetGroupsレコードタイプおよび属性をLDAP オブジェクトクラスにマップする方法を示し
ています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

PostalCode、
RFC2256

postalCode
2.5.4.17

RFC規格

OrganizationName、
RFC2256

o
2.5.4.10

1.2.840.113556.1.2.146（Microsoft）

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

PresetComputerLists、
アップル登録

apple-preset-computer-list
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.13

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

MCXFlags、
アップル登録

apple-mcxflags
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

アップル拡張スキーマ

MCXSettings、
アップル登録

apple-mcxsettings
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

アップル拡張スキーマ

Keywords、
アップル登録

apple-keyword
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

アップル拡張スキーマ
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PresetGroupsのレコードタイプのマッピング

PresetGroupsの属性のマッピング

PresetUsersのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectory の
PresetUsersレコードタイプおよび属性を LDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示して
います。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレコ
ードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する方
法も示しています。

PresetUsersのレコードタイプのマッピング

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

PresetGroups、
アップル登録

apple-preset-group
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.3.14

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

HomeDirectory、
アップル登録

apple-group-homeurl
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.6

アップル拡張スキーマ

HomeLocOwner、
アップル登録

apple-group-homeowner
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.2

アップル拡張スキーマ

MCXFlags、
アップル登録

apple-mcxflags
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

アップル拡張スキーマ

MCXSettings、
アップル登録

apple-mcxsettings
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

アップル拡張スキーマ

RealName、
アップル登録

apple-group-realname
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.14.5

アップル拡張スキーマ

Keywords、
アップル登録

apple-keyword
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

アップル拡張スキーマ

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

GroupMembership、
RFC2307

memberUid
1.3.6.1.1.1.1.12

RFCの使用を拡張

PrimaryGroupID、
RFC2307

gidNumber
1.3.6.1.1.1.1.1

RFCの使用を拡張

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

PresetUsers、
アップル登録

apple-preset-user
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.15

ObjectCategory=Person
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PresetUsersの属性のマッピング

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

HomeDirectory、
アップル登録

apple-user-homeurl
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.6

該当なし

HomeDirectoryQuota、
アップル登録

apple-user-homequota
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.8

アップル拡張スキーマ

HomeDirectorySoftQuota、
アップル登録

apple-user-homesoftquota
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.17

アップル拡張スキーマ

MailAttribute、
アップル登録

apple-user-mailattribute
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.9

アップル拡張スキーマ

PrintServiceUserData、
アップル登録

apple-user-printattribute
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.13

アップル拡張スキーマ

MCXFlags、
アップル登録

apple-mcxflags
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.10

アップル拡張スキーマ

MCXSettings、
アップル登録

apple-mcxsettings
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.16

アップル拡張スキーマ

AdminLimits、
アップル登録

apple-user-adminlimits
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.14

アップル拡張スキーマ

Picture、
アップル登録

apple-user-picture
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.12

アップル拡張スキーマ

AuthenticationAuthority、
アップル登録

authAuthority
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.16.1

該当なし

PasswordPolicyOptions、
アップル登録

apple-user-passwordpolicy
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.18

アップル拡張スキーマ

PresetUserIsAdmin、
アップル登録

apple-preset-user-is-admin
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.15.1

アップル拡張スキーマ

Keywords、
アップル登録

apple-keyword
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.1.19

アップル拡張スキーマ

RecordName、
RFC1274

cn
2.5.4.3

RFC規格

RealName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

Password、
RFC2256

userPassword
2.5.4.35

該当なし

GroupMembership、
RFC2307

memberUid
1.3.6.1.1.1.1.12

RFCの使用を拡張

PrimaryGroupID、
RFC2307

gidNumber
1.3.6.1.1.1.1.1

RFCの使用を拡張

NFSHomeDirectory、
RFC2307

homeDirectory
1.3.6.1.1.1.1.3

該当なし

UserShell、
RFC2307

loginShell
1.3.6.1.1.1.1.4

RFCの使用を拡張
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Printersのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」のLDAPv3プラグインでOpenDirectoryのPrinters
レコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

Printers のレコードタイプのマッピング

Printers の属性のマッピング

Change、
RFC2307

shadowLastChange
1.3.6.1.1.1.1.5

該当なし

Expire、
RFC2307

shadowExpire
1.3.6.1.1.1.1.10

該当なし

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

Printers、
アップル登録

apple-printer
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.9

ObjectCategory=Print-Queue

Printers、
IETF-Draft-IPP-LDAP

printerIPP
1.3.18.0.2.6.256



OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

RealName、
RFC2256

事前マッピングなし 1.2.840.113556.1.4.300（Microsoft）

PrinterLPRHost、
アップル登録、
レガシーサポート

apple-printer-lprhost
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.2

該当なし

PrinterLPRQueue、
アップル登録、

レガシーサポート

apple-printer-lprqueue
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.3

該当なし

PrinterType、
アップル登録、
レガシーサポート

apple-printer-type
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.4

該当なし

PrinterNote、
アップル登録、

レガシーサポート

apple-printer-note
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.5

該当なし

Location、
IETF-Draft-IPP-LDAP

事前マッピングなし。マップできる

属性：printer-location
1.3.18.0.2.4.1136

1.2.840.113556.1.4.222（Microsoft）
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AutoServerSetupのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」の LDAPv3 プラグインでOpenDirectory の
AutoServerSetup レコードタイプおよび属性をLDAP オブジェクトクラスにマップする方法を
示しています。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

AutoServerSetupのレコードタイプのマッピング

AutoServerSetupの属性のマッピング

Comment、
RFC2256

事前マッピングなし。マップできる

属性：description
2.5.4.13

RFC規格

PrinterMakeAndModel、
IETF-Draft-IPP-LDAP

事前マッピングなし。マップできる
属性：printer-make-and-model
1.3.18.0.2.4.1138

1.2.840.113556.1.4.229（Microsoft）

PrinterURI、
IETF-Draft-IPP-LDAP

事前マッピングなし。マップできる

属性：printer-uri
1.3.18.0.2.4.1140

uNCNameから生成

PrinterXRISupported、
IETF-Draft-IPP-LDAP

事前マッピングなし。マップできる
属性：printer-xri-supported
1.3.18.0.2.4.1107

portName/uNCNameから生成

Printer1284DeviceID、
アップル登録

事前マッピングなし。マップできる

属性：printer-1284-device-id
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.9.6

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス、
特殊目的

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

AutoServerSetup、
アップル登録

apple-serverassistant-config
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.17

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

XMLPlist、
アップル登録

apple-xmlplist
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.17.1

アップル拡張スキーマ
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Locationsのマッピング
次の表では、「ディレクトリユーティリティ」の LDAPv3 プラグインでOpenDirectory の
Locationsレコードタイプおよび属性をLDAPオブジェクトクラスにマップする方法を示してい
ます。

また、「ディレクトリユーティリティ」のActiveDirectoryプラグインで、OpenDirectoryのレ
コードタイプと属性からActiveDirectoryのオブジェクトカテゴリと属性をマップして生成する
方法も示しています。

Locationsのレコードタイプのマッピング

Locationsの属性のマッピング

OpenDirectoryの標準のレコードタイプと属性
OpenDirectoryドメイン内の標準の属性とレコードタイプについては、以下を参照してくだ
さい：

Â



253ページの「ユーザレコード内の標準属性」

Â



258ページの「グループレコード内の標準属性」

Â



259ページの「コンピュータレコード内の標準属性」

Â



260ページの「コンピュータグループレコード内の標準属性」

Â



261ページの「マウントレコード内の標準属性」

Â



262ページの「構成レコード内の標準属性」

標準のレコードタイプと属性の完全なリストについては、次のファイルを参照してください：

/システム/ライブラリ/Frameworks/DirectoryService.framework/Headers/
DirServicesConst.h

ユーザレコード内の標準属性
次の表に、OpenDirectory のユーザレコード内にある標準属性を示します。この情報は、「ワー
クグループマネージャ」のインスペクタパネルで作業するときや、「ディレクトリユーティリ

ティ」でユーザレコードの属性をマップするときに使用します。

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAPオブジェクトクラス名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

Locations、
アップル登録

apple-location
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.2.18

アップル拡張スキーマ

OpenDirectory名、
RFC/クラス

LDAP属性名
OID

ActiveDirectory
プラグイン

RecordName、
RFC2256

cn
2.5.4.3

RFC規格

DNSDomain、
アップル登録

apple-dns-domain
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.18.1

アップル拡張スキーマ

DNSNameServer、
アップル登録

apple-dns-nameserver
1.3.6.1.4.1.63.1000.1.1.1.18.2

アップル拡張スキーマ
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重要：MacOSXユーザ属性を読み出し／書き込みLDAPディレクトリドメイン（読み出し専用
ではない LDAP ドメイン）にマップするときは、同じ LDAP 属性に RealName および最初の
RecordName属性をマップしないでください。

たとえば、cn属性にRealNameとRecordNameの両方をマップしないでください。RealName
およびRecordName を同じLDAP 属性にマップすると、「ワークグループマネージャ」でフル
ネーム（ロングネーム）や最初のショートネームを編集しようとすると問題が発生します。

MacOSXユーザ属性 フォーマット 値の例

RecordName：

ユーザに関連付けられた名前のリス
ト。最初の名前はユーザのショート

ネームで、ユーザのホームフォルダ
の名前になります。

重要： 認証に使われるすべての属性
は、RecordName にマップする必
要があります。

最初の値：  A～Z、a～z、0～9、
_、-で構成されるASCII文字
2番目の値：UTF-8 のローマ字

Dave
DavidMac
DMacSmith

長さを0 にはできません。1～16
の数値です。インスタンスごとの最

大長は255バイト（85の3バイト
文字～255の1バイト文字）です。

v10.1以前のMacOSX を使用する
クライアントの場合は、最初の値を
1～8バイトにする必要があります。 

RealName：

単一の名前。通常はユーザのフル
ネーム。認証には使用されません。

UTF-8テキスト DavidL.MacSmith,Jr.

長さを0 にはできません。最大長は
255 バイト（85の3バイト文字～
255 の1バイト文字）です。

UniqueID：

一意のユーザID。アクセス権の管
理に使用されます。

0～9の数字で構成される符号付き
32ビットASCII文字列

500より小さい値には、特別な意味
がある場合があります。100より小
さい値はシステムアカウントで使用

されます。0はシステム用に予約さ
れています。

通常はユーザ全体の中で一意です
が、重複することもあります。

警告：整数以外の数は、0と解釈さ
れます。0は、ルートユーザのアカ
ウントのUniqueIDです。

PrimaryGroupID：

ユーザのプライマリグループ関係。

0～9の数字で構成される符号付き
32ビットASCII文字列

範囲は1 ～2,147,483,648 です。

通常は、すべてのグループレコード
の中で一意です。空欄の場合、20
が想定されます。

NFSHomeDirectory：

ユーザのホームフォルダを指すロー
カルファイルシステムのパス。

UTF-8テキスト /Network/Servers/example/Users/
K-M/TomKing

長さを0 にはできません。最大長は
255 バイトです。
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HomeDirectory：

AFPベースのホームフォルダの
場所。

UTF-8XMLテキスト <home_dir>
<url>afp://server/sharept</url>
<path>usershomedir</path>
</home_dir>

次の例では、TomKingのホーム
フォルダはK-M/TomKingです。
これは「Users」共有ポイントディ
レクトリの下にあります：
<home_dir>
<url>afp://example.com/Users
</url>
<path>K-M/TomKing</path>
</home_dir>

HomeDirectoryQuota：
ユーザのホームフォルダに対する

ディスク・クオータ。

許可されるバイト数のテキスト クオータが10MBの場合、この値は
テキスト文字列「1048576」になり
ます。

MailAttribute：

ユーザのメールサービス構成。

UTF-8XMLテキスト

PrintServiceUserData：

ユーザのプリントクオータの統計。

UTF-8XMLplist、単一値

MCXFlags：

指定されている場合は、
MCXSettingsが読み込まれます。
指定されていない場合は、
MCXSettingsは読み込まれません。
管理されたユーザの場合は必須。

UTF-8XMLplist、単一値

MCXSettings：

ユーザの管理された環境設定。

UTF-8XMLplist、多値

AdminLimits：

「ワークグループマネージャ」に
よってディレクトリドメインを管理

できるユーザに与えられる権限。

UTF-8XMLplist、単一値

Password：

ユーザのパスワード。

UNIXcrypt

Picture：
ユーザの表示ピクチャとして使用さ

れる、認識済みのグラフィックス
ファイルを指すパス。

UTF-8テキスト 最大長は255バイトです。

Comment：
任意の形式のコメント。

UTF-8テキスト Johnisinchargeofproduct
marketing.

最大長は32,676バイトです。

MacOSXユーザ属性 フォーマット 値の例
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UserShell：

サーバで使用するコマンドライン操
作のデフォルトのシェルの位置。

パス名 /bin/tcsh
/bin/sh
None。この値が指定されている場
合、ディレクトリドメインにアカウ
ントを持つユーザは、コマンドライ

ンを使ってサーバにリモートアクセ
スできません。

長さを0 にはできません。

Change：

MacOSXでは使われませんが、
標準LDAP スキーマの一部に対応し
ます。

数値

Expire：

MacOSXでは使われませんが、
標準LDAP スキーマの一部に対応し
ます。

数値

AuthenticationAuthority：

OpenDirectory、シャドウパス
ワード、暗号化パスワードなど、

ユーザの認証方法を記述します。

暗号化パスワードだけを使用する

ユーザの場合は必要ありません。

この属性を設定しない場合は、従来

の認証（「Authentication
Manager」を使用できる場合は、
「AuthenticationManager」による
暗号化）が使用されます。

ASCIIテキスト 値はユーザの認証方法を示します。

複数の値を持つことができます（た
とえば、;ApplePasswordServer;と
;Kerberosv5;）。
それぞれの値のフォーマットは、

vers;tag;data（vers およびdata
は空白でもかまいません）です。

暗号化パスワード：  ;basic;
OpenDirectory のパス
ワード：  ;ApplePasswordServer;
HexID,サーバの公開鍵IP アドレス
:ポート;Kerberosv5;Kerberos
データ

シャドウパスワード（ローカル・
ディレクトリドメインのみ）：

Â


;ShadowHash;

Â



;ShadowHash;<有効な認証方法の
リスト>

AuthenticationHint：
パスワードのヒントとして表示され

る、ユーザが設定したテキスト。

UTF-8テキスト Yourguessisasgoodasmine.

最大長は255バイトです。

FirstName：

コンタクト検索方式を使用する
「アドレスブック」などのアプリ

ケーションで使用されます。

LastName：

コンタクト検索方式を使用する
「アドレスブック」などのアプリ

ケーションで使用されます。

MacOSXユーザ属性 フォーマット 値の例
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MacOSXServerが使用するユーザデータ
次の表に、MacOSXServerがディレクトリドメイン内のユーザレコードからデータを使用する
方法を示します。サーバのサービスがディレクトリドメインのユーザレコード内で検索する属

性、つまりデータ・タイプを判別するには、この表を調べてください。

一番左の列の「全サービス」には、AFP、SMB、FTP、HTTP、NFS、WebDAV、POP、IMAP、
「ワークグループマネージャ」、「サーバ管理」、MacOSXログインウインドウが含まれます。 

EMailAddress：

MailAttribute を定義していない
ユーザから送信されたメールを転送

するメールアドレス。

コンタクト検索方式を使用する「ア

ドレスブック」や「Mail」などのア
プリケーションで使用されます。

RFC822の正式なメールアドレス user@example.com

PhoneNumber：
コンタクト検索方式を使用する「ア

ドレスブック」などのアプリケー
ションで使用されます。

AddressLine1：
コンタクト検索方式を使用する「ア

ドレスブック」などのアプリケー
ションで使用されます。

PostalAddress：
コンタクト検索方式を使用する「ア

ドレスブック」などのアプリケー
ションで使用されます。

PostalCode：
コンタクト検索方式を使用する「ア

ドレスブック」などのアプリケー
ションで使用されます。

OrganizationName：
コンタクト検索方式を使用する「ア
ドレスブック」などのアプリケー

ションで使用されます。

MacOSXユーザ属性 フォーマット 値の例

サーバコンポーネント MacOSXユーザ属性 依存性

全サービス RecordName 認証の際に必要です

全サービス RealName 認証の際に必要です

全サービス AuthenticationAuthority Kerberos、パスワードサーバ、およ
びシャドウパスワード認証に使われ

ます

全サービス Password 基本（暗号化パスワード）または
LDAPバインド認証に使われます
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グループレコード内の標準属性
次の表に、OpenDirectoryのグループレコード内にある標準属性を示します。この情報は、「ワー
クグループマネージャ」のインスペクタパネルで作業するときや、「ディレクトリユーティリ

ティ」でグループ属性をマップするときに使用します。

全サービス UniqueID 権限を付与するときに必要です

（ファイルのアクセス権やメールア
カウントなど）

全サービス PrimaryGroupID 権限を付与するときに必要です
（ファイルのアクセス権やメールア

カウントなど）

FTPサービス

Webサービス
Appleファイルサービス

NFSサービス
MacOSXログインウインドウ

アプリケーションおよびシステム環
境設定

HomeDirectory

NFSHomeDirectory
省略可能

メールサービス MailAttribute サーバ上のメールサービスにログイ
ンするときに必要です

メールサービス EMailAddress 省略可能

サーバコンポーネント MacOSXユーザ属性 依存性

MacOSXグループ属性 フォーマット 値の例

RecordName：
グループに関連付けられた名前

A～Z、a～z、0～9、_で構成さ
れるASCII文字

Science
Science_Dept
Science.Teachers

長さを0 にはできません。最大長は
255 バイト（85の3バイト文字～
255 の1バイト文字）です。

RealName：
通常はグループのフルネーム

UTF-8テキスト ScienceDepartmentTeachers

長さを0 にはできません。最大長は
255 バイト（85の3バイト文字～
255 の1バイト文字）です。

PrimaryGroupID：
グループの一意のID

0～9の数字で構成される符号付き
32ビットASCII文字列

通常は、すべてのグループレコード
の中で一意です。

GroupMembership：
グループに所属するとみなされる

ユーザレコードのユーザ名（ショー
トネーム）のリスト

A～Z、a～z、0～9、_、-で
構成されるASCII文字

bsmith,jdoe

リストは空にすることができます

（通常、ユーザのプライマリグルー
プの場合は空です）。
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コンピュータレコード内の標準属性
次の表に、OpenDirectoryのコンピュータレコード内にある標準属性を示します。

コンピュータレコードは、コンピュータのプライマリEhternet インターフェイスのハードウェ
ア・アドレスを、そのコンピュータの名前と関連付けます。この名前は、コンピュータグループ

レコードの一部です（ユーザがグループ内にあることとほとんど同じです）。

HomeDirectory：

グループのAFPベースのホーム
フォルダの場所

構造化されたUTF-8テキスト <home_dir>
<url>afp://server/sharept</url>
<path>grouphomedir</path>
</home_dir>

次の例では、Scienceグループの
ホームフォルダはK-M/Scienceで
す。これは、「Groups」共有ポイン
トディレクトリの下にあります：
<home_dir>
<url>afp://example.com/
Groups</url>
<path>K-M/Science</path>
</home_dir>

Member：
GroupMembershipと同じデータ。
ただし、MacOSXServerのさまざ
まなサービスで使われます

A～Z、a～z、0～9、_、-で
構成されるASCII文字

bsmith,jdoe

リストは空にすることができます

（通常、ユーザのプライマリグルー
プの場合は空です）。

HomeLocOwner：
グループのホームフォルダを所有す

るユーザのユーザ名（ショート
ネーム）

A～Z、a～z、0～9、_、-で
構成されるASCII文字

MCXFlags：
指定されている場合は、
MCXSettingsが読み込まれます。
指定されていない場合は、
MCXSettingsは読み込まれません。
管理されたユーザの場合は必須

UTF-8XMLplist、単一値

MCXSettings：
ワークグループ（管理されたグルー

プ）の環境設定

UTF-8XMLplist、多値

MacOSXグループ属性 フォーマット 値の例
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この情報は、「ワークグループマネージャ」のインスペクタパネルで作業するときや、「ディレク

トリユーティリティ」でコンピュータレコードの属性をマップするときに使用します。

コンピュータグループレコード内の標準属性
次の表に、OpenDirectory のコンピュータグループレコード内にある標準属性を示します。コ
ンピュータグループレコードは、コンピュータのグループを識別します（グループレコードが

ユーザの集まりを識別するのとほとんど同じです）。

この情報は、「ワークグループマネージャ」のインスペクタパネルで作業するときや、「ディレク

トリユーティリティ」でコンピュータ・グループ・レコードの属性をマップするときに使用し

ます。

MacOSXコンピュータ属性 フォーマット 値の例

RecordName：

コンピュータに関連付けられた名前

UTF-8テキスト iMac1

Comment：

任意の形式のコメント。

UTF-8テキスト

EnetAddress：

この属性の値には、コンピュータに
内蔵されているEthernetインター
フェイスのEthernetアドレス
（Macアドレスとも呼ばれます）を
指定する必要があります。AirMac
などの別のネットワークインター

フェイスを使ってディレクトリに接
続する場合でも同様です。

コロンで区切った16進表記。桁あ
わせのゼロは省略可能

00:05:02:b7:b5:88

MCXFlags：
「ゲスト」コンピュータレコードで

のみ使用されます。指定されている
場合は、MCXSettingsが読み込ま
れます。指定されていない場合は、
MCXSettingsは読み込まれません。
管理されたコンピュータの場合は
必須。

UTF-8XMLplist、単一値

MCXSettings：
「ゲスト」コンピュータレコード内

でのみ使用されます。管理されたコ
ンピュータの環境設定。

UTF-8XMLplist、多値

MacOSXコンピュータグループ
属性 フォーマット 値の例
RecordName：

コンピュータグループに関連付けら
れた名前

UTF-8テキスト LabComputers

長さを0 にはできません。最大長は
255 バイト（85の3バイト文字～
255 の1バイト文字）です。

MCXFlags UTF-8XMLplist、単一値
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マウントレコード内の標準属性
次の表に、OpenDirectoryのマウントレコード内にある標準属性を示します。この情報は、「ワー
クグループマネージャ」のインスペクタパネルで作業するときや、「ディレクトリユーティリ

ティ」でマウントレコードの属性をマップするときに使用します。 

MCXSettings：
管理されたコンピュータの環境設定

を保存します

UTF-8XMLplist、多値

Computers コンピュータレコード名の多値リ

スト
iMac1,iMac2

Group

メンバーがこのコンピュータグルー
プにあるコンピュータにログインで

きるグループのリスト

グループのユーザ名（ショートネー

ム）の多値リスト
herbivores,omnivores



MacOSXコンピュータグループ
属性 フォーマット 値の例

MacOSXマウント属性 フォーマット 値の例

RecordName：
共有ポイントのホストとパス

UTF-8テキスト hostname:/サーバ上のパス

indigo:/Volumes/home2

VFSLinkDir

クライアント上のマウント用のパス

UTF-8テキスト / ネットワーク/Servers

VFSType ASCIIテキスト AFPの場合：
url

NFSの場合：
nfs

VFSOpts UTF-8テキスト AFPの場合（2つの値）：
net

url==afp://
;AUTH=NO%20USER%20
AUTHENT@server/sharepoint /

NFSの場合：
net

VFSDumpFreq

VFSPassNo
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構成レコード内の標準属性
次の表に、OpenDirectoryの次の構成レコード内にある標準属性を示します：
Â


mcx_cacheレコードには、常にmcx_cacheのRecordName があります。また、キャッシュを
更新するかどうかや、サーバ設定を無視するかどうかを決定するときにも、RealNameおよび
DataStampを使用します。クライアントを管理する場合は、mcx_cache構成レコードが必要
です。

Â


passwordserverレコードには、PasswordServerLocation属性があります。

この情報は、「ワークグループマネージャ」のインスペクタパネルで作業するときや、「ディレク

トリユーティリティ」で構成レコード属性をマップするときに使用します。 

MacOSX構成属性 フォーマット 値の例

RecordName：

構成に関連付けられた名前

A～Z、a～z、0～9、_、-、. で
構成されるASCII文字列

mcx_cache

passwordserver

長さを0 にはできません。最大長は
255 バイト（85の3バイト文字～
255 の1バイト文字）です。

PasswordServerLocation:

ディレクトリドメインに関連付けら

れたパスワードサーバのホストを
識別します

IPアドレスまたはホスト名 192.168.1.90

RealName mcx_cache構成レコードの場合、
RealNameはGUID

DataStamp mcx_cache構成レコードの場合、
DataStampはGUID
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ActiveDirectoryMicrosoftWindows2000Server、WindowsServer2003、およびWindows
Server2003R2のディレクトリおよび認証サービス。

AFPAppleFilingProtocolの略語。Appleファイルサービスがファイルおよびネットワークサー
ビスを共有するために使用するクライアント／サーバ型のプロトコル。AFP は、TCP/IP とその
他のプロトコルを使って、ネットワークのコンピュータ間の通信に対応します。

BSDBerkeleySoftwareDistribution の略語。MacOSX ソフトウェアのベースとなっている
UNIXのバージョン。

CIFSCommonInternetFileSystemの略語。「SMB」を参照。

DHCPDynamicHostConfigurationProtocolの略語。クライアントコンピュータにIPアドレ
スを動的に割り当てるためのプロトコル。クライアントコンピュータが起動するたびに、DHCP
はDHCPサーバを検索し、見つかったDHCPサーバにIPアドレスを要求します。DHCPサーバ
は、使用可能な IP アドレスを調べ、これをリース期間に合わせてクライアントコンピュータに
送ります。リース期間とは、クライアントコンピュータがアドレスを使用できる期間のことです。

FTPFileTransferProtocol の略語。コンピュータがネットワーク経由でファイルを転送する際
に使用するプロトコル。FTP をサポートするオペレーティングシステムを使っているFTPクライ
アントは、各自のアクセス権に応じて、ファイルサーバに接続し、ファイルをダウンロードでき

ます。ほとんどのインターネットブラウザおよび多数のフリーウェア・アプリケーションを使っ

て、FTPサーバにアクセスできます。

IPInternetProtocolの略語。IPv4とも呼ばれます。ローカルネットワークまたはインターネッ
トを経由してコンピュータ間でデータを送受信するために、TCP（Transmission Control
Protocol）と共に使用される方式。IPはデータパケットを配送し、TCPはデータパケットを追跡
します。

IPアドレス  インターネット上のコンピュータを識別するために使われる、数字で構成される一
意のアドレス。

KDC KerberosKeyDistributionCenterの略語。Kerberosチケットを発行する信頼された
サーバ。
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Kerberos 安全性の高いネットワーク認証システム。Kerberos では、チケットが使用されます。
チケットは、特定のユーザ、サービス、および期間に発行されます。Kerberos によって認証さ
れたユーザは、Kerberos チケットを受け取るように構成されているサービスには、パスワード
を再度入力しなくてもアクセスできます（シングルサインオンと呼ばれます）。MacOSXServer
では、Kerberosv5 が使用されます。

Kerberos保護領域  同じKerberosサーバに登録されているユーザとサービスから成る認証ドメ
イン。登録されたユーザとサービスは、Kerberosサーバを信頼して互いの識別情報を検証します。

LDAP LightweightDirectoryAccessProtocol の略語。ディレクトリドメインにアクセスする
ための標準規格のクライアント／サーバ型のプロトコル。

MacOSXアップルのオペレーティングシステムの最新バージョン。MacOSXでは、Macintosh
の操作性にUNIX の信頼性が追加されています。

MacOSXServer簡単な設定だけでMac、Windows、UNIX、およびLinuxクライアントに対
応する、業務用のサーバプラットフォーム。拡張可能なワークグループサービスとネットワーク

サービスや、高度なリモート管理ツールが用意されています。

NetInfoディレクトリドメインにアクセスための、アップルの古いプロトコル。

OpenDirectoryLDAP、ActiveDirectory プロトコル、または BSD 構成ファイルを使用する
ディレクトリドメイン内のユーザおよびネットワークリソースのアクセス権情報、およびネット

ワークサービスにアクセスするための、アップルのディレクトリサービスのアーキテクチャ。

OpenDirectoryのパスワード  サーバ上の安全なデータベースに保管されているパスワード。
このパスワードの認証には、OpenDirectory パスワードサーバまたはKerberos（Kerberos を
利用できる場合）を使用できます。

OpenDirectoryのマスター  LDAP ディレクトリサービス、Kerberos 認証サービス、および
OpenDirectoryパスワードサーバを提供するサーバ。

OpenDirectoryパスワードサーバ  認証サービスの 1 つ。パスワードの検証には、MacOSX
Server の各サービスから要求されるさまざまな認証方法がそのまま使用されます。認証方法に
は、APOP、CRAM-MD5、DHX、LANManager、NTLMv1、NTLMv2、およびWebDAV-Digest
があります。

SLPDA ServiceLocationProtocolDirectoryAgentの略語。利用できるサービスをネットワー
クに登録して、ユーザが簡単にアクセスできるようにするためのプロトコル。あるサービスを

ネットワークに追加すると、そのサービスは SLP によって自動的にネットワークに登録されま
す。SLPDA では、リポジトリを使用して、登録済みネットワークサービスを集中的に管理して
います。

SMBServerMessageBlockの略語。クライアントコンピュータがファイルやネットワークサー
ビスにアクセスするときに使用するプロトコル。TCP/IP、インターネット、およびその他のネッ
トワークプロトコルで使用できます。SMB サービスでは、SMB を使って、サーバ、プリンタ、
およびその他のネットワークリソースへのアクセスを提供します。
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SSL SecureSocketsLayer の略語。暗号化された認証済みの情報をインターネットで送信する
ためのインターネットプロトコル。新しいバージョンのSSLはTLS（TransportLevelSecurity）
として知られています。

WebDAVWeb-basedDistributedAuthoringandVersioningの略語。サイトが稼働中でも、ク
ライアントユーザがWeb ページをチェックアウトし、変更を加え、そのサイトにチェックイン
して戻すことができるライブオーサリング環境。

WebDAV保護領域  WebDAV ユーザおよびグループがアクセスできるように定義された、Web
サイト内の領域。通常は、フォルダまたはディレクトリです。

暗号化パスワード  パスワードの一種で、ハッシュ（UNIX 標準の暗号化アルゴリズム）として
ユーザレコードに直接保管されます。

エントリー  ブログに投稿される記事。読者はエントリーにコメントを追加できますが、エント
リーに関連する内容はブログのオーナーだけが変更できます。LDAPディレクトリでは、一意の
識別名を持つ一連の属性（データ項目）を指します。「識別名」も参照してください。

オーナー  項目のオーナーは、その項目のアクセス権を変更できます。オーナーは、自分がメン
バーになっているグループのグループエントリーを変更することもできます。デフォルトでは、

オーナーには読み出し／書き込みアクセス権があります。

オープンソース  インターネットコミュニティがソフトウェアを協調開発することを指す用語。
コードを作成してデバッグするときにできるだけ多くの開発者が関わることが、基本方針となっ

ています。そのために、ソースコードを公開し、修正や拡張を提出する開発者のコミュニティが

できるだけ大きくなるように運営されます。

オブジェクトクラス  ディレクトリドメイン内の類似したオブジェクトを定義するための、一連
のルール。すべてのオブジェクトに必要な属性と、オブジェクトごとに任意に設定できる属性を

指定します。

親  共有ディレクトリドメインから別のコンピュータに構成情報を提供するコンピュータ。

管理された環境設定  管理者によって制御されるシステム環境設定またはアプリケーション環境
設定。管理者は、「ワークグループマネージャ」を使用して、MacOSXの管理対象のクライアン
トの特定のシステム環境設定を制御できます。

管理者  サーバまたはディレクトリドメインの管理権限を持つユーザ。管理者は常に、あらかじ
め定義されている「admin」グループのメンバーです。

管理用コンピュータ  「MacOSXServerAdmin」CDからサーバ管理アプリケーションをインス
トールしたMacOSXコンピュータ。

管理対象のクライアント  アクセス権や環境設定が管理者によって制御されているユーザ、グ
ループ、またはコンピュータ。
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共有ポイント  ネットワークを介してアクセスできるフォルダ、ハードディスク（またはハード
ディスクのパーティション）、または光ディスク。共有ポイントは、共有項目のグループの最上

位レベルのアクセスポイントになります。AFP、SMB、NFS（「エクスポート」）、またはFTP を
使用して共有できます。

クラス  「オブジェクトクラス」を参照してください。

クラッカー  コンピュータシステムに認証されていないアクセスをしようとする悪意のあるユー
ザ。コンピュータまたはネットワークを混乱させたり、情報を不正に取得することを目的として

います。「ハッカー」と比較してください。

グループ  類似する必要条件を持つユーザの集まり。グループを使用すると、共有リソースの管
理を簡素化できます。

グループフォルダ  グループメンバーに特に関係のある書類やアプリケーションをまとめ、メン
バー間で情報を渡すためのフォルダ。

ゲストユーザ  ユーザ名またはパスワードを入力せずにサーバにログインできるユーザ。

権限の付与  特定のリソースへのアクセスをユーザに許可するかどうか、およびそのユーザにど
の程度のアクセス権を許可するかを決定する処理。通常は、認証処理がユーザの識別情報を証明

した後に実行されます。たとえば、ファイルサービスは、フォルダとファイルを所有している

ユーザが認証されたときに、それらのリソースへのすべてのアクセス権を付与します。

検索パス  「検索方式」を参照。

検索ベース  LDAP ディレクトリのエントリー階層のどこから情報検索を開始するかを識別する
ための識別名。

検索方式  MacOSX コンピュータで構成情報が必要なときに検索するディレクトリドメインの
リスト、およびドメインの検索順序。検索パスとも呼ばれます。

子  構成情報を親の共有ディレクトリドメインから取得するコンピュータ。

コンピュータアカウント  コンピュータアカウントには、MacOSXServer が各コンピュータを
識別および管理するためのデータが保存されます。コンピュータアカウントは、コンピュータグ

ループに追加したいコンピュータごとに作成します。

コンピュータリスト  一連のコンピュータ。このリストに定義されているすべてのコンピュータ
は、管理された環境設定の設定を受け取り、特定のユーザやグループに使用する権限が割り当て

られます。コンピュータは、1つのコンピュータリストだけに登録できます。コンピュータリス
トは、MacOSXServerバージョン10.4以前で作成されます。

識別名  LDAP ディレクトリ内のエントリー（オブジェクト）を指定します。ディレクトリエン
トリーはカンマで区切って指定します。最初にエントリー自体を指定してから、その下位にある

エントリーを順番に指定していきます。たとえば、次のように入力します：

“cn=users,dc=example,dc=com”
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シャドウパスワード  サーバ上の安全なファイルに保管されるパスワード。MacOSXServer の
各サービスから要求される、既存のさまざまなネットワークユーザ認証方法を使って認証されま

す。認証方法には、APOP、CRAM-MD5、DHX、LANManager、NTLMv1、NTLMv2、および
WebDAV-Digestがあります。

ショートネーム  ユーザの簡略名。「ユーザ名」と画面では表示されることがあります。MacOS
Xでは、ショートネームは、ホームフォルダ、認証、およびメールアドレスに使用されます。

シングルサインオン  認証方式の1つで、ネットワークサービス単位にユーザ名とパスワードを
入力する操作から、ユーザを解放します。MacOSXServer では、シングルサインオンを有効に
するために、Kerberosが使用されます。

信頼されたバインド  コンピュータとディレクトリドメインの間で相互に認証されている接続。
コンピュータは自分の識別情報を証明するための資格情報を渡し、ディレクトリドメインはその

真正性を証明するための資格情報を渡します。

スキーマ  ディレクトリドメインに保管できる情報を定義するために、属性とレコードタイプ（ク
ラス）構造を記述したもの。

スタンドアロンサーバ  ネットワーク上にサービスを提供するけれども、ほかのサーバからディ
レクトリサービスを取得したり、ほかのコンピュータにディレクトリサービスを提供することが

ないサーバ。

属性  特定の種類の情報が含まれ、ディレクトリドメインの特定のエントリー（レコードまたは
オブジェクト）に属している、名前付きのデータ項目。属性には、実際のデータとして、属性値

が設定されます。

チケット、KerberosKerberos クライアントの識別情報をサービスに証明するための一時的な
資格情報。

ディレクトリサービス  ディレクトリドメインや、ユーザやリソースに関するその他の情報
ソースへのアクセスを、システムソフトウェアおよびアプリケーションに統合的に提供するサー

ビス。

ディレクトリドメイン  ユーザおよびネットワークリソースのアクセス権情報を保存する特殊な
データベース。この情報は、システムソフトウェアやアプリケーションで使用されます。この

データベースは、多数の要求を処理し、情報をすばやく検索および取得できるように最適化され

ています。ディレクトリノードまたは単にディレクトリとも呼ばれます。

ディレクトリドメイン階層  ローカル・ディレクトリドメインと共有ディレクトリドメインの編
成方法の1つ。階層は逆ツリー構造になっていて、ルートドメインが最上位にあり、ローカルド
メインが最下位にあります。

ディレクトリノード  「ディレクトリドメイン」を参照。
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認証  ユーザの識別情報を提供する処理。通常は、ユーザ名とパスワードを検証します。通常は、
権限の付与処理がリソースに対するユーザのアクセスレベルを決定する前に実行されます。たと

えば、ファイルサービスは、フォルダとファイルを所有しているユーザが認証されたときに、そ

れらのリソースへのすべてのアクセス権を付与します。

認証局属性  ユーザに指定されたパスワード検証方法を識別する値。必要に応じて、それ以外の
情報も含まれます。

バインディング  識別情報、承認、およびその他の管理データを取得するために、コンピュータ
とディレクトリドメインを接続すること。（動詞）または、そのような接続を確立する処理。「信
頼されたバインディング」も参照してください。

パスワード  ユーザの識別情報を認証したり、ファイルまたはサービスへのアクセスを承認する
ために使用される英数文字列。

パスワードサーバ  「OpenDirectoryパスワードサーバ」を参照してください。

ハッカー  プログラミングが趣味で、新しい機能のプログラミングやコンピュータシステムの機
能の拡張を追究する人のこと。「クラッカー」も参照してください。

ハッシュ（名詞）  盗聴できないように暗号化された形式のパスワードまたはその他のテキスト。

プライマリグループ  ユーザのデフォルトグループ。ユーザが自分が所有していないファイルに
アクセスするとき、ファイルシステムはプライマリグループのID を使用します。

プライマリグループIDプライマリグループを識別する一意の番号。

プリンシパル、KerberosKerberosがクライアントまたはサービスを認証するために必要な、そ
れらの識別名などの識別情報。ユーザプリンシパルは通常、ユーザの名前、またはユーザの名前

とKerberos保護領域の組み合わせです。サービスのプリンシパルは通常、サービスの名前、サー
バの完全修飾DNS名、およびKerberos保護領域の組み合わせです。

プロトコル  2 つのアプリケーションの間でどのようにデータを送受信するかを定義した一連の
ルール。

マルチキャストDNSIPネットワーク上のコンピュータ、装置、およびサービスを自動的に検出
するための、アップルが開発したプロトコル。このインターネットプロトコルはアップルでは
Bonjour と呼びます（以前は Rendezvous と呼んでいました）。標準化が企画されており、
ZeroConf、ゼロコンフ、マルチキャストDNSなどと呼ばれることもあります。詳しくは、
www.apple.com/jp またはwww.zeroconf.org を参照してください。MacOSXServer でこの
プロトコルを使用する方法については、「ローカルホスト名」を参照してください。

身分証明書  特別な Kerberos チケットで、クライアントはこのチケットを使って、その保護領
域内のサービスのチケットを取得できます。クライアントが身分証明書を取得するには、識別情

報を証明する必要があります。たとえば、有効な名前とパスワードをログインするときに入力し

ます。
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ユーザ名  ユーザのロングネームまたはショートネーム。「ユーザの名前」とも呼ばれ、画面で
「名前」と表示されるユーザ名は、たいていユーザのロングネームです。ユーザのロングネーム

には、リアルネーム（実名）を使用することがあります。画面で「ユーザ名」と表示されるのは、

たいていショートネームのことです。

ローカルドメイン  所属するコンピュータだけがアクセスできるディレクトリドメイン。

ローカルホスト名  ローカルサブネットでコンピュータを指定するための名前。グローバルDNS
システムなしで使用して名前とIPアドレスを解決できます。小文字、数値、またはハイフン（最
後の文字としては使用できません）で構成され、最後は「.local」になります（たとえば、bills-
computer.local）。このデフォルト名はデフォルトでコンピュータ名から取られますが、ユーザは
「システム環境設定」の「共有」パネルでこの名前を指定できます。この名前は簡単に変更する

ことができ、DNS 名または完全修飾ドメイン名を使用しているところであればどこででも使用
できます。この名前は、この名前を使用するコンピュータと同じサブネットでのみ解決できます。

ロングネーム  長い形式のユーザ名またはグループ名。「ユーザ名」も参照。





270 用語集





 271

索
引

索引 

2レベルの検索方式  34

A



ACE（アクセス制御エントリー）  74
ACL（アクセス制御リスト）  40,73,74,175
ACL属性  235
ACLのオブジェクトクラス  216
ActiveDirectory
～にバインドする  160,168
Kerberosの競合  70
LDAPアクセス  169
OpenDirectory の設定  60
UNIXシェルの属性  163
アクセスする  159
管理者グループ  166
クライアント接続  121
グループID164,165
サーバからバインド解除する  168
サーバの設定  95
詳細設定  132,156
相互ドメイン認証  69
定義  25
認証  167
ホームフォルダ  157,162
モバイルアカウント  158,161
問題を解決する  200,203
ユーザID163
優先する指定  166
レコードを編集する  168
→「マッピング」も参照

APOP（AauthenticatedPOP）  52,56
AuthenticationManager32,42,118
AutoServerSetupレコードタイプ  252

B



BDC（バックアップ・ドメイン・コントローラ）  32,85,
91,190

BerkeleyDB11,61
BerkeleySoftwareDistribution→「BSD」を参照
BSD（BerkeleySystemDistribution）ファイル  25,171

C



ComputerLists,マッピング  244,245,248
Computers
マッピング  243

Configレコードタイプ  245,246
CRAM-MD5 による認証  52

D



DAC（ディレクトリアクセス制御）  180
DHCP（DynamicHostConfigurationProtocol）サービ

ス
LDAP37,129,134
Option9537,184
セキュリティ  131
モバイルアカウント  132

DHX による認証  42,52
Digest-MD5 による認証  53
DNS（DomainNameSystem）サービス

Kerberos83,97,98,200
OpenDirectoryの設定  83,97
Windows ユーザ  86
属性  233,234

DNS（DomainNameSystem）  98
DoS攻撃（サービス拒否）  45,187 
dsconfigadツール  157 
dsconfigldap ツール  157
DynamicHostConfigurationProtocol→「DHCP」を

参照

E



EthernetID205

G



GID（グループID）  69,157,164,165
GloballyUniqueID→「GUID」を参照
Groups
マッピング  241,242,248,249

GUID（GloballyUniqueID）  183

I



IPアドレス  121
IPファイアウォールサービス  73
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K



Kerberos
DNS83,97,98,200
～の複製  62
LDAP70
管理者  47,97
機能  11,41,46,47,48,49,50
識別情報を削除する  181
セキュリティ  48,49,194
接続する  100,102
設定  97,98,99,102
相互ドメイン認証  69
属性  232
ディレクトリドメインの競合  70
認証プロセス  51
パスワード  46
プリンシパル  51
保護領域  51,102,205
問題を解決する  199,203
有効にする  111,204
ユーザ  46,99

L



LANManagerによる認証  42,53
LDAP（LightweightDirectoryAccessProtocol）
接続設定  152
タイムアウト  152

LDAP（LightweightDirectoryAccessProtocol）サービ
ス

ActiveDirectory169
DHCP37,129,134
Kerberos70
～の構造  27
～への直接アクセス  129
MacOSX155
NetInfo,～から移行する  32,118
OpenDirectory11,208,209
管理者の要件  86
検索する  27,84,146,186,187,203
検索方式  37
構成  90,135,136,138,140,141,143
コマンドラインツール  157,182
サーバの紹介  152
詳細設定  133
スキーマ  208,209
セキュリティ  40,106,145,153,184,186,187,188
接続設定  93,150,151
タイムアウト  150,151,187
定義  25
データベースの場所  186
認証  56,116,137,151,153
複製  62
無効にする  133,134
メール  134
問題を解決する  201,203

有効にする  133,134
ユーザ権限  75,152,155
読み出し専用アクセス  152
→「属性」、「マッピング」、「オブジェクトクラス」、

「信頼されたバインディング」も参照 
ldapmodrdnツール  182 
ldapsearchツール  155
LDAPv2アクセス  152
LDAPv3アクセス  75,90,133,136,169
Leopardサーバ→「MacOSXServer」を参照
Locationsレコードタイプ  253

M



MacOSX
BSDファイル  171
OpenDirectoryのパスワード  41
ディレクトリを格納する  155
読み出し専用LDAPアクセス  155
ログインの問題を解決する  202

MacOSXServer
BDC32
BSDファイル  171
OpenDirectoryのマスターを復元する  195
アップグレードする  67,118
信頼されたバインディング  184
接続を追加する  121
対応している認証  32,46,53,94
パスワードの移行  117
フェイルオーバーの問題  92
レコードを読み込む  183

MacOSXServerをアップグレードする  67,118
MediaAccessControl→「EthernetID」を参照
Mountsレコードタイプ  242,243,261
MS-CHAPv2 による認証  53,94

N



NAT（NetworkAddressTranslation）  66 
NeSTツール  115
NetBios名  92
NetInfoドメイン  32,110,118
NetworkAddressTranslation→「NAT」を参照
NetworkFileSystem→「NFS」を参照
NetworkInformationService→「NIS」を参照
NetworkTimeProtocol→「NTP」を参照
NFS（NetworkFileSystem）  126,127,128
NIS（NetworkInformationService）  25,170
NTLM による認証  42,53,94
NTP（NetworkTimeProtocol）  203

O



OpenDirectory
DNSの設定  83,97,98
～とBDC32,91
～とKerberos11,41,70
～とLDAP11,208,209
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～とPDC31,85,86,87
～とインスペクタ  179,180,181
～とワークグループマネージャ  20
～の監視  177,178
～の機能  20
～の使用  24
～の複製  189
～の歴史  21,23
SMBサービス  30
アクセスツール  25,173,174,175,176
入にする  81
オプションの設定  183,184
概要  11,19
管理する  173
管理ツール  75,76,77,78
クライアントコンピュータのサポート  61
状況の確認  177,178
スタンドアロンサービス  81
セキュリティポリシー  184
設定  60,79,80
データを表示する  179
データを編集する  179,180,181,182
バインド方式  184
パフォーマンスの向上  72
リモートサーバ  81
→「ActiveDirectory」、「ドメイン,ディレクトリ」、

「マッピング」も参照
OpenDirectory の複製

NAT66
～とBDC32
～とマスター  61,64,66,67,83,189,190,193
～の昇格  190
～のデコミッション  193
～の同期  190
アクセス制御  88
概要  12,26
管理する  89
更新する  72
接続設定  93,94,95,121
設定  88,90,91
属性  232
認証  62
パスワード  62,63,107
フェイルオーバー  92
問題を解決する  199,200
リレーに変更する  190
レプリカセット  63

OpenDirectory のマスター
～とDNS83,97,98
～と複製  61,64,66,67,83,189,190,193
アーカイブする  194,195
アップグレードする  67
概要  26
状況の確認  177
セキュリティポリシー  184
設定  83,85

定義  62
認証  31,98
バインディング  184
パスワード  107
フェイルオーバー  92
復元する  195
問題を解決する  199,200

OpenDirectoryのマスターをアーカイブする  194,195
OpenDirectoryパスワードサーバ
～の複製  62
アーカイブする  194
スロットを削除する  181
セキュリティ  73
設定  83
データベース  54,56
認証  31,41,52
パスワード方式  45
問題を解決する  202

OpenLDAP→「OpenDirectory」を参照
Option95,DHCP37,184

P



PAC（PrivilegeAttributeCertificate）  69
PDC（プライマリ・ドメイン・コントローラ）
～としてのOpenDirectory31,85,86,87
サーバの設定  94
フェイルオーバー  32
複製のスケジュール  189

Peopleレコードタイプ  246,247
PresetComputerListsレコードタイプ  248
PresetGroupsレコードタイプ  248,249
PresetUsers レコードタイプ  249,250
Printersレコードタイプ  251
PrivilegeAttributeCertificate→「PAC」を参照 
pwpolicyツール  112

R



RAID（RedundantArrayofIndependentDisks）  73
RDN（相対識別名）  27
RealName147
RedundantArrayofIndependentDisks→「RAID」を

参照
RFC2307 マッピング  140,154,164

S



SACL（サービスアクセス制御リスト）  40,73,175
SASL（SimpleAuthenticationandSecurityLayer）  12,

52
→「OpenDirectory パスワードサーバ」も参照

SecureSHell→「 SSH」を参照
SecureSocketsLayerの略語。→「SSL」を参照
ServerMessageBlockの略語。→「SMB」を参照
SimpleAuthenticationandSecurityLayer→「SASL」

を参照 
slapconfigツール  195,196
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SMB（ServerMessageBlock）プロトコルサービス  30,
53

SSH（SecureSHellHost）  73,89,174 
sshツール  174
SSL（SecureSocketsLayer）  56,121,187,188

T



Time-to-Liveオブジェクトクラス（TTL）  209
Time-to-Live属性（TTL）  217
TTL 属性→「Time-to-Live属性」を参照

U



UID（ユーザID）  69,84,157,163
UNIX

RFC2307マッピング  140
暗号化パスワード  110
グループID マッピング  164
構成ファイル  21,23
セキュリティの問題  43

UNIXシェルの属性  163
URL（UniformResourceLocators）  230
Users
マッピング  238,249,250
レコードタイプ  249,250

V



VPN（VirtualPrivateNetwork）  53,67,202

W



WebDAV-Digestによる認証  53,56
Windows2000の設定  87
WindowsXPの設定  86,87
Windowsドメイン

BDC32,85,91
PDC31,85,86,87
～用のOpenDirectory設定  85,86,87
パスワード  31,42,44
→「ActiveDirectory」、「SMB」も参照

X



XMLplist 属性  230

あ
アカウント
管理者  84,166
ルート  123,124,201
→「グループアカウント」、「モバイルアカウント」、

「ユーザアカウント」、「ワークグループマネー
ジャ」も参照

アクセス
ACL40,73,74,175
ActiveDirectoryドメイン  159,169
DAC180
SSH174
管理者  74,175

グループ  174
サーバ  29,174
属性  176
ディレクトリサービス  132,133
ディレクトリドメインの使用  24
ファイル  24
フォルダ  24
複製  88
ユーザ  157,173,174,201
レコード  176
ログインウインドウ  174
→「LDAP」、「アクセス権」も参照

アクセス権
アクセス  175
階層管理  75
管理者  75
ユーザ  75,152,155
レコード  176

アクセス制御エントリー→「ACE」を参照
アクセス制御リスト→「ACL」を参照
アドレス→「EthernetID」、「IP アドレス」、「NAT」を

参照
アドレスブック  38,128,134
暗号化  44,53,157
暗号化パスワード

Windows の制限  31,42
暗号化  44
～に変更する  110
セキュリティの問題  44
定義  42
ユーザアカウントの移行  117

い
移行

NetInfoからLDAP32,118
パスワード  117

インスペクタ  179,180,181

え
エントリー,オブジェクトクラス  25,27

お
オープン・ソース・モジュール  11
→「Kerberos」、「OpenDirectory」も参照

オブジェクトクラス
ACL216
TTL209
概要  25,209
関連グループ  215
グループ  210,213
構成  212,215
コンテナ  209
コンピュータ  211,212,213
コンピュータグループ  213
コンピュータリスト  212
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サービス  215
自動マウント  216
スキーマに追加する  70
増加  216
認証機関  214
場所  215
プリンタ  211
マウント  211
マシンの補助  210
ユーザ  209,214
リソース  216
→「属性」も参照

オフライン攻撃  43

か
階層管理  75
カスケードレプリケーション  61,64,65,91
管理者

Kerberos47,97
アクセス制御  74,175
～に対する制限  219
～の権限  74,75
～のパスワード  45,111,112,201,206
～用アカウント  84,166
検索方式  36
ディレクトリサービス  19
ドメインを計画する  36
認証機関  86,88,92,115,116

管理対象ネットワーク表示  25
関連グループ属性  234
関連グループのオブジェクトクラス  215

き
擬似マスターサーバ  69
起動の問題  201
起動プロセス→「起動」を参照
基本認証→「暗号化パスワード」を参照
キャッシュされた認証  41
共有ディレクトリドメイン

NetInfo32,110,118
概要  28,29
～の計画  57,58
検索方式  34,35
サーバを決定する  62
ユーザ情報  82
ログインの問題を解決する  202
→「LDAP」も参照

共有ポイント  24,126

く
クエリータイムアウト,LDAP151
クライアントコンピュータ

BSDファイル  25,171
NIS25,170
OpenDirectory のサポート  61

共有ポイント  24
検索方式  35,128,129,130,131
接続  61,119,121,122,123
設定  120,121,125,126
フェイルオーバープロセス  92
マウントレコード  126,127,128
→「ディレクトリサービス」も参照

クライアントの認証  48,51
→「クライアントコンピュータ」、「グループアカウン

ト」、「ユーザ」も参照
グループ

Kerberos保護領域に接続する  100
アクセス制御  174
階層管理  75
～の情報の保存  24
検索する  28,29
マッピング  164

グループID→「 GID」を参照
グループアカウント

GIDマッピング  164
管理者としての～  166
グループID157,165
プリセット  213,248,249
読み込む  183
→「グループ」も参照

グループ属性  223,258
グループの補助オブジェクトクラス  210
グローバルパスワード方式  111

け
権限,管理者  75
→「アクセス権」も参照

検索する
LDAP27,84,146,186,187,203
ユーザとグループ  28,29

検索ベース,LDAP27,84,147,203
検索方式

DHCP131
LDAP37
カスタム  38,130
管理者  36
コンタクト  38,128
コンピュータ  37,38
自動  36,129
詳細設定  128
定義  30,33
認証  38,128
変更する  131
レベル  33,34,35
ローカル  131

こ
構成

BSDファイル  171
Kerberos97,98,99,102
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LDAP135,136,138,140,141,143
OpenDirectory の複製  88,90,91
OpenDirectory のマスター  83,85
OpenDirectory パスワードサーバ  83
UNIXファイル  21,23,25
Windowsドメイン  85,86,87
概要  79,80
クライアントコンピュータ  120,121,262
～の計画  60
～の属性  262
コマンドラインツール  157
サーバ  94,95,252
信頼されたバインディング  149
接続  93,94,95,121,122,123
相互ドメイン認証  69
ディレクトリサービス  125,126
ディレクトリドメインの概要  58
フェイルオーバー  92
レプリカセット  63
ローカル・ディレクトリドメイン  81

構成属性  231,262
構成のオブジェクトクラス  212
構成レコードタイプ  154
コマンドラインツール

SSH174
概要  78
サーバを復元する  195,196
ショートネームの変更  182
ディレクトリ構成  157
パスワード  112,115
ユーザまたはコンピュータを削除する  181

コンタクト,検索方式  38,128
コンタクト情報属性  221
コンテナのオブジェクトクラス  209
コントローラ,BDC32,85,91,190
→「PDC」も参照

コンピュータ
検索方式  37,38
削除する  181
時間の同期  97
複製の接続  90
→「クライアントコンピュータ」も参照

コンピュータグループ属性  260
コンピュータグループのオブジェクトクラス  213
コンピュータ属性  229,259
コンピュータのオブジェクトクラス  211
コンピュータ名  86,92,116,149
コンピュータリスト属性  230
コンピュータリストのオブジェクトクラス  212

さ
サーバ

Kerberos保護領域への接続  102,205
アクセスする  29,174
監視する  123
擬似マスター  69

決定する  62
～からバインド解除する  168
～で複製を管理する  89
～のポート  73
～へのバインディング  184
従属  69
紹介  152
セキュリティポリシー  184
設定  94,95,252
追加する  121
取り除く  122
認証  49,73
復元する  195,196
編集する  122
リモート  81,126,174
→「OpenDirectory」も参照

サーバアシスタント構成のオブジェクトクラス  215
サーバ管理  69,76
サービスアクセス制御リスト→「SACL」を参照
サービス拒否攻撃→「DoS攻撃」を参照
サービス属性  230,231,233
サービスのオブジェクトクラス  215
再バインド試行の待ち時間,LDAP151
再バインドの待ち時間のオプション、LDAP151

し
資格情報ベースの認証  41,48
→「Kerberos」も参照

時間の同期  52,63,97,203
識別名（DN）  27,138
実際の名前→「ロングネーム」を参照
自動マウント共有ポイント  24
自動マウント属性  236
自動マウントのオブジェクトクラス  216
シャドウパスワード

Windows の制限  31,42
機能  44
～に変更する  110
セキュリティの問題  43
定義  41
認証方法  52,113
無効にする  55

従属サーバ  69
紹介,サーバ  152
承認
→「認証」も参照
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