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序
章

このガイドについて

MacOSXServer でのファイルサービスの構成方法と使いかたにつ
いて説明します。

ファイルの共有では、ファイルサーバ管理者が、すべての共有フォルダおよびファイルに対する

ユーザのアクセス権を管理する必要があります。MacOSXServerをファイルサーバとして構成
することで、Mac、Windows、およびLinux ワークグループ用のネイティブプロトコルを使用
する、信頼性の高い高性能なファイル共有が提供されます。このサーバは、多機種の混在する

ネットワークを含むあらゆる環境にシームレスに適合します。

MacOSXServerバージョン10.5は、現在の機能を拡張すると共に拡張機能を導入して異種ネッ
トワークのサポートを向上させ、ユーザの生産性を最大限に高め、ファイルサービスをより安全

で管理しやすいものにします。

ファイルサービスの新機能
ファイルサービスには、使いやすさとより優れた機能を提供する、いくつかの変更と改良点が含

まれています：

Â 共有の機能は、「サーバ管理」に移されています。これにより、共有ポイント構成とファイル

サービスのプロトコルの構成が1つのツールに一体化されます。

Â


AFPでSpotlightがサポートされるようになっています。Spotlight の索引作成を使えば、ネッ
トワークボリュームのクイック検索を行うことができます。共有ポイントのSpotlightの索引
作成を、「サーバ管理」で有効にすることができます。

Â


NFS では、Kerberos 認証がサポートされます。Kerberos とは、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使われる、標準のネットワーク認証プロトコルです。

このガイドの構成
このガイドには、次の章があります：

Â 第 1章「ファイルサービスについて」では、MacOSXServer のファイルサービスの概要につ
いて説明します。

Â 第 2章「ファイルサービスのアクセス権を設定する」では、標準的なアクセス権と ACL、およ
び関連するセキュリティ上の問題について説明します。
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Â 第 3章「共有ポイントを設定する」では、AFP（AppleFilingProtocol）、SMB（ServerMessage
Block）/CIFS（CommonInternetFileSystem）プロトコル、FTP（FileTransferProtocol）、
およびNFS（NetworkFileSystem）プロトコルを使用して特定のボリュームおよびディレク
トリを共有する方法について説明します。また、標準およびACL アクセス権の設定方法につ
いても説明します。

Â 第 4章「AFP サービスを操作する」では、MacOSXServerでAFPサービスを設定および管理
する方法について説明します。また、IP フェイルオーバーをMacOSXServer でどのように
設定できるかについても説明します。

Â 第 5章「SMBサービスを操作する」では、MacOSXServerでSMBサービスを設定および管理
する方法について説明します。

Â 第 6章「NFS サービスを操作する」では、MacOSXServerでNFSサービスを設定および管理
する方法について説明します。

Â 第 7章「FTPサービスを操作する」では、MacOSXServerでFTPサービスを設定および管理
する方法について説明します。

Â 第 8章「問題を解決する」では、MacOSXServerでファイルサービスを操作する際に遭遇す
る一般的な問題の解決方法を示します。

さらに、「用語集」では、このガイドで使用される用語について簡潔に定義します。

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。

オンスクリーンヘルプを使用する
MacOSXServer を管理しているときには、「ヘルプビューア」で、操作手順をオンスクリーン
で参照できます。ヘルプは、サーバまたは管理者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、MacOSXServer 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。）

MacOSXServerの高度な構成のヘルプを参照するには：
m 「サーバ管理」または「ワークグループマネージャ」を開いてから、次のようにします：

Â「ヘルプ」メニューを使用して、実行したい操作について検索します。

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」

と選択して、ヘルプトピックをブラウズして検索します。

オンスクリーンヘルプには、「サーバ管理」と、次の「MacOSXServer 管理ガイド」で説明し
ているその他の詳細な管理ガイドから引用された手順が含まれています。
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MacOSXServer管理ガイド
「お使いになる前に」では、MacOSXServer の基本的なインストール方法と、標準構成および
ワークグループ構成をはじめて設定する方法について説明しています。詳細構成については、

「サーバ管理」で、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説明してい
ます。その他の一連のガイドでは、以下のリストに示すように、個々のサービスの詳細な計画、

設定、および管理について説明しています。これらのガイドは、次のMacOSXServer の製品
ドキュメントの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コマンドラインツールと構成ファイルを使用して、MacOSXServer
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プロトコルを使用して、選択したサーバの
ボリュームやフォルダをサーバ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および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・サービスを設定および管理する方
法について説明します。

Mac OS X Security
Configuration

企業や政府機関の顧客で必要とされる、MacOSXコンピュータ（クライ
アント）をより安全なものにする方法について説明します。

Mac OS X Server Security
Configuration

企業や政府機関の顧客で必要とされる、MacOSXServerとMacOSX
Serverがインストールされているコンピュータをより安全なものにする方
法について説明します。

メールサービスの管理 IMAP、POP、およびSMTPの各メールサービスをサーバ上で設定および
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サービスの設定と管理、およびディレクトリサー
ビスにアクセスするクライアントの構成方法について説明します。

Podcast プロデューサーの管理 Podcastを録音、処理、および配信するために、Podcastプロデューサー
サービスを設定および管理する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およびエンコードする方法について説
明します。また、メディアストリームをライブまたはオンデマンドで配信

するために、QuickTimeStreaming サービスを設定および管理する方法に
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と設定、および複数のサービス
またはサーバ全体に適用するオプションの管理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、ク
ライアントコンピュータで使用されるオペレーティングシステムとその他

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形式のガイドをプリントする
ガイドをプリントしたい場合は、以下の方法によって用紙やインクを節約できます：

Â 表紙をプリントしないことで、インクやトナーを節約します。

Â グレイや白黒でプリントするオプションに対する「プリント」ダイアログのパネルを調べるこ

とで、カラープリンタのカラーインクを節約します。

Â


1枚の用紙に複数のページをプリントすることで、大量のプリント書類を減らして用紙を節約
します。「プリント」ダイアログで、「サイズ調整」を115%（「お使いになる前に」の場合は
155%）に変更します。次に、名称未設定のポップアップメニューから「レイアウト」を選択
します。お使いの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1 つを選
択します。両面印刷に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、オプションで「境界線」メニューから「極細線」を選択します。（バージョン10.4
以前のMacOSX を使用している場合、「サイズ調整」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。）

PDFページのサイズは標準的なプリンタ用紙より小さいため、両面印刷を行わない場合でも、プ
リントするページを拡大することができます。「プリント」ダイアログまたは「ページ設定」ダ

イアログで、「サイズ調整」を115%（CDサイズのページが含まれる「お使いになる前に」の場
合は、155%）に変更してみてください。

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のデータと
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および管理する

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、Webメール、wiki、MySQL、PHP、RubyonRails、およ
びWebDAVなどのWeb テクノロジーを設定および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システムとMacコンピュータの計算クラスタを設定および管理す
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
ロジーに関するさまざまな情報を入手できます。

Â Mac OS X Server のサポート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を交換できます。

Â AFP（Apple Filing Protocol）のWebサイト
（developer.apple.com/documentation/Networking/Conceptual/AFP）—AFP に関するマ
ニュアルを入手できます。

Â SambaのWebサイト（www.samba.org）—MacOSXServerが提供するSMBサービスのベー
スになっているオープンソースのソフトウェアSambaの情報を入手できます。

Â CIFS（Common Internet File System）の Webサイト（www.ubiqx.org/cifs）—CIFS の
機能に関する詳しい情報を入手できます。

Â FTP（File Transfer Protocol）のWebサイト（www.faqs.org/rfcs/rfc959.html）—FTPに関
するRFC（RequestforComments）の書類を参照できます。

Â TFTP（File Transfer Protocol）の Webサイト（asg.web.cmu.edu/rfc/rfc1350.html）—TFTP
に関するRFC の書類を参照できます。

参考：RFCの書類には、プロトコルやサービスの概要が記載されていて、サーバの管理を始めた
ばかりの方にとって参考になります。また、詳細な技術情報も記載されているので、経験豊富な

管理者にとっても参考になります。RFCの書類は、www.faqs.org/rfcsで検索できます。

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/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/
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1 ファイルサービスについて

この章では、MacOSXServerのファイルサービスの概要について説
明します。

MacOSXServer には、共有ネットワークリソースの管理と保守に役立ついくつかのファイル
サービスが含まれています。各サービスとその関連プロトコルについて理解すると、ネットワー

クのパフォーマンスとセキュリティが最適になるように計画および構成する方法を決定する際

に役立ちます。

プロトコルの概要
ファイルサービスを利用することで、クライアントコンピュータは、ネットワーク上の共有ファ

イル、アプリケーション、およびその他のリソースにアクセスすることができます。各ファイル

サービスは、サーバとクライアントコンピュータ間の通信にプロトコルを使用します。ネット

ワーク構成に応じて、次のファイルサービスから選択可能です：

Â


AFPサービス。AFP（AppleFilingProtocol）を使って、Macintoshコンピュータを使用する
クライアントとリソースを共有します。

Â


SMB サービス。SMB/CIFS（ServerMessageBlock/CommonInternetFileSystem）プロト
コルを使って、WindowsまたはWindows 互換のコンピュータを使用するクライアントに対
し、リソースの共有や名前解決を提供します。

Â


FTPサービス。FTP（FileTransferProtocol）を使用して、FTP クライアントソフトウェアを使
用するすべてのユーザとファイルを共有します。

Â


NFS サービス。NFS（NetworkFileSystem）プロトコルを使用して、NFSクライアントソフト
ウェアを使用するユーザ（通常はUNIXユーザ）とファイルおよびフォルダを共有します。

ファイルサービスを構成した後、ネットワーク動作を監視し、各サービスへのアクセスを制御す

ることで、共有ネットワークリソースを管理することができます。
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プロトコルの比較
ネットワークリソースを共有する際は、これらのリソースにアクセスする必要があるプラット

フォームに応じて、複数のサービスが有効になっている場合があります。プラットフォームごと

にどのサービスプロトコルがサポートされているかを、次の表で示します。

プロトコルセキュリティの比較
ネットワークリソースを共有するときは、必要なセキュリティを提供するようにサーバを構成し

ます。

AFP とSMBは、パスワード認証をセキュリティで保護するための、ある程度の暗号化を提供し
ます。SMB はネットワーク経由でのデータ転送を暗号化しないため、安全に構成されたネット
ワーク上でのみ使用してください。

FTPは、パスワードまたはデータの暗号化を提供しません。このプロトコルを使うときは、必ず
ネットワークを安全に構成してください。FTP を使うのではなく、 scp または sftp コマンドラ

インツールの使用を検討してください。これらのツールでは、安全に認証が行われ、安全にファ

イルが転送されます。

これらのプロトコルの比較と、それぞれの認証および暗号化機能を、次の表に示します。

プロトコル プラットフォーム デフォルトのポート
AFP MacOSXおよびMacOSXServer 548

SMB MacOSX、MacOSXServer、Windows、UNIX、およびLinux 137、138、および139

FTP MacOSX、MacOSXServer、Windows、UNIX、およびLinux 21

NFS MacOSX、MacOSXServer、Windows、UNIX、およびLinux 2049

プロトコル 認証 データの暗号化
AFP クリアテキストおよび暗号化

（Kerberos）パスワード。
すべてのデータ転送を暗号化するように構成できます。

NFS 暗号化（Kerberos）パスワードおよび
システム認証。

すべてのデータ転送を暗号化するように構成できます。

SMB クリアテキストおよび暗号化（NTLM
v1、NTLMv2、LANManager、およ
びKerberos）パスワード。

暗号化されず、転送中にデータを見ることができます。

FTP すべてのパスワードはクリアテキスト
として送信されます。暗号化は行いま

せん。

すべてのデータはクリアテキストとして送信されます。
暗号化は行いません。
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配備計画
ネットワークの計画を立てる際は、ネットワーク構成に必要なプロトコルについて検討してくだ

さい。たとえば、ネットワークがマルチプラットフォームコンピュータで構成されている場合は、

両方のプラットフォームへのアクセスを可能にするためにSMBサービスとAFPサービスを使用
することを検討してください。

目的に合う最適なプロトコルを決定する
使用するファイルサービスのプロトコルは、ネットワーク構成とサポートしているプラット

フォームによって異なります。

目的に合うハードウェアの要件を決定する
ネットワークリソースをほかのネットワークやEthernet と共有する場合は、ファイアウォール
で、サービスに関連付けられたすべてのポート経由の通信を許可する必要があります。

停電とフェイルオーバーについて計画する
停電とフェイルオーバーについて計画する際は、ネットワーク全体にわたってできるだけ多くの
SinglePointofFailure を取り除くことを検討してください。SinglePointofFailure の基本例
は、1 つのハードディスクを搭載し、電源が1つある、1台のコンピュータです。

1 台のコンピュータだけを使用している場合は、次のようにして、SinglePointofFailure をな
くすことができます：

Â 独立ディスクの冗長アレイ（RAID）を使って、コンピュータに追加のディスクドライブを構
成します。RAID を構成することにより、データ損失の防ぐことができます。たとえば、メイ
ンディスクに障害が発生しても、システムは、RAID にあるほかのディスクドライブから、引
き続きデータにアクセスすることができます。

Â コンピュータの電源をバックアップ電源に接続します。

Â


SinglePointofFailureとしてのコンピュータを取り除くため、同じ構成を持つもう1台のコン
ピュータを用意します。別のコンピュータがない場合は、停電時にコンピュータが自動的に再

起動するように構成できます。これにより、電力の回復後すぐに、コンピュータが確実に再起

動されます。

また、機器の動作状態を適切な状態（適切な温度や湿度のレベルなど）に保つことによって、障

害の可能性を減らすこともできます。SinglePointofFailure をなくすためのより高度な方法と
して、リンクアグリゲーション、負荷分散、OpenDirectory の複製、データのバックアップ、
XserveとRAID装置の使用があります。

これらのトピックについて詳しくは、「Xgrid の管理とハイパフォーマンスコンピューティング」
を参照してください。
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2 ファイルサービスのアクセス権を設定
する

この章では、標準のアクセス権とアクセス制御リスト（ACL）、およ
び関連のセキュリティに関する問題について説明します。

コンピュータのセキュリティについて重要な事柄は、アクセス権の付与と拒否です。アクセス権

とは、データへのアクセスやコードの実行などの特定の操作を実行する権限です。アクセス権は、

フォルダ、サブフォルダ、ファイル、またはアプリケーションのレベルで付与されます。ファイ

ルサービスのアクセス権を設定するには、「サーバ管理」を使用します。

このガイドでは、権限という語は、所有権とアクセス権の組み合わせを意味します。アクセス権
という語は、各ユーザ分類に指定可能なアクセス権設定（「読み出し／書き込み」、「読み出し専

用」、「書き込み専用」、および「不可」）のみを意味します。

MacOSX環境のアクセス権
MacOSXを使用するのがはじめてで、UNIXにあまり詳しくない場合、MacOS9と比較して所
有権やアクセス権の操作について違いがあります。

安全性と信頼性を向上させるために、MacOSX では、「/ ライブラリ /」などの多くのシステム
フォルダはルートユーザ（rootという名前のユーザ）が所有するように設定されます。ルートが
所有するファイルおよびフォルダは、ルートとしてログインしない限り、変更または削除できま

せん。

ただし、ルートとしてログインした場合、実行可能な操作にほとんど制限がないこと、システム

データを変更することで問題が発生する可能性があることに、十分注意してください。ルートと

してログインする代わりに、 sudo コマンドを使用しても、同等の操作を実行できます。

参考：Finderでは、ルートユーザはシステムと呼ばれます。

デフォルトでは、ファイルとフォルダはその作成者であるユーザが所有します。作成後は、オー

ナーまたは管理者が明示的に権限（所有権とアクセス権）を変更しない限り、移動しても権限は

維持されます。
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そのため、新しく作成したファイルやフォルダは、その作成先のフォルダに対してアクセス権を

持っていないクライアントユーザにはアクセスできません。共有ポイントを設定するときは、項

目を共有するユーザがアクセスできるように、項目に適切なアクセス権があることを確認してく

ださい。

アクセス権のタイプ
MacOSXServerでは、次の2種類のファイルおよびフォルダアクセス権がサポートされます：
Â 標準POSIX（PortableOperatingSystemInterface）アクセス権
Â アクセス制御リスト（ACL）

標準のPOSIX アクセス権により、次の3 つのユーザ分類に基づいて、ファイルとフォルダへの
アクセスを制御できます：  オーナー、グループ、およびその他。これらのアクセス権を使って

ファイルやフォルダにアクセス可能なユーザを制御できますが、多くの組織で必要とされる複雑

なユーザ環境に対応する柔軟性や精度が不足しています。

そこで、ACL が役に立ちます。ACL により、ファイルやフォルダに対して拡張されたアクセス権
セットを指定できるため、複数のユーザおよびグループをオーナーとして設定できます。また、
ACL はWindowsServer2003およびWindowsXPと互換性があるため、マルチプラットフォー
ム環境に柔軟性を加えることができます。

標準のアクセス権
共有ポイント、フォルダ、またはファイルに割り当てることのできる標準のPOSIX アクセス権
には、「読み出し／書き込み」、「読み出し専用」、「書き込み専用」、および「不可」の4 種類があ
ります。次の表に、各種の共有項目（ファイル、フォルダ、共有ポイント）に対するユーザアク

セスが、これらのアクセス権によってどのように変化するかを示します。

参考：QTSS（QuickTimeStreamingServer）とWebDAV では、別のアクセス権の設定が使用
されます。QTSSについて詳しくは、QTSS のオンラインヘルプおよびQuickTime のWebサイ
ト（www.apple.com/jp/quicktime/products/qtss/）を参照してください。Webアクセス権に
ついて詳しくは、「Webテクノロジーの管理」を参照してください。

ユーザの操作
読み出し／
書き込み 読み出し専用 書き込み専用 なし

共有ファイルを開く あり あり 不可 不可

共有ファイルをコピーする あり あり 不可 不可

共有フォルダまたは共有ポイントを開く あり あり 不可 不可

共有フォルダまたは共有ポイントをコピーする あり あり 不可 不可

共有ファイルを編集する あり 不可 不可 不可

項目を共有フォルダまたは共有ポイントに移動する あり 不可 あり 不可

項目を共有フォルダまたは共有ポイントから移動する あり 不可 不可 不可
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アクセス権の維持
共有ポイントおよび共有ポイント内の共有項目（フォルダとファイルを含みます）には、別のア

クセス権が設定されます。項目を別のフォルダに移動した場合は、移動元での項目のアクセス権

が維持され、移動先のフォルダのアクセス権が適用されることはありません。

次の図では、2 番目のフォルダ（「デザイン」）と3番目の共有フォルダ（「書類」）に、これらの
上位層フォルダとは異なるアクセス権が割り当てられています：

ACL が有効でない場合は、新しいファイルおよびフォルダが上位層のフォルダの権限を継承する
ように、AFPまたはSMB共有ポイントを設定できます。詳しくは、42ページの「共有ポイント
のAFP設定を変更する」または43ページの「共有ポイントのSMB設定を変更する」を参照し
てください。

ユーザの分類：オーナー、グループ、その他
ユーザを次の3つの分類に分けて、標準POSIXアクセス権を個別に割り当てることができます：
Â オーナー—ファイルサーバに項目（ファイルまたはフォルダ）を作成したユーザは、その項目

のオーナーになります。オーナーには、そのフォルダの読み出し／書き込みアクセス権が自動

的に割り当てられます。デフォルトでは、項目のオーナーおよびサーバ管理者だけが、その項

目のアクセス権を変更して、グループやその他のユーザに項目の使用を許可できます。また、

管理者は、共有項目の所有権をほかのユーザに移行することもできます。

参考：Appleファイルサーバ上のドロップボックスに項目をコピーしても、その項目の所有権
は変更されません。その内容にアクセスできるのは、ドロップボックスのオーナーまたはルー

トだけです。

Â グループ—複数のユーザにファイルおよびフォルダに対して同じアクセス権を割り当てると
きは、ユーザをグループアカウントにまとめることができます。1つの共有項目に対するアク
セス権は、1つのグループにのみ割り当てることができます。グループの作成について詳しく
は、「ユーザの管理」を参照してください。

Â その他—「その他」は、ファイルサーバにログインできる任意のユーザ（登録されているユー
ザまたはゲスト）です。

エンジニアリング

読み出し／書き込み

デザイン

書類

読み出し専用

読み出し／書き込み
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アクセス権の階層
1人のユーザが複数のユーザ分類に含まれ、各分類に異なるアクセス権が割り当てられている場
合は、次の規則が適用されます：

Â グループのアクセス権の方がその他のアクセス権よりも優先されます。

Â オーナーのアクセス権の方がグループのアクセス権よりも優先されます。

たとえば、ユーザが共有項目のオーナーであると同時に、その共有項目に割り当てられたグルー

プのメンバーである場合、そのユーザのアクセス権は、オーナーに割り当てられたアクセス権に

なります。

クライアントユーザとアクセス権
AppleShare クライアントソフトウェアのユーザは、所有するファイルおよびフォルダのアクセ
ス権を設定できます。Windows ファイル共有サービスを使用するユーザは、アクセス権を設定
することもできます。

標準アクセス権の伝達
「サーバ管理」では、伝達する標準のアクセス権を指定できます。たとえば、あるフォルダの子

孫すべてに「その他」のアクセス権だけを伝達して、「オーナー」および「グループ」のアクセ

ス権はそのままにできます。詳しくは、54ページの「アクセス権を伝達する」を参照してくだ
さい。

ACL
標準 POSIX アクセス権では十分ではない場合は、アクセス制御リスト（ACL）を使用します。
ACL はアクセス制御エントリー（AccessControlEntry、以後ACE）のリストで、各項目には、
グループまたはユーザに対して許可または拒否するアクセス権、およびこれらのアクセス権が

フォルダ階層内でどのように伝達されるかが指定されます。 

MacOSXServerのACLを使用すると、標準POSIXアクセス権に加えて、複数のユーザおよび
グループに対するファイルおよびフォルダアクセス権を設定できます。これにより、セキュリ

ティを犠牲にすることなく、スムーズなファイル共有および連続したワークフローを利用したコ

ラボレーション環境を構築できます。

ACL により、ファイルやフォルダに対して拡張されたアクセス権セットを指定できるため、標準
のアクセス権を使用する場合よりもアクセス権を細かく割り当てることができます。たとえば、

ユーザに完全な書き込みアクセス権を割り当てるのではなく、ファイルの作成は許可せずに、

フォルダの作成だけを許可することが可能になります。

アップルのACL モデルでは、次の表に示すように、ファイルとフォルダへのアクセスを制御す
るための13のアクセス権がサポートされます。

アクセス権の名前 種類 説明

アクセス権を変更 管理 ユーザは標準のアクセス権を変更できます。

所有権の取得 管理 ユーザは、ファイルまたはフォルダの所有権を自分自身に変更
できます。

属性を読み出す 読み出し ユーザは、ファイルまたはフォルダの属性（名前、日付、サイ
ズなど）を表示できます。
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アップルのACL モデルでは、これらのアクセス権に加え、アクセス権の伝達方法を指定する 4
種類の継承が定義されています：

Â このフォルダに適用：  アクセス権（管理、読み出し、書き込み）をこのフォルダに適用します。

Â 子フォルダに適用：  アクセス権をサブフォルダに適用します。

Â 子ファイルに適用：  アクセス権をこのフォルダ内のファイルに適用します。

Â すべての子孫に適用：  アクセス権をすべての子孫に適用します。このオプションが前の 2つの
オプションと共にどのように機能するかについては、25ページの「継承を理解する」を参照
してください。

ACL使用モデル
ACL 使用モデルでは、主なアクセス制御はフォルダレベルで行われ、ACL は継承の結果として
ファイルに適用されます。

フォルダレベルの制御では、フォルダの内容にアクセス可能なユーザが決定され、継承では、定

義されたアクセス権とルールのセットをコンテナから内部のオブジェクトに渡す方法が決定さ

れます。

このモデルを使用しない場合、アクセス制御の管理はすぐに悪夢のような作業になります。数千

から数百万のファイルに対してACLを作成および管理しなければならなくなるためです。また、
継承を介したファイルへのアクセス制御により、ファイルの保存時に、アプリケーションから拡

張属性や明示的なACEを管理する必要がなくなります。これは、継承されたACEがシステムに
よってファイルに自動的に適用されるためです。明示的なACEの詳細は、25ページの「明示的
なACEと継承したACE」を参照してください。

拡張属性を読み出す 読み出し ユーザは、他社の開発者により追加されたファイルまたはフォ

ルダの属性を表示できます。

フォルダの内容を一覧表

示（データを読み出す）

読み出し ユーザは、フォルダの内容を一覧表示してファイルを読み込む

ことができます。

フォルダをスキャン

（ファイルを実行）

読み出し ユーザは、サブフォルダを開き、プログラムを実行できます。

アクセス権を読み出す 読み出し ユーザは、「情報を見る」や「ターミナル」コマンドを使って、

ファイルやフォルダの標準アクセス権を表示できます。

属性を書き込む 書き込み ユーザは、ファイルやフォルダの標準属性を変更できます。

拡張属性を書き込む 書き込み ユーザは、ファイルやフォルダのその他の属性を変更できます。

ファイルを作成（データ

を書き込む）

書き込み ユーザは、ファイルの作成および変更を実行できます。

フォルダを作成（データ

を追加）

書き込み ユーザは、サブフォルダを作成して、データをファイルに追加

できます。

削除 書き込み ユーザは、ファイルまたはフォルダを削除できます。

サブフォルダとファイル
を削除

書き込み ユーザは、サブフォルダとファイルを削除できます

アクセス権の名前 種類 説明
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ACLと標準アクセス権
ファイルおよびフォルダに対し、標準アクセス権に加えて ACL アクセス権を設定できます。
MacOSXServerで、ACLと標準アクセス権を使用してユーザがファイルやフォルダに実行可能
および実行不可能な操作を決定する方法については、28ページの「優先順位のルール」を参照
してください。

ACLの管理
MacOSXServerでは、「サーバ管理」の「ファイル共有」の「アクセス権」パネルでACLを作
成および管理します。ログインしたユーザの有効なアクセス権は、 Finder の「情報を見る」ウイ
ンドウに表示されます。ACL の設定および管理について詳しくは、41ページの「ACL アクセス
権を設定する」および50ページの「共有ポイントのアクセス権を管理する」を参照してください。

ACL アクセス権を設定および表示するには、「サーバ管理」を使用するほか、 lsおよび chmod と

いうコマンドラインツールを使用することもできます。詳しくは、対応するマニュアルページお

よび「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」を参照してください。

共有ポイント、ファイル、およびフォルダのACLは、「サーバ管理」を使用して定義します。

サポートされるボリュームフォーマットとプロトコル
ACL 用のローカルファイルシステムをサポートするのは、HFS+だけです。また、ACL 用のネッ
トワークファイルシステムをサポートするのは、Windows ネットワークではSMB、Appleネッ
トワークではAFPだけです。

ACE（アクセス制御エントリー）
アクセス制御エントリー（ACE）は、指定されたファイルやフォルダに対してグループまたは
ユーザが保持するアクセス権、および継承のルールが指定されたACL内のエントリーです。

ACEに格納される情報
ACEには、次のフィールドが含まれます：

Â「ユーザまたはグループ」。ACE には、グループやユーザの普遍的に一意なIDが格納されるた
め、これを使用して明確なID 解決が可能になります。

Â「タイプ」。ACEでは、「許可」および「拒否」という2つのアクセス権のタイプがサポートされ
ます。これは、「サーバ管理」でアクセス権を付与するか拒否するかを決定します。

Â「アクセス権」。このフィールドには、AppleACLモデルでサポートされる13のアクセス権の設
定が格納されます。

Â「継承」。このフィールドでは、ACEを親フォルダから継承するかどうかを指定します。

Â「適用先」。このフィールドでは、ACE アクセス権の適用先を指定します。
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明示的なACEと継承したACE
「サーバ管理」では、2つのタイプのACEがサポートされます：
Â 明示的なACE。ACLで作成します。詳しくは、51ページの「ACEをACLに追加する」を参照し
てください。

Â 継承したACE。親フォルダに対して作成したACEで、子孫のファイルやフォルダにより継承さ
れます。

参考：明示的なACEに変更しない限り、継承したACEを編集することはできません。「サーバ管
理」を使用すると、継承したACEを明示的なACEに変換できます。詳しくは、53ページの「フォ
ルダに対する継承したACEを明示的なACE に変更する」を参照してください。

継承を理解する
ACL 継承を使用して、アクセス権をフォルダからその子孫に渡す方法を決定できます。

アップルのACL継承モデル
アップルのACL 継承モデルで定義された4 つのオプションを「サーバ管理」で選択または選択
解除して、ACEの適用（アクセス権をフォルダ階層内で伝達する方法）を制御できます：

MacOSXServerでは、次に示す2つの明確な時点でACL アクセス権の伝達が行われます：

Â ファイルまたはフォルダの作成時にカーネルにより— ファイルまたはフォルダの作成時に、

カーネルはファイルまたはフォルダが親フォルダから継承するアクセス権を決定します。

Â 管理者ツールによって継承された時点—たとえば、「サーバ管理」の「アクセス権を伝達」オ

プションを使用したときです。

継承オプション 説明

このフォルダに適用 アクセス権（管理、読み出し、書き込み）をこのフォルダに適用します

子フォルダに適用 アクセス権をサブフォルダに適用します

子ファイルに適用 アクセス権をこのフォルダ内のファイルに適用します

すべての子孫に適用 アクセス権をすべての子孫に適用します1

1



ACE を例外なくすべての子孫に適用する場合は、このオプションに加えて、「子フォルダに適用」および「子ファイルに適
用」オプションを選択する必要があります。詳しくは、27ページの「ACL の継承の組み合わせ」を参照してください。
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下の図は、ACE の作成後に、「サーバ管理」により2つのACE（managersとdesign_team）が
伝達される方法を示します。ボールドのテキストは明示的なACE を、通常のテキストは継承し
たACEをそれぞれ表します。

managers

managers

Jupiter

書類 デザイン メモ

プロジェクト

Lander

モデル

仕様

managers
design_team

managers

managers

managers
lander_team

managers
lander_team

managers
design_team
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ACLの継承の組み合わせ
「サーバ管理」でACE の継承オプションを設定する場合、次に示す12 通りの継承の組み合わせ
の中からACLアクセス権の伝達方法を選択できます。

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用

継承

このフォルダに適用

子フォルダに適用

子ファイルに適用

すべての子孫に適用
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ACLアクセス権の伝達
「サーバ管理」には、ACL の伝達を強制的に行う機能があります。これは「サーバ管理」によっ
て自動的に行われますが、アクセス権を手動で伝達したい場合もあります：

Â アクセス権を伝達して、例外を処理できます。たとえば、使用するフォルダ階層のサブツリー

を除くすべての子孫にACL を適用したい場合があります。この場合には、ルートフォルダに
ACE を定義して、ACE がすべての子孫に伝達されるように設定します。次に、サブツリーの
ルートフォルダを選択し、アクセス権を伝達してそのサブツリーのすべての子孫からACL を
取り除きます。

次の例では、ACL を手動で伝達することによってACL を取り除かれた項目が白色で示されて
います。

Â フォルダのACLを取り除いた後でACLを再度適用することにした場合は、アクセス権を伝達し
て継承を再適用できます。

Â 各フォルダ階層でACEを手動で取り除く代わりに、アクセス権を伝達してすべてのACLを一度
に消去できます。

Â アクセス権を伝達した場合、バンドルとrootが所有しているファイルやフォルダのアクセス権
は変更されません。

アクセス権を手動で伝達する方法について詳しくは、54ページの「アクセス権を伝達する」を
参照してください。

優先順位のルール
MacOSXServerでは、ファイルやフォルダへのアクセス制御に次のルールが使用されます：
Â


ACE がない場合は、 POSIX アクセス権が適用される。ファイルまたはフォルダに定義済みの
ACEが存在しない場合、MacOSXServer は標準POSIX アクセス権を適用します。

Â


ACE では、順序が重要。ファイルまたはフォルダに1 つ以上のACE が定義されている場合、
MacOSXServerは、ACL 内の最初のACE から始めて、要求されたアクセス権が許可または
拒否されているかを検出するまでリスト順に評価します。
ACEの順序は、 chmodコマンドを使ってコマンドラインから変更できます。

Â「拒否」アクセス権はほかのアクセス権より優先される。ACEを追加すると、「拒否」アクセス
権は「許可」アクセス権より優先されるため、「サーバ管理」では「許可」アクセス権の上に

「拒否」アクセス権がリストされます。アクセス権を評価する際、MacOSXServerは「拒否」
アクセス権を検出すると、ユーザがそのACL 内に持つ残りのアクセス権をすべて無視して、
「拒否」アクセス権を適用します。
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たとえば、ユーザMei に対してACEを追加して読み出しアクセス権を許可してから、Mei が
メンバーになっているグループ用に別のACE を追加してグループの読み出しアクセス権を拒
否する場合、「サーバ管理」はアクセス権の再順序付けを行い、「拒否」アクセス権が「許可」

アクセス権よりも高い優先順位になるようにします。結果として、MacOSXServer はMei の
グループに「拒否」アクセス権を適用し、Meiに対する「許可」アクセス権を無視します。

Â「許可」アクセス権は累積的である。ユーザの「許可」アクセス権を ACL 内で評価する際、
MacOSXServer は、標準POSIX アクセス権を含む、そのユーザに割り当てられたすべての
アクセス権の結合としてユーザのアクセス権を定義します。

MacOSXServer は、ACE を評価した後で、ファイルまたはフォルダに定義された標準POSIX
アクセス権を評価します。次に、ACL および標準POSIX アクセス権の評価に基づいて、ユーザ
が共有ファイルまたはフォルダに保持するアクセスのタイプが決定されます。

ヒントとアドバイス
MacOSXServerは、従来のPOSIX アクセス権とACLを組み合わせて使用します。この組み合
わせにより、ファイルおよびフォルダへのアクセスを、高い柔軟性と精度で制御することが可能

になります。ただし、権限を注意深く割り当てないと、アクセス権がどのように割り当てられて

いるかを把握するのは、非常に難しくなります。

参考：17のアクセス権を使用すると、選択可能な組み合わせは98,304通りという膨大な数にな
ります。こうした複雑なフォルダ階層に加え、多数のユーザとグループ、多数の例外など、かな

りの混乱を誘うさまざまな要因が存在します。

このセクションでは、MacOSXServerでアクセス制御を最大限に活用し、落とし穴を避けるの
に役立つ有用なヒントやアドバイスを提供します。

グループレベルでアクセス権を管理する
最初にグループにアクセス権を割り当て、例外がある場合のみ、個々のユーザにアクセス権を割

り当てます。

たとえば、学区内のすべての教師に、特定の共有ポイントへの「読み出し」および「書き込み」

アクセス権を割り当て、一方で、臨時教師の AnneJohnson には、共有ポイントのフォルダ階
層内の特定のフォルダに対する読み出しアクセス権を拒否することができます。

グループの使用は、アクセス権を割り当てる最も効率的な方法です。グループを作成してアクセ

ス権を割り当てた後で、アクセス権の再割り当てを行うことなく、ユーザをグループに追加した

りグループから削除したりできます。

アクセス権を徐々に追加する
必要なアクセス権だけを割り当て、その後必要に応じてアクセス権を追加できます。「許可」ア

クセス権を使用している限り、MacOSXServerはアクセス権を結合します。たとえば、Students
グループに、共有ポイント全体に対する部分的な読み出しアクセス権を割り当てることができま

す。その後、フォルダ階層内の必要な場所で、グループにその他の読み出しおよび書き込みアク

セス権を指定できます。
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拒否ルールを必要な場合にだけ使用する
MacOSXServerが「拒否」アクセス権に遭遇すると、ユーザがファイルやフォルダに保持する
その他のアクセス権の評価を停止して、「拒否」アクセス権を適用します。このため、「拒否」ア

クセス権は、絶対的に必要な場合にだけ使用するようにしてください。これらの「拒否」アクセ

ス権の記録を残して、必要がなくなった場合は削除できるようにしてください。

アクセス権を常に伝達する
継承は強力な機能であるため、この機能を活用してください。アクセス権をフォルダ階層内に伝

達することにより、アクセス権を手動で子孫に割り当てる時間と労力を節約できます。

有効なアクセス権インスペクタを使用する
有効なアクセス権インスペクタを頻繁に使用して、ユーザが重要なリソースへの適切なアクセス

権を持っていることを確認します。ACLの変更後には、これは特に重要です。時には、必要なも
のより多いまたは少ないアクセス権を意図せずに付与してしまうことがあります。インスペクタ

を使用すると、こうした状況を検出しやすくなります。インスペクタについて詳しくは、55ペー
ジの「ユーザのファイルまたはフォルダのアクセス権を確認する」を参照してください。

アプリケーションが変更されないようにする
アプリケーションを共有している場合、信頼された数人のユーザ以外はアプリケーションを変更

できないように、これらのアクセス権を設定する必要があります。攻撃者は、この脆弱性を利用

して、ウイルスやトロイの木馬がユーザの環境に取り込まれるようにします。

単純な状態を保つ
注意していないと、ファイルアクセスの管理を不必要に複雑にしてしまう場合があります。単純

な状態を保ってください。標準 POSIX アクセス権で実行可能な処理については、それを使用し
ます。ただし、ACLを使用する必要がある場合は、それが必要になるまでアクセス権をカスタマ
イズしないようにしてください。

また、可能な場合は単純なフォルダ階層を使用してください。戦略的な計画をいくらか立てるこ

とで、効果的で管理しやすい共有階層を作成できます。

共通フォルダの構成
ファイルやフォルダをコンピュータ間で共有する場合は、カスタムのアクセス権を設定して、そ

れらのファイルやフォルダへのアクセスを付与したり制限したりできます。ファイルやフォルダ

のカスタムのアクセス権設定を始める前に、ファイルやフォルダを共有する方法、アクセス権を

持つユーザ、およびユーザに設定するアクセス権のタイプを調べることもできます。ファイルや
フォルダのアクセス権の推奨される管理方法は、同じアクセス権を共有するユーザのグループを

作成することです。
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ファイルまたはフォルダアクセスを管理するには、ネットワーク環境に応じて、POSIX、ACL、
またはその両方を使用できます。次の表で、共通フォルダの共有設定を行うために必要なPOSIX
アクセス権とACL アクセス権の例を示します。

ファイルサービスのアクセス制御
MacOSXServerの「サーバ管理」でサービスアクセス制御リスト（SACL）を使用して、AFP、
FTP、およびSMBファイルサービスにアクセス可能なユーザおよびグループを指定できます。

SACL を使用して、アクセス制御の別のレイヤーを標準POSIX およびACL アクセス権の一番上
に追加できます。SACL に記載されたユーザおよびグループだけが、対応するサービスにアクセ
スできます。たとえば、ホームフォルダを含むサーバのAFP 共有ポイントにユーザがアクセス
できないようにする場合は、そのユーザをAFP サービスのSACL から削除します。

SACLを使用したファイルサービスへのアクセスの制限については、63ページの「SACLアクセ
ス権を設定する」を参照してください。

フォルダ ACL（全員） POSIX

ドロップボックス アクセス権のタイプ：  許可

次のチェックボックスを選択し
ます：

Â フォルダをスキャン
Â ファイルを作成

Â フォルダを作成
Â すべての継承オプション

オーナー：  読み出し、書き込み、実行

グループ：  読み出し、書き込み、実行

その他：  書き込み

例：  drwxrwx-w-
オーナーをrootまたはlocaladminに設定し、グループ
をadminに設定します。

バックアップ共有 アクセス権のタイプ：  許可

次のチェックボックスを選択し

ます：

Â フォルダの内容を一覧表示

Â ファイルを作成
Â フォルダを作成

オーナー：  読み出し、書き込み、実行

グループ：  読み出し、書き込み、実行

その他：  アクセス権なし

例：  drwxrwx---

オーナーをrootに設定し、グループをadminに設定し
ます。

ホームフォルダ アクセス権のタイプ：  拒否

Â 削除

Â このフォルダに適用
Â すべての子孫に適用

オーナー：  読み出し、書き込み、実行

グループ：  読み出し専用

その他：  読み出し専用

例：  drwxr--r--
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共有ネットワークリソースをカスタマイズする
「ネットワーク」フォルダ（「/ネットワーク/」）には、MacOSX のFinderのサイドバーからア
クセスでき、共有ネットワークリソースが含まれます。共有ポイントの自動マウントを設定する

ことにより、クライアントコンピュータの「ネットワーク」フォルダの内容をカスタマイズでき

ます。

ネットワークフォルダ内の共有ポイント
デフォルトでは、「ネットワーク」フォルダには、少なくとも次のサブフォルダが含まれています：

Â


Applications

Â



Library

Â



Servers

これらのサブフォルダには、共有ポイントをマウントできます。詳しくは、47ページの「クラ
イアントの共有ポイントを自動的にマウントする」を参照してください。

追加のサーバおよび共有項目がネットワーク上で検出されると、それらが追加されます。

システムリソースをネットワークの「Library」フォルダに追加する
「/ ネットワーク/」内にある「Library」フォルダは、システム検索パスに含まれています。その
ため、このフォルダを使用すると、通常ローカルの「ライブラリ」フォルダに置かれるすべての

タイプのシステムリソースを、ネットワーク上で利用できるようになります。システムリソース

には、フォント、アプリケーション環境設定、ColorSyncプロファイル、デスクトップピクチャ
などがあります。この機能を使用すれば、管理されたクライアント環境をカスタマイズすること

ができます。

たとえば、あるOpenDirectoryドメイン内の各ユーザに、特定のフォントセットを利用できる
ようにするとします。この場合は、フォントが含まれる共有ポイントを作成し、その共有ポイン

トを、クライアントコンピュータの「/ ネットワーク/Library/Fonts」に共有ライブラリとして
自動マウントするように設定します。詳しくは、47ページの「クライアントの共有ポイントを
自動的にマウントする」を参照してください。

セキュリティの検討
ネットワークを保護する最も効果的な方法は、ファイル、フォルダ、および共有ポイントの作成

時に適切なアクセス権を割り当てることです。

ファイルサービスへのアクセスを制限する
31ページの「ファイルサービスのアクセス制御」で説明したように、サービスアクセス制御リ
スト（SACL）を使用して、AFP、FTP、およびSMBサービスへのアクセスを制限できます。
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「全員」へのアクセスを制限する
特にインターネットに接続している場合は、共有ポイントを作成してそのアクセス権を与えると

きに注意してください。全員またはワールド（NFS サービスの場合）にアクセス権を与えると、
インターネットに接続する人すべてがデータにアクセスできるようになる可能性があります。
NFS の場合は、ボリュームをワールドにエクスポートしないこと、およびKerberosを使用して
NFS ボリュームのセキュリティを提供することをお勧めします。

NFS共有ポイントへのアクセスを制限する
Kerberosを使用しないNFS 共有ポイントのセキュリティのレベルは、AFP やSMBほど高くあ
りません。AFPやSMB では、共有ポイントの内容にアクセスするために、ユーザ認証（ユーザ
名とパスワードの入力）が必要です。NFS クライアントが存在する場合は、共有ポイントをNFS
ユーザのみが使用するように設定するか、Kerberosを使うNFSを構成することもできます。NFS
ではSACLはサポートされません。詳しくは、16ページの「プロトコルセキュリティの比較」を
参照してください。

ゲストアクセスを制限する
ファイルサービスを構成するときは、ゲストアクセスを有効にすることができます。ゲストとは、

ユーザ名やパスワードを入力せずに、匿名でサーバに接続するユーザのことです。匿名で接続し

ているユーザによるアクセスは、全員のアクセス権が設定されたファイルおよびフォルダに制限

されます。

不正なアクセスから情報を保護したり、情報や機器に損害を与える可能性のあるソフトウェアが

導入されないようにするには、「サーバ管理」の「ファイル共有」を使って次の防止策をとって

ください：

Â 共有ポイントへのゲストアクセスに設定したい制御に応じて、次のオプションを考慮してくだ

さい：

Â ゲストにアクセスさせたくないファイルやフォルダに対して、全員に「不可」のアクセス権

を割り当てます。項目のアクセス権をこのように設定した場合、これらの項目にアクセスで

きるのは、項目のオーナーまたはグループだけです。

Â ゲストで使用可能なすべてのファイルを1つのフォルダまたはフォルダセットに配置してか
ら、「読み出し専用」アクセス権をそのフォルダおよび内部の各ファイルの「全員」カテゴ

リに割り当てます。

Â ゲストがフォルダの項目を変更したり追加したりする必要がある場合にのみ、そのフォルダ
に対して、全員の分類に読み出し／書き込みのアクセス権を割り当てます。このフォルダの

中にある情報のバックアップコピーを保存していることを確認してください。

Â



NFS ボリュームをワールドにエクスポートしないでください。NFSエクスポートは、サブネッ
トまたは特定リスト内のコンピュータのみに制限してください。

Â「サーバ管理」を使用して、AFP、FTP、およびSMB経由のゲストまたはanonymous ユーザへ
のアクセスを無効にします。

Â ボリューム全体ではなくフォルダを個別に共有します。フォルダには、共有したい項目だけを

保存します。
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3 共有ポイントを設定する

この章では、AFP、SMP、FTP、およびNFSを使用して特定のボリュー
ムおよびディレクトリを共有する方法を説明し、標準のアクセス権と
ACLのアクセス権を設定する方法についても説明します。

MacOSXServerのクライアントと情報を共有したり、アクセス権を割り当てて共有されている
情報へのアクセスを制御したりするには、「サーバ管理」の「ファイル共有」を使用します。

サーバ上のフォルダやボリュームを共有するには、共有ポイントを設定します。共有ポイントと

は、ネットワーク経由で内部のファイルにアクセスできるフォルダ、ハードディスク、ハード

ディスクのパーティション、CD、またはDVDのことです。これは、共有項目の階層の最上位レ
ベルのアクセスポイントになります。

共有ポイントは、デスクトップやFinder ウインドウ上のマウントされたボリュームとして、ア
クセス権を持つユーザに表示されます。

共有ポイントとMacOSXのネットワークフォルダ
コンピュータをLDAPディレクトリドメインに接続するように構成し、それを特定のデータマッ
ピングを使って設定する場合は、「サーバ管理」を使って次の操作を実行し、ネットワークサー

ビスのアクセスと可用性を制御できます：

Â


Finder のサイドバーにある「ネットワーク」をクリックすることでアクセスできるユーザの
「/ ネットワーク /」フォルダで、自動的にマウントする共有ポイントと共有ドメインを指定
する。

Â ユーザレコードとグループレコード（「ワークグループマネージャ」で定義）を追加し、それ

らのアクセスを構成する。

共有ポイントを構成する場合は、共有ポイントにアクセスするユーザまたはグループを定義する

必要があります。「ワークグループマネージャ」を使って、次のことができます：

Â ユーザレコードとグループレコードを定義して、その設定を構成する。

Â 同じ環境設定を持ち、同じユーザおよびグループから利用できるコンピュータのリストを定義

する。

ユーザとグループの構成について詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。
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自動マウント
クライアントコンピュータを、自動的に共有ポイントをマウントするように構成できます。これ

らの共有ポイントは静的でも動的でもかまいません：

Â 静的な共有ポイントは、要求されたときにマウントされます。静的にマウントした共有ポイン
トを、特定のフォルダに割り当てることができます。

Â 動的な共有ポイントは、要求されたときにマウントされ、「/ネットワーク/Servers/
server_name/」フォルダ内にあります。

共有ポイントとネットワーク・ホーム・フォルダ
ネットワーク認証済みのユーザは、ホームフォルダを、使用中のクライアントコンピュータ上に

ローカルに格納することも、ネットワークサーバ上に格納することもできます。ネットワーク

ホームフォルダは、単純な自動マウントの機能拡張です。

ホームフォルダ共有ポイントは、ユーザがログインしたときにマウントされるため、ユーザは、

フォルダがローカルコンピュータに存在する場合と同様にファイルを格納できます。

ネットワーク・ホーム・フォルダの利点は、ネットワーク・ホーム・フォルダのサービスをユー

ザに提供する特定のサーバにログインする、任意のクライアントコンピュータからアクセスでき

ることです。

詳しくは、38ページの「ネットワーク・ホーム・フォルダ」を参照してください。

設定の概要
「サーバ管理」の「ファイル共有」を使用して、共有ポイントを作成し、それらのアクセス権を

設定します。

ここでは、共有ポイントを設定するための基本手順の概要を示します：

手順 1：「共有ポイントを設定する前に」を読む
ネットワークに関する情報を共有する前に考慮する必要のある事項については、 37ページの「共
有ポイントを設定する前に」を確認してください。

手順 2：共有する情報を準備する
共有するボリューム、パーティション、またはフォルダを決めます。

共有ポイントを設定する前に、フォルダおよびファイルを別の場所に移動できます。また、ディ

スクを複数のボリュームに分割して各ボリュームに異なるアクセス権を割り当てたり、複数の

フォルダを作成して各フォルダに異なるアクセスレベルを設定することも可能です。

詳しくは、38ページの「共有情報の構成」を参照してください。
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手順 3：共有ポイントおよびアクセス権を設定する
共有ポイントにする項目を指定するときには、そのアクセス権も設定できます。「サーバ管理」の

「ファイル共有」を使用して、共有ポイントを作成し、アクセス権を設定します。詳しくは、
39ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。

手順 4：特定のファイルサービスを開始する
ユーザが共有ポイントにアクセスするには、MacOSXServerの適切なファイルサービスを開始
する必要があります。たとえば、共有ポイントでAFP（AppleFileProtocol）を使用する場合は、
AFPサービスを開始する必要があります。各項目は、複数のプロトコルを使って共有できます。

93ページの第 5章「SMB サービスを操作する」、103ページの第 6章「NFSサービスを操作す
る」、または109ページの第 7章「FTPサービスを操作する」を参照してください。

共有ポイントを設定する前に
共有ポイントを設定する前に、以下の点を検討してください：

Â クライアントの権限

Â ファイル共有プロトコル

Â 共有情報の構成

Â セキュリティ

Â ネットワーク・ホーム・フォルダ

Â ディスク・クオータ

クライアントの権限
共有ポイントを設定する前に、共有項目のアクセス権の仕組みを理解しておいてください。共有

項目へのアクセス権が必要なユーザと、それらのユーザに割り当てるアクセス権を決定します。

アクセス権については、第2章（20ページの「アクセス権のタイプ」）を参照してください。

ファイル共有プロトコル
クライアントが共有ポイントへのアクセスに使用するプロトコルを確認する必要もあります。通

常は、クライアントの種類ごとに一意の共有ポイントを設定し、単一のプロトコルを使ってそれ

ぞれを共有します。これには、次の組み合わせが考えられます：

Â


MacOSクライアント—AFP（AppleFilingProtocol）

Â


Windowsクライアント—SMB（ServerMessageBlock）

Â


UNIXクライアント—NFS（NetworkFileSystem）

Â


FTPクライアント—FTP（FileTransferProtocol）

参考：統合ロックを使用すると、さまざまなプロトコルを使用しているときでも、アプリケー
ションでロックを使用してファイルへのアクセスを調整できます。これにより、複数のプラット

フォームで作業を行うユーザは、プロトコル間でのロックの問題が原因となるファイルの破損を

心配せずに、AFP、SMB、およびNFSプロトコル間でファイルを共有できます。
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必要に応じて、複数のプロトコルを使って項目を共有できます。たとえば、MacOS ユーザと
Windows ユーザが、どちらのファイルプロトコルでも使用できるグラフィックスファイルや
ワードプロセッシングファイルを共有できます。このような場合は、両方のプラットフォームを

サポートする単一の共有ポイントを作成できます。

反対に、複数の種類のクライアントがいる場合でも、単一のプロトコルをサポートする共有ポイ

ントを設定することもできます。

たとえば、クライアントのほとんどがUNIX ユーザで、数人だけがMacOSクライアントである
場合は、NFSのみを使って項目を共有することで、設定を簡略化できます。ただし、NFSでは、
Spotlight検索、ネイティブACL、拡張属性のサポートなど、MacOSユーザになじみの深い AFP
機能の多くが利用できないことに留意してください。

また、Windows ユーザ専用のアプリケーションや書類を共有する場合は、Windows ユーザだ
けが使用するSMB共有ポイントを設定できます。これにより、Windowsユーザ用の単一のアク
セスポイントが提供されるため、opportunisticfilelockingとstrictfilelockingのファイルロッ
ク機構の利点を活用できます。ファイルロックについて詳しくは、 93ページの「SMB 共有ポイ
ントでのファイルロック」を参照してください。

参考：サーバ上でAFP とSMBサービスを有効にすると、MacOSクライアントはAFP やSMB
経由でサーバに接続できます。WindowsユーザがAFP経由でサーバに接続するには、他社製の
AFPクライアントソフトウェアを使用する必要があります。

共有情報の構成
共有ポイントを設定する場合、特にネットワーク・ホーム・フォルダを設定する場合は、あらか

じめ共有情報を整理しておいてください。

共有ポイントを作成すると、ユーザは、共有ポイントやそこに含まれる項目の構成を記憶するよ

うになります。共有ポイントを変更したり、情報を移動したりすると、ユーザが混乱する原因に

なります。

セキュリティ
32ページの「セキュリティの検討」に記載されている考慮事項を参照してください。

ネットワーク・ホーム・フォルダ
サーバ上に共有ポイントを設定してユーザのホームフォルダを格納する場合、以下の点を考慮し

てください：

Â


MacOSXServerのインストール時に、ホームフォルダの格納に使用する「/ユーザ」共有ポイ
ントがデフォルトで設定されます。この構成済みの共有ポイントをユーザのホームフォルダと

して使用することも、ローカルボリュームに共有ポイントを作成することもできます。

Â 共有ポイントの「自動マウント」設定で、ユーザのホームフォルダとして使用することを示す

必要があります。

Â 共有ポイントは、ユーザアカウントが定義されているOpenDirectoryドメイン内に存在する
必要があります。
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Â すべてのタイプのクライアントにサービスを提供するには、AFPまたはNFSネットワーク・ホー
ム・フォルダの完全なパス名にスペースが含まれていたり、パス名が89文字を超えていては
なりません。詳しくは、サポート記事の記事番号107695
（docs.info.apple.com/article.html?artnum=107695-ja）を参照してください。

ディスク・クオータ
「ワークグループマネージャ」内のユーザアカウント設定用の「ホーム」パネルでクオータを設

定することにより、ユーザのホームフォルダの最大サイズを設定できます。

その他の共有ポイントに対して領域のクオータを設定する場合は、コマンドラインを使用する必

要があります。「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービス
の章を参照してください。

共有ポイントを設定する
このセクションでは、共有ポイントを作成し、共有ポイントのアクセス権を設定する方法につい

て説明します。また、特定のプロトコル（AFP、SMB、FTP、またはNFS）を使用して共有する
方法と、クライアントのデスクトップ上で共有ポイントを自動的にマウントする方法についても

説明します。

サーバに共有を設定した後で行う作業について詳しくは、48ページの「共有ポイントを管理す
る」を参照してください。

共有ポイントを作成する
「サーバ管理」の「ファイル共有」を使用して、共有ポイントを設定し、ボリューム（ディスク、
CD、DVDなど）、パーティション、および個別のフォルダを共有できます。

参考：共有するフォルダまたはボリュームの名前にスラッシュ（/）は使用しないでください。共
有ポイントにアクセスしようとするユーザに、名前が正しく表示されない場合があります。

共有ポイントを作成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「ボリューム」をクリックして、共有可能なボリュームのリストを表示します。

ボリューム全体の共有ポイントを作成するには、リストからボリュームを選択します。

ボリューム内のフォルダを共有するには、リストでボリュームを選び、「ブラウズ」をクリック

してフォルダを探して選択します。

4 「共有」をクリックします。

共有ポイント用のフォルダを作成する必要がある場合は、「ブラウズ」をクリックし、「新規フォ

ルダ」をクリックしてフォルダの名前を入力し、「作成」をクリックします。

5 「保存」をクリックします。
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デフォルトでは、新しい共有ポイントは、NFSではなく、AFP、SMB、およびFTPを使用して共
有されます。

特定のプロトコルの共有ポイントを構成したり、NFSを使用して共有ポイントをエクスポートし
たりするには、「プロトコルオプション」をクリックし、プロトコルを選びます。各プロトコル

に固有の設定については、後述のセクションを参照してください。

コマンドラインから
「ターミナル」で sharingコマンドを使用しても、共有ポイントを設定できます。詳しくは、「コ
マンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参照
してください。

権限を設定する
MacOSXServerでは、次の2通りの方法でファイルやフォルダへのアクセス制御を行うことが
できます：  標準のアクセス権とACL アクセス権。以下のセクションでは、これらの方法につい
て説明します。

標準アクセス権を設定する
アクセス制御リスト（ACL）で提供される柔軟性や精度が不要な場合、またはACLがサポートさ
れていない場合は、標準POSIXアクセス権（「読み出し／書き込み」、「読み出し専用」、「書き込
み専用」、および「不可」）を使用して、共有ポイントおよびその内容へのアクセスを制御できます。

共有ポイントに標準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 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストから共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 共有項目のオーナーまたはグループを設定するには、名前を入力するか、「ユーザとグループ」パ

ネルから、アクセス権の表内のオーナーまたはグループレコードに、名前をドラッグします。

オーナーおよびグループレコードは、POSIXの見出しの下に一覧表示されます。オーナーレコー
ドは単一のユーザアイコンを持つレコードで、グループレコードはグループアイコンを持つレ

コードです。

パネルを開くには、「追加」（+）ボタンをクリックします。最近作成したユーザまたはグループ
が表示されない場合は、「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下にあります）をクリック

します。

オーナー名とグループ名は、適切なアクセス権レコードをダブルクリックしてドラッグするか、

表示されるウインドウの「ユーザ／グループ」フィールドに入力することで編集することもでき

ます。

参考：自動リフレッシュの間隔を変更する場合は、「サーバ管理」＞「環境設定」と選択して、
「状況の自動リフレッシュ間隔」フィールドの値を変更します。

6 「オーナー」、「グループ」、および「その他」のアクセス権を変更するときは、アクセス権の表の
該当の行にある「アクセス権」ポップアップメニューを使用します。
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「その他」とは、ファイルサーバにログインするユーザのうち、オーナーではなく、グループに
属さないユーザです。

7 「保存」をクリックします。

新しい共有ポイントは、NFSではなく、AFP、SMB、およびFTP プロトコルを使用して共有され
ます。

ACLアクセス権を設定する
共有ポイントまたはフォルダ用のACL アクセス権を構成するには、アクセス制御エントリー
（ACE）のリストを作成します。

ACEごとに、許可、拒否、および静的な継承を使用して17 のアクセス権を設定できます。これ
により、標準アクセス権では実現できないような詳細なアクセス権の制御を行うことができま

す。たとえば、削除アクセス権と書き込みアクセス権を分けることで、ユーザがファイルを編集

できても削除できないように設定できます。

共有ポイントまたはフォルダにACL 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 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストから共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

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 グループとユーザをこのパネルからACLアクセス権リストの中にドラッグして、ACEを作成し
ます。

デフォルトでは、新規ACE はそれぞれ、ユーザまたはグループに完全な読み出しおよび継承ア
クセス権を付与します。ACE 設定の変更方法については、52ページの「ACEを編集する」を参
照してください。

リスト内の最初のエントリーは2番目のエントリーより優先され、2番目のエントリーは3番目
のエントリーよりも優先されます。たとえば、最初のエントリーでユーザによるファイルの編集

権限が拒否される場合、同じユーザに編集アクセス権を付与するその他のACE は無視されます。
また、ACL 内のACEは、標準アクセス権よりも優先されます。

アクセス権について詳しくは、28ページの「優先順位のルール」を参照してください。

7 適切なアクセス権を設定するには、リスト内の各エントリーの列フィールドにある矢印を使用し

ます。

リスト内のACE の順番は、アクセス権が保存されたときのアクセスのレベルに応じて変更され
ます。

8 「保存」をクリックします。
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共有ポイントのAFP設定を変更する
「サーバ管理」を使用して、共有ポイントをAFP 経由で利用可能にするどうかを選択したり、AFP
クライアントで表示される共有ポイント名や、ゲストアクセスを許可するかどうかなどの設定を

変更したりできます。

新しい共有ポイントのデフォルト設定は、MacOS8、MacOS9、およびMacOSXクライアン
トから容易にアクセス可能なものにする必要があります。

AFP共有ポイントの設定を変更するには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストから共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックします。

これにより、AFP、SMB、FTP、およびNFS プロトコルの構成オプションが含まれるプロトコル
ウインドウが開きます。

6 「AFP」をクリックします。

7 「この項目をAFPで共有」を選んで、共有ポイントへのAFPアクセスを提供します。

8 「AFP ゲストアクセスを許可」を選んで、登録されていないユーザに共有ポイントへのアクセス
を許可します。

セキュリティを高めたい場合は、この項目は選択しないでください。

9 クライアントが AFP を使用して共有ポイントを参照または接続する際に表示される名前を変更
するには、「カスタムAFP 名」フィールドに名前を入力します。

カスタム AFP 名を変更しても、共有ポイント自体の名前は影響を受けません。影響を受けるの
は、AFPクライアントに表示される名前だけです。

10



POSIXアクセス権だけを使用している場合は、共有ポイント内の新しいファイルやフォルダにデ
フォルトのアクセス権を割り当てる方法を選びます：

新しい項目でデフォルトのPOSIXアクセス権を使用する場合は、「標準POSIX ビヘイビアを使
用」を選択します。

新しい項目が、項目を内包しているアクセス権を保持するようにするには、「上位のアクセス権

を継承する」を選びます。

11 「OK」をクリックしてから、「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 sharingコマンドを使用しても、共有ポイントのAFP設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。
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共有ポイントのSMB設定を変更する
「サーバ管理」を使用して、SMB経由での共有ポイントの可用性を設定したり、SMBクライアン
トに表示される共有ポイント名などの設定を変更したりできます。「サーバ管理」では、新しい

ファイルやフォルダのゲストアクセス権やデフォルトのアクセス権を設定したり、
opportunisticlockingを有効にすることもできます。

opportunisticlocking について詳しくは、93ページの「SMB 共有ポイントでのファイルロッ
ク」を参照してください。

SMB共有ポイントの設定を変更するには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストから共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックします。

これにより、AFP、SMB、FTP、およびNFS プロトコルの構成オプションが含まれるプロトコル
ウインドウが開きます。

6 「SMB」をクリックします。

7 「この項目をSMBで共有」を選んで、共有ポイントへのSMBアクセスを提供します。

8 「SMB ゲストアクセスを許可」を選んで、登録されていないユーザに共有ポイントへのアクセス
を許可します。

セキュリティを高めたい場合は、この項目は選択しないでください。

9 クライアントがSMB を使用して共有ポイントを参照または接続する際に表示される名前を変更
するには、「カスタムSMB 名」フィールドに新しい名前を入力します。

カスタムSMB 名を変更しても、共有ポイント自体の名前は影響を受けません。影響を受けるの
は、SMBクライアントで表示される名前だけです。

10 共有ポイントがSMBプロトコルだけを使用している場合は、共有ポイントのロックの種類を選び
ます：

クライアントにopportunisticfilelockingの使用を許可するには、「oplockを使用」を選びます。

クライアントがサーバファイル上で標準のロックを使用するようにするには、「strictlocking を
使用する」を選びます。

11



POSIXアクセス権だけを使用している場合は、共有ポイント内の新しいファイルやフォルダにデ
フォルトのアクセス権を割り当てる方法を選びます：

新しい項目が、項目を内包しているアクセス権を保持するようにするには、「上位のアクセス権

を継承する」を選びます。

特定のアクセス権を割り当てるには、「このように割り当てる」を選択し、ポップアップメニュー

から「オーナー」、「グループ」、および「その他」のアクセス権を設定します。

12 「OK」をクリックしてから、「保存」をクリックします。
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コマンドラインから
「ターミナル」で sharingコマンドを使用しても、共有ポイントのSMB設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

共有ポイントのFTP設定を変更する
「サーバ管理」を使用して、FTP 経由での共有ポイントの可用性を設定したり、ゲストアクセス
権やFTPクライアントに表示される共有ポイント名などの設定を変更したりできます。

FTP共有ポイントの設定を変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストから共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックします。

これにより、AFP、SMB、FTP、およびNFS プロトコルの構成オプションが含まれるプロトコル
ウインドウが開きます。

6 「FTP」をクリックします。

7 「この項目をFTPで共有」を選択して、FTP クライアントが共有ポイントを利用できるようにし
ます。

8 「FTPゲストアクセスを許可」を選んで、anonymousFTP ユーザがこの項目を開くことを許可し
ます。

セキュリティを高めたい場合は、この項目は選択しないでください。

9 クライアントがFTPを使用して共有ポイントを参照または接続する際に表示される名前を変更す
るには、「カスタムFTP名」フィールドに新しい名前を入力します。

カスタム FTP 名を変更しても、共有ポイント自体の名前は影響を受けません。影響を受けるの
は、FTPクライアントが使用する名前だけです。

10 「OK」をクリックしてから、「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 sharingコマンドを使用しても、共有ポイントのFTP設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

NFS共有ポイントをエクスポートする
NFS を使用して、UNIX クライアントに共有ポイントをエクスポートできます。（エクスポート
は、共有に相当するNFSの用語です。）
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NFS共有ポイントをエクスポートするには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストから共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックします。

これにより、AFP、SMB、FTP、およびNFS プロトコルの構成オプションが含まれるプロトコル
ウインドウが開きます。

6 「NFS」をクリックします。

7 「この項目とその内容の書き出し先」を選択し、ポップアップメニューからエクスポート先を選
びます。

クライアントを特定のコンピュータに制限するには、「クライアントリスト」を選んで「追加」

（+）をクリックし、共有ポイントにアクセス可能なコンピュータのIP アドレスを指定します。

クライアントをサブネット全体に制限するには、「サブネット」を選んでサブネットのIPアドレ
スおよびサブネットマスクを入力します。

重要：サブネットアドレスには、クライアントアドレスではなく、選択したサブネットマスクに
対応する実際の IP ネットワークアドレスを入力してください。そうしないと、クライアントか
ら共有ポイントにアクセスすることはできません。

ネットワーク計算機を使用すると、設定するクライアントアドレスの範囲に合わせてサブネット

アドレスやマスクを簡単に選択できます。これを使用して、アドレスとマスクの組み合わせの検

証を行ってください。ネットワーク計算機は、必要に応じてWeb 上で利用できます。

たとえば、192.168.100.50～192.168.100.120のIPアドレスを保持するクライアントにエクスポー
トする場合を考えてみましょう。サブネット計算機を使用して、この範囲のアドレスすべてにマ

スク255.255.255.128 を適用することで、ネットワークアドレス 192.168.100.0 を保持するサブ
ネット、および該当するクライアントアドレスを含む IP アドレス範囲 192.168.100.1 ～
192.168.100.126 を使用可能として定義できることが分かります。このため、「サーバ管理」の共
有ポイントの「NFS エクスポート設定」に、サブネットアドレス192.168.100.0 およびサブネッ
トマスク255.255.255.128を入力します。

共有ポイントへの無制限（無認証）のアクセスを許可する場合は、「ワールド」を選びます。

8 「マッピング」ポップアップメニューから、NFS 共有ポイントのアクセス権マッピングを設定し
ます：

ルートユーザに読み出し、書き込み、およびコマンド実行権限を与える場合は、「root からroot」
を選びます。

ユーザに最小限の読み出し、書き込み、およびコマンド実行権限を与える場合は、「すべてから
nobody」を選びます。

リモートクライアント上のルートユーザに、最小限の読み出し、書き込み、およびコマンド実行

の権限を与える場合は、「rootからnobody」を選びます。
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アクセス権をマップしない場合は、「なし」を選びます。

9 「最小セキュリティ」ポップアップメニューから認証のレベルを設定します：

認証のレベルを設定しない場合は、「標準」を選びます。

NFS ですべてのメソッド認証を受け入れる場合は、「すべて」を選びます。

NFS でKerberos認証のみを受け入れる場合は、「Kerberosv5」を選びます。

NFS でKerberos認証を受け入れ、転送時にデータ（チェックサム）を検証する場合は、「Kerberos
v5（データ整合性）」を選びます。

NFS でKerberos認証の受け入れ、チェックサムによる検証、および転送中のデータの暗号化を
行うには、「Kerberosv5（データ整合性とプライバシー）」を選びます。

10 クライアントユーザに共有項目の内容を変更させない場合は、「読み出し専用」チェックボック

スを選びます。

11 「サブディレクトリのマウントを許可」を選びます。

これによって、クライアントに、エクスポートされたNFS 共有ポイントのサブフォルダのマウ
ントが許可されます。たとえば、「/ユーザ/」フォルダをエクスポートする場合は、そのすべて
のサブフォルダをすぐにマウントできます。

12 「OK」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

参考：複数のNFS 共有ポイントをエクスポートする場合、単一のボリューム上でエクスポート
を入れ子にすることはできません。つまり、エクスポートされるあるディレクトリは、同じボ

リューム上のエクスポートされる別のディレクトリの子になることはできません。

コマンドラインから
「ターミナル」でコマンドラインを使用しても、NFS 共有ポイントを設定できます。詳しくは、
exports (5)、nfs.conf (5)、および nfsd (8) のマニュアルページと、「コマンドライン管理
（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

NFSマウントをAFP共有ポイントとして再共有する
NFS マウント（MacOSXServer にエクスポートされたNFS ボリューム）を再共有することに
よって、MacOS9クライアントは、従来のUNIX ネットワークのNFSファイルサービスにアク
セスできます。

NFSマウントをAFP共有ポイントとして再共有するには：
1 元の共有ポイントをエクスポートするNFSサーバ上で、NFSエクスポートのマッピングがルート
同士で行われることを確認してください。これは、AFP（ルートで実行される）がクライアント
のファイルにアクセスするために必要です。

2 エクスポートは、1つのAFPサーバ（NFSサーバにはクライアントとして表示されます）に制限し
てください。よりセキュリティを高めるために、AFP からNFS への接続に対してプライベート
ネットワークを設定します。

3 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

4 「ファイル共有」をクリックします。
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5 「ボリューム」または「共有ポイント」リストでControlキーを押しながらクリックし、「NFS 共
有をマウント」を選んでから、再共有するNFS サーバのURL を入力します。

これは、再共有されたNFSサーバに接続するURL です。たとえば、サーバcorp1のルートレベ
ルにある、再共有されたNFSマウント「widgets」に接続するには、次のURLを使用します：

nfs://corp1/widgets



6 「OK」をクリックします。

「サーバ管理」により、NFSマウントポイントが作成されます。

7 再共有するNFSボリュームごとに手順1～4 を実行します。

8 「サーバ管理」を使って、NFSマウントをAFP共有ポイントとして共有します。

「共有ポイント」リストに、NFSマウントが通常のボリュームとして表示されます。（SMBやFTP
を使ってNFSマウントを共有することもできますが、AFPだけを使用することをお勧めします。）

アクセス権や所有権は変更できますが、クオータは設定できません（クオータはローカルボ

リュームだけで機能します）。ただし、NFS サーバでクオータを設定すれば、再共有されたボ
リュームにもそのクオータが適用されます。

参考：AFPの再共有時に、元のNFSエクスポートに設定されたクオータが実行されます。

クライアントの共有ポイントを自動的にマウントする
ネットワークマウントを使用して、クライアントのMacOSXコンピュータ上で共有ポイントを
自動的にマウントできます。AFP またはNFS共有ポイントを自動的にマウントできます。

共有ポイントを自動的にマウントするように設定すると、OpenDirectory データベースにマウ
ントレコードが作成されます。マウントレコードは、ユーザレコードおよびコンピュータレコー

ドが存在する共有ドメイン内に必ず作成してください。

参考：ネットワーク自動マウントの実行されたAFP 共有ポイントへは、すべてのユーザがゲス
トアクセスできます。認証されたアクセスは、ユーザ自身のホームフォルダに対して、または
Kerberos を設定してシングルサインオン（SSO）認証をサポートしている場合にのみ許可され
ます。

ネットワークマウントを設定するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストから共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「自動マウントを有効にする」チェックボックスを選び、「編集」をクリックします。

これにより、自動マウント用の構成ウインドウが開きます。

6 「ディレクトリ」ポップアップメニューから、該当するユーザとコンピュータを含むディレクト
リドメインを選びます。
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7 「プロトコル」ポップアップメニューから共有プロトコル（AFPまたはNFS）を選びます。

AFPを選択する場合は、すべてのユーザがKerberosSSO 認証を使ってホームフォルダにアクセ
スする場合を除き、自動マウントされたAFP 共有ポイントが機能するように、ゲストアクセス
が有効になっている必要があります。詳しくは、69ページの「アクセス設定を構成する」を参
照してください。

8 クライアントコンピュータで共有ポイントを使用およびマウントする方法を選びます：

「ユーザのホームフォルダ」：  共有ポイント上のホームフォルダを、「/ ネットワーク/Servers/」
にあるユーザのコンピュータ上に一覧表示するときに選択します。

「共有アプリケーションフォルダ」：  共有ポイントを、ユーザのコンピュータの「/ ネットワー
ク/Applications/」に表示するときに選択します。

「共有ライブラリフォルダ」：  共有ポイントを「/ ネットワーク/Library/」に表示するときに選択
します。これにより、ネットワークライブラリが作成されます。

「カスタムマウント・パス」： 共有ポイントを、指定したフォルダ内に表示するときに選択しま
す。このフォルダがクライアントコンピュータに存在することを確認してから、共有ポイントを

マウントする必要があります。

9 「OK」をクリックします。

10 メッセージが表示されたら、認証を行います。

11 「保存」をクリックします。

共有ポイントを管理する
このセクションでは、サーバに共有ポイントを設定した後に行う、日常の作業について説明しま

す。初期設定については、39ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。

ファイル共有の状況を確認する
ボリュームと共有ポイントの状況を確認するには、「サーバ管理」を使用します。

ファイル共有の状況を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「ボリューム」をクリックして、ボリュームのリストを表示します。

各ボリュームには、使用されるディスク領域、クオータが有効か無効か、およびボリュームの種

類が含まれます。

4 「共有ポイント」をクリックして、共有ポイントのリストを表示します。

各共有ポイントには、使用されるディスク領域と、共有、ゲストアクセス、自動マウント、およ

びSpotlightの索引作成が有効か無効かが含まれます。

5 ボリュームのクオータ設定を監視するには、ボリュームを選び、ボリュームリストの下にある

「クオータ」をクリックします。
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共有ポイントを無効にする
共有ポイントの共有を停止するには、「サーバ管理」の「ファイル共有」を使用して、「共有ポイ

ント」リストから共有ポイントを削除します。

参考：Finderで共有ポイントを削除したり名前を変更したりするには、最初に「サーバ管理」で
共有ポイントを無効にしてください。

共有ポイントを削除するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、削除したい共有ポイントを選びます。

4 「共有を解除」をクリックします。

5 「保存」をクリックします。

項目に設定したプロトコルおよびネットワークマウントの設定は、無効になります。

コマンドラインから
「ターミナル」で sharing コマンドを使用しても、共有ポイントを無効にできます。詳しくは、

「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参
照してください。

共有ポイントのプロトコルを無効にする
「サーバ管理」の「ファイル共有」を使用して、特定のプロトコルを使用する共有ポイントを停

止し、ほかのプロトコルを使用した共有を引き続き許可することができます。

特定のプロトコルを使用した共有を停止するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、再構成したい共有ポイントを選びます。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックし、プロトコルを選びます。

6 「この項目を... で共有」チェックボックスをクリックします。

あるプロトコルをサポートする基盤となるサービスを停止することで、すべての共有ポイントで

そのプロトコルを無効にできます。詳しくは、74ページの「AFPサービスを停止する」、107ペー
ジの「NFS サービスを停止する」、または124ページの「FTPサービスを停止する」を参照して
ください。

コマンドラインから
「ターミナル」で sharingコマンドを使用しても、共有ポイントのプロトコルを無効にできます。

詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関
する章を参照してください。
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共有ポイント構成およびプロトコル設定を表示する
「サーバ管理」の共有ポイント構成とプロトコル設定は、「共有ポイント」リストから表示でき

ます。

サーバの共有ポイント構成とプロトコル設定を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックします。

表示できるのは、共有ポイントの名前、パス、ディスク領域、共有、ゲストアクセス、自動マウ

ント、およびSpotlight設定です。

このツールヒントを使えば、共有ポイントの共有およびゲストアクセスのプロトコルをすばやく

表示できます。

4 「共有ポイント」を選び、リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックし、プロトコル（AFP、SMB、FTP、またはNFS）を選択し
て、プロトコル設定を表示します。

コマンドラインから
「ターミナル」で sharingコマンドを使用しても、共有ポイント設定を表示できます。詳しくは、

「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参
照してください。

共有ポイントの内容とアクセス権を表示する
「サーバ管理」の「ファイル共有」を使用して、共有ポイントの内容とアクセス権を表示できます。

サーバの共有ポイントの内容とアクセス権を表示するには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、リストで共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

これで、フォルダ階層内の選択した共有ポイントとアクセス項目の内容を表示できます。

また、共有ポイントのアクセス権設定（POSIX およびACL）と、フォルダ階層内の各項目を表示
することもできます。

コマンドラインから
「ターミナル」で sharing および ls コマンドを使用しても、共有ポイントおよびその内容を表
示できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイル
サービスに関する章を参照してください。

共有ポイントのアクセス権を管理する
このセクションでは、共有ポイントのアクセス権を管理するために行う、一般的な作業について

説明します。
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POSIX アクセス権を変更する
「サーバ管理」を使用して、共有ポイントの標準POSIXアクセス権の表示または変更を行います。

共有ポイントの標準POSIXアクセス権を変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

POSIXアクセス権を変更するには、「ユーザとグループ」パネルからアクセス権の表内のオーナー
またはグループレコードに名前をドラッグすることで、共有項目のオーナーとグループを変更し

ます。オーナーおよびグループレコードは、POSIXの見出しの下に一覧表示されます。オーナー
レコードは単一のユーザアイコンを持つレコードで、グループレコードはグループアイコンを持

つレコードです。

「追加」（+）ボタンをクリックして、パネルを開きます。

5 「オーナー」、「グループ」、および「その他」（全員）のアクセス権を変更するときは、アクセス
権の表の該当の行にある「アクセス権」ポップアップメニューを使用します。

「その他」は、オーナーではなく、グループにも所属していないが、ファイルサーバにログイン

できるすべてのユーザを指します。

コマンドラインから
ターミナルで chmod、 chgrp、および chown コマンドを使用しても、共有ポイントのアクセス権

を変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファ
イルサービスに関する章を参照してください。

ACE をACLに追加する
共有ポイントへのアクセスを制御するには、共有ポイントの ACLにACE を追加または削除しま
す。ACEごとに、ユーザまたはグループのアクセス権を定義します。

ACEをACLに追加するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「追加」（+）ボタンをクリックして、「ユーザとグループ」リストを開きます。

6 追加するユーザとグループを、アクセス制御リストにドラッグします。

7 「保存」をクリックします。

デフォルトでは、各新規ACE は、ユーザまたはグループに完全な読み出しアクセス権を付与し
ます。また、4 つの継承オプションすべてが選択されます。継承オプションについて詳しくは、
25ページの「継承を理解する」を参照してください。ACE設定の変更方法については、52ペー
ジの「ACEを編集する」を参照してください。
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コマンドラインから
「ターミナル」で chmod コマンドを使用しても、ACE を追加できます。詳しくは、「コマンドラ
イン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してくだ
さい。

ACE を削除する
共有ポイントへのアクセスを制御するには、共有ポイントの ACLにACE を追加または削除しま
す。ACEごとに、ユーザまたはグループのアクセス権を定義します。

ACLからACEを削除するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「アクセス制御リスト」でACE を選択します。

6 「削除」（–）ボタンをクリックします。

7 「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 chmod コマンドを使用しても、ACE を削除できます。詳しくは、「コマンドラ
イン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してくだ
さい。

ACE を編集する
ACEの設定を変更して、ユーザやグループが共有ポイントで実行する操作を許可または制限する
場合は、「サーバ管理」を使用します。 

ACEを編集するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「アクセス制御リスト」でACE を選択します。

6 「編集」ボタン（/）をクリックします。

7 「アクセス権」ポップアップメニューから、「許可」または「拒否」を選びます。

8 「アクセス権」リストでアクセス権を選択します。

9 「OK」をクリックします。

10 「保存」をクリックします。
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フィールドをクリックしてポップアップメニューからオプションを選択しても、ACE の「タイ
プ」および「アクセス権」フィールドを編集できます。「アクセス権」フィールドには、5 つの
オプションがあります：

Â フルコントロール

Â 読み出し／書き込み

Â 読み出し
Â 書き込み

Â カスタム（このオプションは、アクセス権設定がほかのどのオプションにも一致しない場合に

表示されます。）

アクセス権およびアクセス権のタイプについて詳しくは、24ページの「ACE（アクセス制御エ
ントリー）」を参照してください。

フォルダの継承したACE を取り除く
継承したACEをフォルダまたはファイルに適用したくない場合は、「サーバ管理」を使用して適
用しないエントリーを取り除くことができます。

フォルダの継承したACEを取り除くには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「アクション」メニューボタン（ギア）から、「継承したエントリを取り除く」を選択します。

継承したACEは、有効にしない限り、淡色で表示されます。詳しくは、53ページの「フォルダ
に対する継承したACEを明示的なACEに変更する」を参照してください。

6 「保存」をクリックします。

「サーバ管理」により、継承されたACEが取り除かれます。

コマンドラインから
「ターミナル」で chmodコマンドを使用しても、継承されたACE を削除できます。詳しくは、「コ
マンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参照
してください。

フォルダに対する継承したACEを明示的なACE に変更する
継承したACEは、「サーバ管理」のACLには淡色で表示され、編集することはできません。フォ
ルダに対するこれらのACEを変更するには、継承を明示的に変更します。

フォルダの継承したACEを明示的に変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。
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4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「アクション」メニューボタン（ギア）から、「継承したエントリを有効にする」を選択します。

6 「保存」をクリックします。

これで、ACEを編集できるようになります。

アクセス権を伝達する
子孫のファイルとフォルダすべてに伝達するアクセス権を指定するには、「サーバ管理」を使い

ます。POSIXアクセス権の場合、伝達する情報を次の中から指定できます：
Â オーナー名

Â グループ名

Â オーナーのアクセス権
Â グループのアクセス権

Â その他のアクセス権

伝達する情報を選択することで、ファイルやフォルダにアクセス可能なユーザを個別に制御でき

ます。

ACL アクセス権の場合は、ACL 全体の伝達だけを実行できます。ACE を個別に伝達することは
できません。

フォルダのアクセス権を伝達するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「アクション」メニューボタン（ギア）から、「アクセス権を伝達」を選択します。

6 伝達するアクセス権を選びます。

7 「OK」をクリックします。

「サーバ管理」により、選択したアクセス権がすべての子孫に伝達されます。

ファイルからACLを取り除く
継承したACLをファイルから取り除くには、「サーバ管理」を使用します。

参考：ファイルのACEは通常は継承されるため、淡色で表示されることがあります。

ファイルからACLを取り除くには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。
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ACL の「アクセス権」リスト内のすべてのACEを選択し、「削除」（–）ボタンをクリックします。

6 「保存」をクリックします。

「サーバ管理」により、ファイルのACLからすべてのACEが取り除かれます。この時点で適用さ
れるアクセス権は、標準POSIXアクセス権だけです。

コマンドラインから
「ターミナル」で chmodコマンドを使用しても、ファイルのACLを取り除くことができます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

ACL継承をファイルに適用する
ファイルから取り除いたACLを復元したい場合は、「サーバ管理」を使用します。

ACL継承をファイルに適用するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「アクション」メニューボタン（ギア）から、「アクセス権を伝達」を選択します。

6 「アクセス制御リスト」を選びます。

7 「OK」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

ユーザのファイルまたはフォルダのアクセス権を確認する
ファイルやフォルダに対して保持するアクセス権をすぐに確認するには、「サーバ管理」の「有

効なアクセス権インスペクタ」を使用します。

ユーザのファイルまたはフォルダのアクセス権を確認するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

5 「アクション」メニューボタン（ギア）から「有効なアクセス権インスペクタを表示」を選択します。

参考：インスペクタ内に、アクセス権および継承設定が、編集不可であることを示す淡色で表示
されます。

6 「追加」（+）ボタンをクリックして、「ユーザとグループ」リストを開きます。

7 ユーザを「ユーザとグループ」リストから「有効なアクセス権インスペクタ」にドラッグします。

最近作成したユーザが表示されない場合は、「リフレッシュ」をクリックします。
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ユーザをリストからドラッグすると、インスペクタに、ユーザが選択したファイルまたはフォル

ダに対して保持するアクセス権が表示されます。チェックマークが付いているエントリーは、

ユーザが表示されたアクセス権（許可と等価）を保持することを意味します。チェックマークが

付いていないエントリーは、その反対（拒否と等価）を意味します。

8 終了したら、インスペクタウインドウを閉じます。

共有ポイントで使用されるプロトコルを変更する
「サーバ管理」を使用して、共有ポイントへのアクセスに利用可能なプロトコルを変更できます。

利用可能なプロトコルは、次の通りです：
Â


AFP（42ページの「共有ポイントのAFP設定を変更する」を参照）

Â


SMB（43ページの「共有ポイントのSMB設定を変更する」を参照）

Â


FTP（44ページの「共有ポイントのFTP設定を変更する」を参照）

Â


NFS（44ページの「NFS共有ポイントをエクスポートする」を参照）

共有ポイントのプロトコルを変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックし、プロトコルを選びます。

6 構成を変更したいプロトコルを選んで、構成を変更します。

7 「OK」をクリックしてから、「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 sharingコマンドを使用しても、共有ポイントのプロトコル設定を変更できま

す。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービス
に関する章を参照してください。

NFS共有ポイントのクライアントアクセスを変更する
「サーバ管理」を使用して、NFS エクスポートにアクセス可能なクライアントを制限できます。

認証されたNFSクライアントを変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックして、NFS共有ポイントを選びます。

4 「プロトコルオプション」をクリックし、「NFS」を選びます。

5 「この項目とその内容の書き出し先」チェックボックスを選択し、ポップアップメニューからオ
プションを選びます：
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クライアントを特定のコンピュータに制限するには、「クライアントリスト」を選び、「追加」（+）
ボタンをクリックしてから、共有ポイントにアクセス可能なコンピュータの IP アドレスを入力
します。

クライアントを削除するには、「クライアントリスト」からアドレスを選んで「削除」（–）ボタ
ンをクリックします。

クライアントをサブネット全体に制限するには、「サブネット」を選んでサブネットのIPアドレ
スおよびサブネットマスクを入力します。

共有ポイントへの無制限（無認証）のアクセスを許可する場合は、「ワールド」を選びます。

6 「OK」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

共有ポイントへのゲストアクセスを可能にする
「サーバ管理」を使用して、ゲストユーザ（サーバが使用するディレクトリで定義されていない

ユーザ）が特定の共有ポイントに接続することを可能にできます。

参考：このセクションの内容は、NFSには適用されません。

共有ポイントのゲストアクセス権を変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、更新する共有ポイントをリストから選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「プロトコルオプション」をクリックし、共有ポイントへのアクセスに使用しているプロトコル
を選びます。

6 「ゲストアクセスを許可する」オプションを選びます。

7 「OK」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

参考：「サーバ管理」で、ゲストアクセスがサービスレベルでも有効になっていることを確認し
ます。

コマンドラインから
「ターミナル」で sharingコマンドを使用しても、共有ポイントへのゲストアクセスを有効にで

きます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサー
ビスに関する章を参照してください。

ドロップボックスを設定する
ドロップボックスは、カスタムのアクセス権が設定された共有フォルダです。ACLだけを使用す
る場合、特定のユーザがこのフォルダにファイルをコピーすることだけができ、内容は表示でき

ないようにアクセス権を設定できます。POSIXアクセス権だけを使用する場合は、すべてのユー
ザがファイルをドロップボックスにコピーでき、フルアクセスはドロップボックスのオーナーだ

けに与えるように、これらのアクセス権を設定する必要があります。
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ドロップボックスを作成するには：
1


AFP共有ポイント内に、ドロップボックスとして機能するフォルダを作成します。 

2 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

3 「ファイル共有」をクリックします。

4 「共有ポイント」をクリックし、ドロップボックスとして使用するAFP共有ポイント内のフォル
ダを選びます。

5 リストの下にある「アクセス権」をクリックします。

6



POSIXアクセス権を使用するか、POSIXアクセス権とACEを組み合わせて使用して、書き込み専
用アクセス権を設定します。

標準アクセス権を使ってドロップボックスを作成するには、「オーナー」、「グループ」、および

「その他」に「書き込み専用」アクセス権を設定します。詳しくは、40ページの「標準アクセス
権を設定する」を参照してください。

参考：セキュリティを高めたい場合は、「その他」に「なし」を割り当ててください。

ACL アクセス権を使ってドロップボックスを作成するには、次の2種類のACEを追加します：

Â ユーザが項目をドロップボックスにコピーするだけで、内容を表示しないようにしたい場合

は、「管理」と「読み出し」アクセス権を拒否し、「フォルダをスキャン」、「ファイルを作成

（データを書き込む）」、および「フォルダを作成（データを追加）」アクセス権だけを与える
ACEを追加します。

Â ユーザにドロップボックスに対する完全な制御を与える場合は、完全な「管理」、「読み出し」、

「書き込み」、および継承可能なアクセス権を与えるACEを追加します。
詳しくは、41ページの「ACLアクセス権を設定する」を参照してください。

7 「保存」をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で mkdirおよび chmodコマンドを使用しても、ドロップボックスを設定できます。

詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関
する章を参照してください。

ネットワークライブラリを設定する
ネットワークライブラリを構成すると、デフォルトの構成、フォント、画像、およびその他の共

通リソースなどの共有情報用に、ネットワーク上にリポジトリが作成されます。

共有ライブラリは、自動的に「/ ネットワーク /Library/」にマウントされ、Finder からアクセ
スできます。すべてのユーザにネットワークライブラリへのアクセスを付与するには、ゲストア

クセスを有効にする必要があります。ゲストアクセスでネットワークにログインするすべての

ユーザまたはグループがこの共有情報にアクセスでき、ネットワークライブラリはデフォルトの

検索パスに含まれます。ネットワークライブラリへのアクセスは、アクセス制御を使って制限で

きます。
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ネットワークライブラリを構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、ネットワークライブラリにしたい共有ポイントを選択します。

ネットワークライブラリ用の共有ポイントを作成する場合は、39ページの「共有ポイントを作
成する」を参照してください。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「自動マウント」チェックボックスを選択します。

6 「ディレクトリ」ポップアップメニューから、該当するユーザとコンピュータを含むディレクト
リドメインを選びます。

7 「プロトコル」ポップアップメニューから共有プロトコル（AFPまたはNFS）を選びます。

AFPを選択する場合は、すべてのユーザがKerberosSSO 認証を使ってホームフォルダにアクセ
スする場合を除き、自動マウントされたAFP 共有ポイントが機能するように、ゲストアクセス
が有効になっている必要があります。詳しくは、69ページの「アクセス設定を構成する」を参
照してください。

8 共有ポイントの「共有ライブラリフォルダ」を選んで、「/ネットワーク/Library/」を表示します。

9 「OK」をクリックします。

10 メッセージが表示されたら、認証を行います。

11 「保存」をクリックします。

MacOSXServerをネットワーク接続ストレージ用に使用する
MacOSXServer をネットワーク接続ストレージ（NAS）用に構成して、AFP、SMB、FTP、お
よびNFSを使用する基本的なすべてのNAS形態のファイル再共有と、ディレクトリ統合などの
高度な機能を提供できます。NAS は、RAID データ保護やストレージクラスタリング用の Xsan
といった、より高度なストレージアーキテクチャでも使用できます。

ネットワークユーザにNAS形態のファイル共有を提供するには、MacOSXServerをNAS用に
構成する必要があります。最も一般的な構成では、RAID装置（データ保存）と共にXserve（ファ
イルサーバとして）を使用します。また、より高度なNAS構成用にXsan を使用することもでき
ます。

以下の手順で、XserveNAS システムの設定方法について説明します。

手順 1：Xserveシステムをネットワークに接続する
Xserve システムには、ほかのネットワーク装置とのきわめて高速な通信のための、ギガビット
Ethernet ハードウェアが搭載されています。データ伝送レートは、ネットワークハブまたはス
イッチや使用されるケーブルなど、ほかのコンポーネントの速度によって決定されます。

NAS システムの一部として RAID ユニットも使用している場合は、Xserve ユニットに Apple
FibreChannelPCI カードを取り付け、2 つのハードウェアコンポーネント間にFibreChannel
ケーブルを取り付けることによって、RAIDユニットをXserveユニットに接続します。
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システムをネットワークに接続するときに、ネットワーク動作が停止しないようにするため、シ

ステム管理者またはほかの専門家と一緒に作業してください。システムを適切にラックに設置す

るには、Xserve ガイドに該当する手順がある場合はそれに従ってください。

手順 2：ドライブモジュール上にボリューム、パーティション、およびRAIDセットを設定する
ユーザの数、必要になる可能性のあるNAS、および将来の増加を考慮して、XserveNASシステ
ムの総ストレージを分割する方法を計画します。

次に、「ディスクユーティリティ」を使って、ドライブ上にパーティションまたはRAID アレイ
を作成します。RAID が搭載されている場合は、「RAIDAdmin」を使ってドライブ上にRAID ア
レイを作成し、「ディスクユーティリティ」を使ってアレイ上にファイルシステムを配置します。

これらのアプリケーションの使いかたについては、「ディスクユーティリティ」のオンラインヘ

ルプと「RAIDAdmin」のマニュアルを参照してください。

Xsanを使用しても、パーティションとRAID 構成を構成できます。Xsanについて詳しくは、Xsan
のマニュアルを参照してください。

手順 3：システムをネットワーク接続ストレージ装置として設定する
新しいXserve を購入した場合、MacOSXServer ソフトウェアはあらかじめインストールされ
ています。システムの電源を入れ、「サーバアシスタント」からの質問に答えて、サーバの初期

設定を行うだけで済みます。

MacOSXServer ソフトウェアをインストールする必要がある場合は、「お使いになる前に」を
参照してシステムの要件とインストールオプションについて理解し、サーバの再起動後に「サー

バアシスタント」を使ってストレージの初期設定を行ってください。「サーバアシスタント」は

「/ アプリケーション/ サーバ/」にあります。

参考：XserveNAS は、リモートでもローカルでも設定できます。リモートコンピュータから設
定する場合は、「AdminTools」ディスクにあるアプリケーションをリモートコンピュータにイ
ンストールします。ローカルで構成する場合は、モニタとキーボードを Xserve に接続します。
システムには、モニタの直接接続用のビデオカードが搭載されている必要があります。ビデオ

カードは、XserveG5を含む一部のXserve モデルではオプションです。

ネットワーク接続ストレージ（NAS）の初期設定を行うには：
1 システムがネットワークに接続されていることを確認します。

2 「サーバアシスタント」を開き、パネルに従って進み、該当の箇所に以下の情報を入力します：

Â 有効なサーバのシリアル番号。

Â サーバの固定IPアドレス（静的アドレス、またはアドレスを手入力したDHCPを使用）。

Â



AFP、NFS、FTP、およびSMBサービスを有効にして、すぐに利用できるようにします。

ユーザが FTP を使ってファイルを共有するようにしたい場合は、ネットワークが安全に構成
されていることを確認してください。
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AFPはMacOSX ファイル用の規格であり、NFSはUNIXおよびLinux ユーザ用のファイルプ
ロトコルです。また、SMBサービスにはSMB（ServerMessageBlock）プロトコルが含まれ、
MicrosoftWindows95、98、ME（MillenniumEdition）、NT4.0、2000、XP、およびVista
をサポートしています。FTP は、NAS システムに接続するすべてのユーザに、共有ファイル
へのアクセスを許可します。

3 サーバを再起動します。

手順 4：AFP、NFS、FTP、およびSMB のファイルサービスを構成します。
「サーバアシスタント」を使ってファイルサービスを有効にした場合は、ネットワーク上のクラ

イアントがファイルを共有できるようにAFP、NFS、FTP、およびSMBを構成できます。これら
のファイルサービスの構成の概要について、以下の手順で要約を示します。

これらのプロトコルの構成について詳しくは、このガイドの該当の章を参照してください。

手順 5：XserveNASの共有ポイントおよびアクセス権を設定する
共有ポイントを設定したり、共有ポイントのアクセス権を定義したりするには、「サーバ管理」を

使用します。詳しくは、39ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。

これらの手順が終了したら、XserveNAS システムの基本的な設定は完了です。共有ポイント、
ユーザ、およびグループは、必要なときにいつでも追加したり変更したりできます。

共有ポイントのSpotlightを構成する
クライアントコンピュータで共有ポイントを検索する必要がある場合は、「サーバ管理」の
Spotlightの索引作成を有効にできます。

Spotlight の索引作成は、 AFP またはSMB が有効になっている共有ポイントのみで利用できま
す。共有ポイントでAFPまたはSMBを使用しない場合は、 Spotlight検索を有効にしないでく
ださい。

共有ポイントでSpotlight が有効になっているときに、AFPとSMB を無効にすると、Spotlight
の索引作成は機能しなくなります。

Spotlight には、ネットワークボリュームのクイック検索を行う機能があり、このためには、共
有ポイント上のすべてのファイルとフォルダの索引がサーバで管理される必要があります。この

索引作成処理では、より多くのサーバリソースが使われます。これらのリソースを解放するには、

使う予定がない場合はSpotlight を無効にします。

共有ポイントのSpotlight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 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックし、「Splotlight」を有効にする共有ポイントを選択します。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「Spotlight 検索を有効にする」チェックボックスを選択します。

6 「保存」をクリックします。
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「TimeMachine」のバックアップ先を構成する
「TimeMachine」は、システムファイル、アプリケーション、アカウント、環境設定、および書
類を含む、お使いのコンピュータ上のあらゆる項目の最新コピーを保持する、バックアップアプ

リケーションです。「TimeMachine」では、あらゆる項目を元通りの状態で元の場所に戻すこと
によって、個々のファイル、フォルダ全体、またはコンピュータ全体を復元できます。

このオプションを選択すると、「TimeMachine」のバックアップ作成先の候補としてBonjour
を介して共有がブロードキャストされるため、その共有が「システム環境設定」の 1 つのオプ
ションとして表示されます。標準サーバまたはワークグループサーバでは、このオプションを選

択すると、POSIX アクセス権が770、POSIXグループがcom.apple.access_backupに設定され
ます。

共有ポイントは、「サーバ管理」でTimeMachineバックアップとして指定できます。

「TimeMachine」のバックアップ先を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「共有ポイント」をクリックして、共有ポイントを選びます。

4 リストの下にある「共有ポイント」をクリックします。

5 「TimeMachineバックアップの作成先として使用」チェックボックスを選択します。

6 「保存」をクリックします。

共有ポイントのクオータを監視する
ユーザに割り当てられたボリュームの領域を表示するには、「サーバ管理」を使用します。この

領域（ディスク・クオータ）は、「ワークグループマネージャ」で構成するもので、ユーザのホー

ムフォルダの最大サイズです。

共有ポイントのクオータを監視するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「ファイル共有」をクリックします。

3 「ボリューム」をクリックし、監視するボリュームを選択します。

4 リストの下で「クオータ」をクリックします。

5 「このボリューム上でクオータを有効にする」チェックボックスを選択します。

有効になったボリュームのディスク・クオータ情報は、クオータモニタに一覧表示されます。こ

の情報には、ユーザ名、使用領域（MB）、空き領域（MB）、および制限（MB）が含まれます。

6 「保存」をクリックします。
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SACLアクセス権を設定する
SACLを使用すると、 AFP、FTP、およびSMBファイルサービスへのアクセス権を持つユーザを
指定できます。これにより、どのユーザがサービスを使用でき、どの管理者がサービスの監視と

管理のアクセス権を持つかを、より細かく制御できます。

ユーザおよびグループのSACLアクセス権を設定する
ファイルサービスにアクセスするユーザとグループのSACL アクセス権を設定するには、「サー
バ管理」を使用します。

ファイルサービスに対するユーザとグループの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」をクリックします。

3 「アクセス」をクリックします。

4 「サービス」をクリックします。

5 サービスに対する目的の制限のレベルを選びます：

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」を選びます。

個々のサービスの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」を選び、次に

「サービス」リストからサービスを選びます。

6 ユーザとグループに対する目的の制限のレベルを選びます：

無制限のアクセスを指定するには、「すべてのユーザとグループを許可する」をクリックします。

アクセスを特定のユーザとグループに制限するには、「以下のユーザとグループのみを許可する」

を選び、「追加」（+）ボタンをクリックして「ユーザとグループ」パネルを開いてから、ユーザ
とグループを「ユーザとグループ」パネルからリストにドラッグします。

7 「保存」をクリックします。

管理者のSACLアクセス権を設定する
ファイルサービスの監視や管理を行う管理者のSACLアクセス権を設定するには、「サーバ管理」
を使用します。

ファイルサービスに対する管理者の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」をクリックします。

3 「アクセス」をクリックします。

4 「管理者」をクリックします。

5 サービスに対する目的の制限のレベルを選びます：

すべてのサービスに対するアクセスを制限するには、「すべてのサービスが対象」を選びます。

個々のサービスの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」を選び、次に

「サービス」リストからサービスを選びます。
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6 「追加」（+）ボタンをクリックして、「ユーザとグループ」リストを開きます。

7 ユーザとグループをリストにドラッグします。

8 ユーザのアクセス権を設定します：

管理者に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

から「管理者」を選択します。

監視の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か

ら「モニタ」を選択します。

9 「保存」をクリックします。
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AFPサービスを操作する

この章では、MacOSXServer でAFP サービスを設定および管理す
る方法について説明します。

AppleFilingProtocol（AFP）サービスを使用すると、MacOS クライアントは、サーバに接続
してフォルダやファイルにアクセスできます。MacOS以外のクライアントも、他社製のAFP ク
ライアントソフトウェアを使用してAFP 経由でサーバに接続できます。

AFP サービスは、バージョン3.3 のAFPを使用します。このバージョンでは、Unicode ファイ
ル名、アクセス制御リスト（ACL）、64 ビットのファイルサイズ、拡張属性、Spotlight 検索な
どの新しい機能がサポートされています。Unicodeとは、言語や、言語を表示するために使用さ
れるオペレーティングシステムにかかわらず、各文字に一意の数値が割り当てられる規格のこと

です。

Kerberos認証
AFPでは、Kerberos認証がサポートされます。Kerberosとは、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、MITが開発したネットワーク認証プロトコルです。

MacOSXServerでは、標準の認証方法に加え、GSSAPI（GenericSecurityServicesApplication
ProgrammingInterface）認証プロトコルを使用します。GSSAPI は、Kerberosv.5を使用した
認証に使用されます。認証方法を指定するときは、「サーバ管理」でAFPサービス設定の「アク
セス」パネルを使用します。

詳しくは、69ページの「アクセス設定を構成する」を参照してください。Kerberosの設定につ
いて詳しくは、「Open Directory の管理」を参照してください。
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自動再接続
MacOSXServerでは、アイドル状態またはスリープ状態になったMacOSXクライアントに自
動的に再接続できます。

クライアントがアイドル状態またはスリープ状態になると、 MacOSXServerはそれらのクライ
アントの接続を解除してサーバリソースを解放します。ただし、MacOSXServerはMacOSX
クライアントセッションを保存するように構成できるので、クライアントはファイルが開かれた

ときにデータを失うことなく作業を再開できます。

この設定は、「サーバ管理」の AFP サービス設定ウインドウ内にある「アイドル状態のユーザ」
パネルで行います。詳しくは、71ページの「「アイドル状態のユーザ」設定を構成する」を参照
してください。

内容を検索する
MacOSXクライアントは、「Spotlight」を使ってAFPサーバの内容を検索できます。この機能
にはアクセス権が適用されるため、ユーザは、アクセス権を持つファイルだけを検索できます。

AppleTalkのサポート
AFP サービスでは、クライアント接続方法としてAppleTalk はサポートされなくなりました。
AppleTalkクライアントは「セレクタ」内にAFPサーバを表示できますが、これらのサーバへの
接続にはTCP/IPを使用する必要があります。

詳しくは、80ページの「MacOSX クライアント」および83ページの「MacOS8 および
MacOS9クライアントからAFPサーバに接続する」を参照してください。

AFPサービスの仕様
AFPサービスのデフォルトの仕様は、次の通りです：

Â 使用許諾契約に応じた最大接続ユーザ数：  無制限（ハードウェアに依存）

Â 最大ボリュームサイズ：  16テラバイト
Â


TCPポート番号：  548

Â ログファイルの場所：  「/ライブラリ/Logs/AppleFileService/」
Â


Bonjour登録の種類：  afpserver
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設定の概要
ここでは、AFPサービスを設定するための基本的な手順の概要について説明します。

手順 1：AFPサービスを有効にする 
AFPサービスを構成する前に、AFPを有効にする必要があります。詳しくは、67ページの「AFP
サービスを有効にする」を参照してください。

手順 2：AFPの一般設定を構成する
「一般」設定では、AFP共有ポイントの告知、 MacOS8 およびMacOS9 クライアントでのサー
バ検索の有効化、ログインメッセージの指定を構成します。詳しくは、68ページの「一般設定
を構成する」を参照してください。

手順 3：AFPアクセスの設定を構成する
「アクセス」設定を使って、ゲストAFP ユーザの許可、Windows クライアントの同時接続数の
制限、またはAFP 認証オプションの設定を行います。詳しくは、69ページの「アクセス設定を
構成する」を参照してください。

手順 4：AFPのログの設定を構成する
「ログ」設定を使って、AFP ログファイルに記録される情報の量を指定します。詳しくは、70ペー
ジの「ログ設定を構成する」を参照してください。

手順 5：AFPの「アイドル状態のユーザ」設定を構成する
「アイドル状態のユーザ」設定を使って、アイドル状態のクライアントの接続解除、指定された

時間スリープ状態になった後でのクライアントの再接続の有効化、および接続解除メッセージの

カスタマイズを行います。詳しくは、71ページの「「アイドル状態のユーザ」設定を構成する」
を参照してください。

手順 6：AFPサービスを開始する
AFPを構成した後、サービスを開始して利用できるようにします。詳しくは、72ページの「AFP
サービスを開始する」を参照してください。

AFPサービスを有効にする
AFPの設定を構成するには、「サーバ管理」でAFPサービスを有効にしておく必要があります。

AFPサービスを有効にするには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックしてから、「サービス」をクリックします。

3 「AFP」チェックボックスを選択します。

4 「保存」をクリックします。
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AFPサービスを設定する
MacOSXServer のインストール時に「サーバアシスタント」でAFP サービスの開始を有効に
した場合は、追加の操作を行う必要はありません。デフォルトのサービス設定が目的に合ってい

ることを確認してください。

「サーバ管理」のAFPサービス用の「設定」パネルには、4つの設定グループがあります：

Â「一般」：AFPサービスのサーバの識別情報の設定、自動開始の設定、およびログインメッセー
ジの作成を行います。

Â「アクセス」：クライアント接続およびゲストアクセスを設定します。

Â「ログ」：AFPサービスのログを構成および管理します。

Â「アイドル状態のユーザ」：アイドル状態のユーザ設定を構成および管理します。

以下のセクションでは、これらの設定の構成方法を説明します。5番目のセクションでは、設定
の完了後にAFPサービスを開始する方法について説明します。

一般設定を構成する
自動開始の設定、Bonjourを使用したブラウズの有効化、およびユーザに表示するログインメッ
セージの作成を行うときは、AFP の「一般」設定パネルを使用します。

AFPサービスの「一般」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」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 「Bonjour 登録を有効にする」を選んで、Bonjourを使用してAFP共有ポイントを告知します。

このオプションを選択すると、クライアントが、MacOSXの「サーバへ接続」コマンドや
MacOS9のネットワークブラウザを使用して共有ポイントをブラウズできるようになります。

SLP（ServiceLocationProtocol）およびIP マルチキャスティングについては、「ネットワーク
サービスの管理」を参照してください。

6 特殊な言語設定のMacOS8およびMacOS9クライアントを使用している場合は、「古いクライ
アント用にエンコードする」ポップアップメニューから適切な文字セットを選びます。

MacOS9以前のクライアントが接続したときに、サーバは、ファイル名をシステムのUTF-8 文
字エンコーディングから、指定した文字セットに変換します。この設定は、MacOSX クライア
ントユーザには影響しません。

7 「ログインメッセージ」フィールドに、ユーザに対して表示したいメッセージを入力します。

ユーザが自分のホームフォルダにログインしたときには、このメッセージは表示されません。

メッセージをユーザに繰り返し表示しないようにするには、「同じメッセージを同じユーザに 2
回送らない」を選びます。

8 「保存」をクリックします。
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コマンドラインから
「ターミナル」で serveradmin コマンドを使用するか、AFP 環境設定ファイルを変更しても、
AFP サービスの設定を変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

アクセス設定を構成する
クライアント接続やゲストアクセスを制御するには、「サーバ管理」のAFP 設定の「アクセス」
パネルを使用します。

AFPサービスの「アクセス」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「アクセス」をクリックします。

5 「認証」ポップアップメニューから、使用する認証方式を選びます：「標準」、「Kerberos」、また
は「すべてのメソッド」から選びます。

6 必要に応じて、「ゲストアクセスを有効にする」を選んで、登録されていないユーザにAFP共有
ポイントへのアクセスを許可します。

ゲストアクセスは、一時的なユーザにファイルやその他の項目へのアクセスを提供する場合に便

利な方法ですが、セキュリティを高める場合にはこのオプションを選択しないでください。

参考：Appleファイルサービスでのゲストアクセスを全体として許可した後で、各共有ポイント
へのゲストアクセスを個別に有効／無効にできます。

7 「管理者が登録ユーザとして振る舞えるようにする」を選んで、管理者が、管理者のパスワード
を保持するユーザ名を使ってログインして、AFPサービスを利用できるようにします。

8 「クライアントの接続数」または「ゲストの接続数」フィールドの横にあるボタンをクリックし、
数を入力することで、クライアントの同時接続数を制限します。

同時ユーザの最大数は、所有するライセンスの種類によって制限されます。たとえば、サーバで
10ユーザライセンスを所有している場合、一度に接続できるのは最大で10ユーザです。

接続の最大数を制限しない場合は、「無制限」を選択します。ゲストの最大数が、許可されてい

るクライアント接続の最大数を超えることはできません。

9 「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 serveradminコマンドを使用するか、AFP 環境設定ファイルを再構成しても、
AFP のアクセス設定を変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。
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ログ設定を構成する
サービスログを構成および管理するには、「サーバ管理」のAFP サービス設定の「ログ」パネル
を使用します。

AFPサービスの「ログ」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ログ」をクリックします。

5



AFPを使用してサーバに接続するユーザのレコードを保持するには、「アクセスログを許可する」
を選びます。

6 アクティブなログを定期的に閉じて保存し、新しいログを開くには、「__ 日ごとにアーカイブす
る」を選んで、ログをアーカイブするまでの日数を入力します。

デフォルトは7日間です。サーバは、アーカイブに保存する各期間の最後にアクティブなログを
閉じ、ファイル名を現在の日付を含む名前に変更して、新しいログファイルを開きます。

7



Appleファイルサービスで記録するイベントを選びます。

選択した操作をユーザが実行すると、エントリがログに追加されます。

ログに追加するイベントの数を選択するときは、空きディスク領域を考慮してください。選択す

るイベントが多くなるほど、より早くログファイルは大きくなります。

8 エラーログファイルの内容をアーカイブに保存する頻度を選択するには、「エラーログ」の

「__日ごとにアーカイブする」を選んで、日数を入力します。

9 「保存」をクリックします。

アーカイブに保存されたログは、記録として保存できます。また、不要になったら手動で削除し

て、ディスク領域を解放することもできます。ログファイルは、「/ライブラリ/Logs/
AppleFileService/」に保存されます。MacOSXServer に含まれているlogrollingスクリプト
を使うと、ログファイルに使われるディスク領域を解放できます。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradmin コマンドを使用するか、AFP 環境設定ファイルを変更しても、
AFP サービスのログ設定を変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。
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「アイドル状態のユーザ」設定を構成する
サーバがアイドル状態のユーザを処理する方法を指定するには、AFPサービス設定の「アイドル
状態のユーザ」パネルを使用します。アイドル状態のユーザとは、サーバに接続しているが、定

義された期間接続を使用していないユーザのことです。

クライアントが指定されたアイドル時間より長くアイドルまたはスリープ状態にある場合、開い

ているファイルは閉じられ、クライアントの接続は解除されるため、保存していない作業はすべ

て失われます。

「アイドル状態のユーザ」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「アイドル状態のユーザ」をクリックします。

5 クライアントコンピュータが一定の時間スリープ状態になった後でも再接続できるようにする

には、「クライアントに制限時間内のスリープを許可　設定：」を選択し、適切なフィールドに

数を入力します。

スリープ状態のクライアントは、アイドル状態として表示されません。

サーバがスリープ状態のクライアントの接続を解除しても、クライアントのセッションは指定さ

れた時間維持されます。スリープ状態のMacOSXバージョン10.2 以降のクライアントは、「ク
ライアントに__ 時間スリープを許可する」の設定の範囲内であれば、開いたファイルで作業を
再開できます。

6 アイドル状態の時間制限を指定するには、「接続解除するまでのアイドルタイム：__ 分」を選択
し、時間を分単位で入力します。この時間を過ぎると、アイドル状態の接続のAFP セッション
が接続解除されます。

特定の種類のユーザが接続を解除されるのを防ぐには、「除くユーザ」でユーザを選びます。

7 「解除を知らせるメッセージ」フィールドに、ユーザの接続を解除するときに表示するメッセー
ジを入力します。

メッセージを入力しない場合、接続が一定時間アイドル状態だったために接続が解除されたこと

は、デフォルトのメッセージで表示されます。

8 「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 serveradmin コマンドを使用するか、AFP 環境設定ファイルを変更しても、
AFP サービスのアイドル状態のユーザ設定を変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理
（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。
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AFPサービスを開始する
AFPサービスを開始して、クライアントユーザが AFP共有ポイントを利用できるようにします。

AFPサービスを開始するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「AFP を開始」（「サーバ」リストの下）をクリックします。

サービスはユーザにより停止されるまで実行を続け、サーバが再起動すると再開されます。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradmin コマンドを使用しても、AFP サービスを開始できます。詳しく
は、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章
を参照してください。

AFPサービスを管理する
このセクションでは、サーバに AFP サービスを設定した後に行う、一般的な日常の作業につい
て説明します。初期設定については、68ページの「AFP サービスを設定する」を参照してくだ
さい。

AFPサービスの状況を確認する
AFPサービスの状況を確認するには、「サーバ管理」を使用します。 

AFPサービスの状況を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 サービスが稼動しているかどうかとその開始日時、サービスのスループット、接続数、およびゲ

ストアクセスが許可されているかどうかといった情報を表示するには、「概要」をクリックします。

5 アクセスログとエラーログを確認するには、「ログ」をクリックします。

表示するログを選ぶには、「表示」ポップアップメニューを使用します。

6 接続中のユーザやスループットのグラフを表示するには、「グラフ」タブをクリックします。

表示するグラフを選んだり、データのグラフを表示する期間を選ぶには、ポップアップメニュー

を使います。
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7 接続中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、接続状況、ユーザの IP アドレスとドメイン名、接続時間、および
最後にデータ転送してからの時間（アイドル時間）が表示されます。

コマンドラインから
「ターミナル」で ps または top コマンドを使用しても、AFP サービスの処理状況を確認できま
す。また、 cat または tailコマンドを使用して「 /ライブラリ/Logs/AppleFileService/」内の
ログファイルを表示しても確認できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

AFPサービスログを表示する
AFP サービスのエラーログとアクセスログ（有効に設定している場合）を表示するには、「サー
バ管理」を使用します。

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 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「ログ」をクリックし、「表示」ポップアップメニューを使って、アクセスログまたはエラーログ
を選びます。

特定のエントリーについて検索するには、右上にある「フィルタ」フィールドを使用します。

コマンドラインから
「ターミナル」で catまたは tailコマンドを使用しても、「/ライブラリ/Logs/AppleFileService/」
内の AFP サービスログを表示できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

AFPグラフを表示する
AFPグラフを表示するには、「サーバ管理」を使用します。

AFPグラフを表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 接続中のユーザやスループットのグラフを表示するには、「グラフ」タブをクリックします。

表示するグラフと、データのグラフを表示する期間を選ぶには、ポップアップメニューを使い

ます。

5 グラフ内のデータを更新するには、「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下）をクリック

します。
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AFP接続を表示する
AFP サービスを介してサーバに接続されているクライアントを表示するには、「サーバ管理」を
使用します。

AFP接続を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 接続中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、接続状況、ユーザの IP アドレスとドメイン名、接続時間、および
最後にデータ転送してからの時間（アイドル時間）が表示されます。

すべてのクライアントコンピュータに接続解除のメッセージを送信してから、サービスを停止で

きます。これには、「停止」をクリックし、サービスをいつ停止するかを入力し、メッセージを

入力してから「送信」をクリックします。

リストからユーザを選び、「メッセージを送る」をクリックし、メッセージを入力してから「送

信」をクリックすれば、メッセージをユーザに送信できます。

個々のクライアントコンピュータに接続解除のメッセージを送信してから、それらのクライアン

トコンピュータをサーバから接続解除できます。これには、「接続解除」をクリックし、ユーザ

がいつ接続解除されるかを入力し、メッセージを入力してから「送信」をクリックします。

重要：接続解除されたユーザは、開いているファイルに対して行った未保存の変更を失う可能性
があります。

5 接続しているユーザのリストを更新するには、「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下）

をクリックします。

AFPサービスを停止する
AFP サービスを停止するには、「サーバ管理」を使用します。これによりすべてのユーザの接続
が解除されるため、接続しているユーザは、開いているファイルに対して行った未保存の変更を

失う可能性があります。

AFPサービスのシャットダウンを開始し、ユーザに警告するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「接続」をクリックしてから、「停止」をクリックします。

5



AFPサービスが停止するまでに、クライアントがファイルを保存するために必要な時間を入力し
ます。
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6 接続を解除する理由をユーザに表示する場合は、「追加メッセージ」フィールドにメッセージを

入力します。

メッセージを入力しない場合、指定時間（分）が経過したらサーバが停止することを示すデフォ

ルトのメッセージが送信されます。

7 「送信」をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、AFP サービスをすぐに停止できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

Bonjourによるブラウズを有効にする
AFP サービスをBonjour に登録すると、ユーザは、利用可能なサーバをブラウズしてサーバを
検索できます。登録しない場合、ブラウズできないユーザは、接続時にサーバのホスト名または
IPアドレスを入力する必要があります。 

Bonjourに登録するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」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 「Bonjour 登録を有効にする」を選択します。

6 「保存」をクリックします。

AFP共有ポイントでは、Bonjour 登録の種類として afpserverが使用されます。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradmin コマンドを使用しても、AFP サービスでBonjour に登録するよ
うに設定できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」の
ファイルサービスに関する章を参照してください。

接続を制限する
サーバで多数のサービスを提供している場合は、同時に接続できるクライアントおよびゲストの

数を制限して、ユーザの数が多すぎることでサービスのパフォーマンスが低下するのを防ぐこと

ができます。

最大接続数を設定するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。
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4 「設定」をクリックしてから「アクセス」をクリックし、「最大接続数」の値を確認します。

デフォルトでは、クライアントとゲストの最大接続数は「無制限」に設定されます。

5 「クライアントの接続数（ゲストを含む）」数値フィールドの横のボタンをクリックして、許可す
る最大接続数を入力します。

ゲスト接続の制限はクライアント接続の制限に基づきます。また、ゲスト接続数は総接続数の制

限に基づいて決定されます。たとえば、クライアントの最大接続数を400に、ゲストの最大接続
数を50 に指定した場合、ゲストの接続数が50 であれば登録ユーザ用に残された接続数は350
になります。

6 数値フィールドと隣の「ゲストの接続数」の横のボタンをクリックして、許可する最大ゲスト数

を入力します。

7 「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 serveradminコマンドを使用しても、AFPサービスの接続数の制限を設定でき
ます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービ
スに関する章を参照してください。

アクセスログを管理する
アクセスログには、ユーザが接続または接続解除をしたり、ファイルを開いたり、またはファイ

ルやフォルダの作成や削除をしたときの時刻が記録されます。

アクセスログを設定するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ログ」をクリックします。

5 「アクセスログ機能を有効にする」を選びます。

6 記録するイベントを選びます。

ログに記録するイベントを選択する場合は、利用可能なディスク領域について考慮してくださ

い。選択するイベントが多くなるほど、より早くログファイルは大きくなります。

ログを表示するには、「サーバ管理」を開いて「AFP」を選択し、「ログ」をクリックします。

または、「ターミナル」を使って、「/ライブラリ/Logs/AppleFileService/」に保存されたログを
表示します。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、AFPサービスでログを記録するように設
定できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイル
サービスに関する章を参照してください。
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ユーザの接続を解除する
「サーバ管理」を使用して、ユーザをAppleファイルサーバから接続解除できます。

重要：接続が解除されると、ユーザが保存していない情報は失われます。

ユーザの接続を解除するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「接続」をクリックします。

5 ユーザを選択し、「接続解除」をクリックします。

6 ユーザの接続が解除されるまでの時間を入力し、接続解除のメッセージを入力します。

メッセージを入力しない場合は、デフォルトのメッセージが表示されます。

7 「送信」をクリックします。

アイドル状態のユーザ接続を自動的に解除する
一定時間サーバを使用していないユーザの接続を解除するように、AFPサービスを設定できます。

アイドル状態のユーザをサーバでどのように扱うか設定するには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「アイドル状態のユーザ」をクリックします。

5 クライアントコンピュータが一定の時間スリープ状態になった後でも再接続できるようにする

には、「クライアントに__時間スリープを許可する」を選択して、スリープ状態になっても自動
的にサーバに再接続できる時間を入力します。

サーバがスリープ状態のクライアントの接続を解除しても、クライアントのセッションは指定さ

れた時間維持されます。ユーザがその時間内に作業を再開すると、クライアントはほとんど中断

されることなく再接続されます。

6 アイドル状態の時間制限を指定するには、「接続解除するまでのアイドル時間：__分」を選択し
て、時間を分単位で入力します。この時間を過ぎると、アイドル状態のコンピュータの接続が解

除されます。

スリープ状態のMacOSXv10.2 以降のクライアントは、「クライアントに__時間スリープを許
可する」の設定の範囲内であれば、開いたファイルで作業を再開できます。

7 特定の種類のユーザが接続を解除されるのを防ぐには、「除くユーザ」でユーザを選びます。
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8 「解除を知らせるメッセージ」フィールドに、ユーザの接続を解除するときに表示するメッセー
ジを入力します。

メッセージを入力しなかった場合は、接続がアイドル状態だったために接続が解除されたことを

デフォルトのメッセージで表示します。

9 「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 serveradmin コマンドを使用するか、AFP 環境設定ファイルを変更しても、
AFP サービスのアイドル状態のユーザ設定を変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理
（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

ユーザにメッセージを送信する
「サーバ管理」でAFPサービスを使用して、クライアントにメッセージを送信できます。

ユーザにメッセージを送信するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「接続」をクリックして、リストからユーザの名前を選びます。

5 「メッセージを送る」をクリックします。

6 メッセージを入力して、「送信」をクリックします。

参考：ユーザがメッセージに返信することはできません。

ゲストアクセスを有効にする
ゲストとは、ユーザ名またはパスワードを入力せずにログインし、サーバに関する情報を見るこ

とができるユーザのことです。セキュリティを強化したい場合は、ゲストアクセスを許可しない

でください。

サービスに対するゲストアクセスを有効にした後、特定の共有ポイントに対するゲストアクセス

を有効にします。詳しくは、57ページの「共有ポイントへのゲストアクセスを可能にする」を
参照してください。

ゲストアクセスを許可するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「アクセス」をクリックします。

5 「ゲストアクセスを有効にする」を選びます。
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6 ゲストが使用できるクライアントの接続数を制限する場合は、「最大接続数：」の「ゲストの接

続数」オプションで数値を入力します。

サーバに同時に接続できるゲストユーザ数を制限しない場合は、「無制限」を選びます。

7 「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 serveradminコマンドを使用しても、AFP サービスでゲストアクセスを許可す
るように設定できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」
のファイルサービスに関する章を参照してください。

ログインメッセージを作成する
ログインメッセージは、ユーザがサーバにログインしたときに表示されるメッセージです。

ログインメッセージを作成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「AFP」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 「ログインメッセージ」フィールドにメッセージを入力します。

メッセージを変更した場合は、ユーザが次回サーバに接続したときに、新しいメッセージが表示

されます。

6 メッセージをユーザに繰り返し表示しないようにするには、「同じメッセージを同じユーザに2回
送らない」を選びます。

7 「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 serveradminコマンドを使用しても、AFPサービスのメッセージを変更できま
す。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービス
に関する章を参照してください。

ActiveDirectoryとAFPサービスを統合する
AFPサービスは、MacユーザがActiveDirectory を使用してAFP共有ポイントに対する認証と
承認を行うように構成できます。Windows コンピュータとMac コンピュータが存在する混合プ
ラットフォーム環境では、MacOSX のAFPサーバをWindows のActiveDirectoryサーバと統
合できます。Macユーザは、ActiveDirectoryユーザアカウント資格情報を使用して、AFP共有
ポイントにアクセスできます。

AFPをActiveDirectoryと統合するには：
1


Mac ユーザ用のAFP 共有ポイントを作成します。

詳しくは、39ページの「共有ポイントを作成する」を参照してください。
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2 「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。

3 カギのアイコンがロックされている場合は、カギをクリックして、管理者の名前とパスワードを

入力します。

4 「ディレクトリサーバ」をクリックして「追加」（+）ボタンをクリックします。

5 「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」を選んで
から、以下の情報を入力します：

Â「Active Directoryのドメイン」：：：：これは、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」：：：：オプションで、ActiveDirectoryでサーバ用に使用したいIDを編集します。
これは、サーバのNetBIOS 名です。名前は15文字以内にしてください。特殊文字や句読点は
使用できません。

可能であれば、サーバ名をその修飾されていないDNS ホスト名と一致させてください。たと
えば、DNSサーバにサーバのエントリーが「server.example.com」として指定されている場
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 /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。

6 「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。

AFPクライアントをサポートする
共有ポイントとAFP サービスを構成した後、クライアントは、Finderの「サーバへ接続」ウイ
ンドウを使って接続できます。または、ログイン時に共有ボリュームをマウントできます。

参考：アップル以外のクライアントも、他社製のAFPクライアントソフトウェアを使用してAFP
経由で接続できます。

MacOSXクライアント
AFPサービスには、次のMacOSXシステムソフトウェアが必要です：
Â


TCP/IP 接続

Â


AppleShare3.7以降

MacOSXでサポートされるAppleShareクライアントソフトウェアの最新バージョンは、アッ
プルのサポート用Web サイト（www.apple.com/jp/support/）で確認できます。

MacOSXでAFPサーバに接続する
「サーバへ接続」ウインドウで、サーバのDNS 名とIP アドレスを入力することで、Appleファ
イルサーバに接続できます。また、サーバがBonjour に登録されている場合は、Finder のネッ
トワークアイコンでブラウズできます。

参考：Apple ファイルサービスでは AppleTalk 接続がサポートされないので、クライアントは
TCP/IP を使用してファイルサービスにアクセスする必要があります。
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MacOSX でAppleファイルサーバに接続するには：
1


Finderで、「移動」＞「サーバへ接続」と選択します。

2 「サーバへ接続」パネルで、次の操作のいずれかを実行します：

Â リスト内のサーバをブラウズします。サーバが表示されている場合は、そのサーバを選択し

ます。

Â サーバのDNS 名を、「アドレス」フィールドに次の形式のいずれかで入力します：
サーバ 

afp://server

afp://server/share point

Â サーバのIP アドレスを「アドレス」フィールドに入力します。

3 「接続」をクリックします。

4 ユーザ名とパスワードを入力するか「ゲスト」を選択して、「接続」をクリックします。

5 使用する共有ポイントを選んで、「OK」をクリックします。

AFP接続のデフォルトのユーザ名を変更する
Finder の「サーバへ接続」コマンドを使ってAFP サーバに接続すると、デフォルトでは、ログ
インパネルにユーザのフルネームが設定されます。MacOSX バージョン10.5以降では、このパ
ネルをカスタマイズして、ショートネームまたはカスタム名を表示するか、ユーザ名を表示しな

いようにできます。

重要：次に示す手順には、 defaults コマンドを使用したプロパティリスト（.plist）ファイルの
使用が含まれるため、経験のあるMacOSX 管理者を対象としています。このファイルを正しく
編集しないと、MacOSXが予期しない動作をする可能性があります。これらの手順を実行する
前に、「/ ライブラリ/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization.plist」ファイルのバック
アップコピーを作成してください。

このファイルは、「サーバへ接続」ダイアログの「名前」フィールドに次のいずれかが設定され

るように編集できます：

Â 現在のユーザのロングネーム（デフォルトの動作）

Â 現在のユーザのショートネーム

Â カスタム名

Â 名前なし

参考：「サーバへ接続」ダイアログの「パスワードをキーチェーンに保存」オプションを選択す
ると、「キーチェーン」のエントリーに保存されている名前は、この環境設定ファイル内の設定

より優先されます。

「ターミナル」で defaultsコマンドを使用して、デフォルトの名前を次のように変更します：

現在のユーザのショートネームを設定するには： 

$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseDefaultName -bool NO
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$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseShortName -bool YES

カスタム名を設定するには： 

$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseDefaultName -bool YES

$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

DefaultName “user”

“user”を目的のカスタム名と置き換えて、引用符で囲みます。

名前なしに設定するには： 

$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseDefaultName -bool YES

$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

DefaultName “”

現在のユーザのロングネームを設定するには：
これは、上に示した名前のいずれかを変更した場合にだけ必要です。 

$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseDefaultName -bool NO

$ defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseShortName -bool NO

または 

$ defaults delete /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseDefaultName

$ defaults delete /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization 

UseShortName

共有ポイントを自動的にマウントするようにMacOSXクライアントを設定
する
AFP またはNFSのネットワークマウント機能を使用する代わりに、 MacOSX クライアントで、
サーバボリュームを自動的にマウントするようにコンピュータを設定できます。

サーバボリュームを自動的にマウントするようにMacOSX バージョン10.2.8 以前のクライア
ントを設定するには：

1 クライアントコンピュータにユーザとしてログインして、ボリュームをマウントします。

2 「システム環境設定」を開き、「ログイン項目」をクリックします。

3 「追加」をクリックし、「RecentServers」フォルダを探して、自動的にマウントするボリューム
をダブルクリックします。

クライアントユーザが次回ログインしたとき、サーバが利用可能な場合はマウントされます。

また、クライアントユーザは、サーバボリュームを「よく使う項目」に追加してから、ホームの

「ライブラリ」の「Favorites」フォルダにある項目を使用することもできます。
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サーバボリュームを自動的にマウントするようにMacOSXバージョン10.3以降のクライアン
トを設定するには：

1 クライアントコンピュータにユーザとしてログインして、ボリュームをマウントします。

2 「システム環境設定」を開き、「アカウント」をクリックします。

3 ユーザを選択し、「起動項目」（MacOSXv10.3）または「ログイン項目」（MacOSXv10.4以降）
をクリックします。

4 「サーバ」リストの下にある「追加」（+）ボタンをクリックしてサーバボリュームを選択し、「追
加」をクリックします。

MacOS8およびMacOS9クライアントからAFPサーバに接続する
Appleファイルサービスには、次のMacOS8またはMacOS9 のシステムソフトウェアが必要
です：

Â


MacOS8（バージョン8.6）、またはMacOS9（バージョン9.2.2）

Â


TCP/IP

Â



AppleShare クライアント3.7以降

MacOS8およびMacOS9でサポートされるAppleShareクライアントソフトウェアの最新バー
ジョンは、アップルのサポートWebサイト（www.apple.com/jp/support/）で確認できます。

参考：Apple ファイルサービスでは AppleTalk 接続がサポートされないので、クライアントは
TCP/IP を使用してファイルサービスにアクセスする必要があります。

MacOS8またはMacOS9から接続するには：
1 「セレクタ」を開いて、「AppleShare」をクリックします。

2 ファイルサーバを選択して、「OK」をクリックします。

3 ユーザ名とパスワードを入力するか「ゲスト」を選択して、「接続」をクリックします。

4 使用するボリュームを選んで、「OK」をクリックします。

共有ポイントを自動的にマウントするようにMacOS8またはMacOS9クラ
イアントを設定する
AFP またはNFS のネットワークマウント機能を使用する代わりに、クライアントで、サーバボ
リュームを自動的にマウントするようにコンピュータを設定できます。

サーバボリュームを自動的にマウントするようにMacOS8またはMacOS9のクライアントを
設定するには：

1 「セレクタ」を使用して、クライアントコンピュータにボリュームをマウントします。

2 ログイン後に表示される項目選択のダイアログで、自動的にマウントするサーバボリュームを選
択します。
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IPフェイルオーバーを構成する
IPフェイルオーバーは、 2台のコンピュータがマスター／バックアップという関係になるように
設定して、マスターコンピュータに障害が発生した場合に、ユーザが意識しなくても、バック

アップコンピュータがサービスの中断を最低限に抑えてマスターの役割を引き受けることがで

きるようにするテクノロジーです。

たとえば、1,000 人のユーザがホーム・ディレクトリ・サーバを使用していて、バックアップ
サーバが存在していない場合、ディレクトリサーバに障害が発生すると、ユーザは自分のファイ

ルにアクセスできなくなります。ただし、別のサーバをバックアップとして設定すれば、マス

ターサーバに障害が発生した場合でも、データが両方のコンピュータからアクセスできる共有ス

トレージに保管されている限り、ユーザは、サービスの中断を意識せずにバックアップサーバか

らファイルにアクセスできます。

MacOSXServerには、IP フェイルオーバーのサポートが組み込まれています。このセクション
では、IP フェイルオーバーがMacOSXServer でどのように機能するかと、その構成方法につ
いて説明します。

IPフェイルオーバーの概要
IP フェイルオーバーにより、サーバの高可用性が保証されます。単純なIP フェイルオーバーの
ソリューションは、2 台のMacOSXServerコンピュータで構成されます。  それは、マスターコ
ンピュータとバックアップコンピュータです。マスターコンピュータはサービスを提供し、一方

でバックアップコンピュータは、マスターに障害が発生した場合に処理を引き継ぐためにバック

グラウンドで待機します：

このシナリオでは、両方のコンピュータが同じネットワークに接続します。それぞれのコン

ピュータは、固有のIPアドレスと、オプションでDNSまたはドメイン名を持ちます。コンピュー
タは、IPoverFireWire を使って互いに直接接続されます。

homedirs.example.com

AFP SMB/CIFS

node1.example.com
マスターサーバ

node2.example.com
バックアップサーバ



第4章    AFPサービスを操作する 85



IPフェイルオーバーのサポートを提供するため、MacOSXServerでは、 heartbeatdデーモン

と failoverdデーモンを使用します：

Â

 

heartbeatdデーモンはマスターコンピュータで実行され、両方のネットワークインターフェ

イスから1694番のポートでハートビートメッセージを毎秒ブロードキャストして、 failoverd

によって待機しているほかのノードにホストの可用性を通知します。プライマリとセカンダ

リーの両方のネットワークリンクでハートビートメッセージを送信することで、誤ったアラー

ムを防ぐことができます。 heartbeatdは、「/etc/hostconfig」ファイルの FAILOVER_BCAST_IPS

エントリーを使用して、ハートビートメッセージのブロードキャスト先のユーザを判別します。

Â

 

failoverdデーモンはバックアップコンピュータで実行され、両方のインターフェイス上の特

定のアドレスからのブロードキャストを、1694 番のポートで待機します。 failoverd は、両

方のインターフェイスでハートビートメッセージの受信を停止した場合にマスターサーバの

パブリックIP アドレスを引き継ぎ、これによりフェイルオーバーサーバが受信クライアント
要求を処理できるようになるため、可用性が維持されます。 failoverdは、「/etc/hostconfig」
ファイルの FAILOVER_PEER_IPエントリーと FAILOVER_PEER_IP エントリーを使用して、マ

スターサーバのパグリックおよびプライベートIPアドレスを取得します。

IPフェイルオーバーを機能させるためには、マスターとバックアップコンピュータの同期を保つ
必要があります。たとえば、マスターコンピュータをAFP ファイルサーバとして使用している
場合は、バックアップコンピュータにも同じ AFP サービスが設定されていることを確認してく
ださい。設定が同じでないと、ユーザがファイルサービスにアクセスできない可能性があります。

また、IPフェイルオーバーを機能させるためには、バックアップコンピュータに、クライアント
コンピュータが必要とするデータへのアクセス権が設定されている必要があります。データの可

用性を確実にするには、 cron および rsync コマンドまたは他社のソリューションを使用して、

両方のコンピュータのデータの同期を保つ必要があります。
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もう1 つの方法として、データの保管用としてRAID共有記憶装置を使用することもできます。

IP フェイルオーバーが設定されている状況でRAID 装置を利用する場合は、Xsan または他社製
のストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）ソフトウェアを使用して、マスターサーバとバッ
クアップサーバが、破損することなく同じボリュームにアクセスできるようにします。

また、ファイバースイッチのレベルで LUN（論理ユニット番号）マスキングを使用して、RAID
上の共有データへのアクセス権を付与することもできます。あるサーバと別のサーバのアクセス

権を交換するには、スイッチを指示するスクリプトを作成する必要があります。スイッチレベル

でのLUNマスキングは、データには1 台のサーバだけがアクセスでき、両方のサーバが同時に
アクセスすることはできないようにします。 

heartbeatdデーモンと failoverdデーモンを開始した後、マスターコンピュータは、あらかじ

め決定された間隔でバックアップサーバへのハートビートメッセージの送信を開始します。バッ

クアップコンピュータは、これらのハートビートメッセージの受信を停止した場合は一連のイベ

ントを起動します。それらのイベントの結果として、バックアップサーバがマスターサーバのIP
アドレスを引き継いでその役割を引き受けることになります。

クライアント側から見ると、フェイルオーバーは、サービスの中断を最小限に抑えて、ユーザが

意識することなく実行されます。これは、クライアントが仮想 IP アドレス（つまり、特定のコ
ンピュータに関連付けられていないアドレス）またはドメイン名（たとえば、
homedirs.example.com）を使ってサービスにアクセスするためです。

homedirs.example.com

AFP

node1.example.com
マスターサーバ

node2.example.com
バックアップサーバ

ファイバー・チャネル・スイッチ

RAID

警告：Xsanや他社製のSANソフトウェアを使わずに、2台のサーバに同じRAIDボリューム
へのアクセス権を付与すると、ボリュームが破損する可能性があります。
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バックアップサーバがマスターの役割を引き受けるときは、両方のコンピュータにまったく同じ

ように構成されている限り、クライアントには違いは分かりません。

クライアントがサービスとのやり取りの最中に IP フェイルオーバーが発生した場合は、短時間
のサービスの破損が見られることがあります。たとえば、ユーザがサーバからファイルをコピー

しているときにフェイルオーバーが発生した場合は、コピー処理が中断されるため、ユーザはコ

ピー処理をやり直す必要があります。

マスターのアドレスを取得する—一連のイベント
マスターサーバでフェイルオーバーが発生すると、バックアップサーバで次の一連のイベントが

発生します：
1

 

failoverd デーモン（「/usr/sbin/」にあります）で、FireWire インターフェイスのプライマリ
サーバからのブロードキャストがないことが検出されます。 

2

 

failoverdデーモンは、「/etc/hostconfig」にリストされているユーザに通知するよう、 

NotifyFailover スクリプト（「/usr/libexec/」にあります）に指示します。ブロードキャスト
先が指定されていない場合、メッセージはルートユーザに送信されます。 

3

 

failoverdは、 ProcessFailoverスクリプト（「/usr/libexec/」にあります）を実行します。

4

 

ProcessFailoverスクリプトは、 /ライブラリ /Failover/ IP_address /Testスクリプトを実行し

ます。「 IP_address」の部分はマスターサーバのIP アドレスまたはドメイン名であり、以下の
ことが発生します：

Â

 

Testスクリプトがfalseを返した場合、 ProcessFailoverが終了し、バックアップサーバはマ
スターサーバのIP アドレスを取得しません。

Â

 

Testスクリプトがtrueを返した場合（または、存在しない場合）、 ProcessFailoverは実行を

続けます。

参考：デフォルトでは Testスクリプトは空ですが、目的に合わせてカスタマイズすることがで

きます。

5

 

ProcessFailoverスクリプトは、「ライブラリ/Failover/IP_address」フォルダのプレフィック
ス PreAcqが付いたスクリプトを、アルファベット順に実行します。 

PreAcqスクリプトは、バックアップサーバでマスターサーバのIPアドレスの取得の準備を行い
ます。MacOSXServer には、デフォルトで多数の PreAcq スクリプトが用意されていますが、
それらのスクリプトをカスタマイズすることも、独自のスクリプトを追加することもできます。

6

 

ProcessFailoverスクリプトは、マスターサーバのIPアドレスを使用するようにネットワークイ
ンターフェイスを構成します。

7

 

ProcessFailoverスクリプトは、「ライブラリ/Failover/IP_address」フォルダのプレフィック
ス PostAcqが付いたスクリプトを、アルファベット順に実行します。 

PostAcqスクリプトは、バックアップサーバがマスターのIPアドレスを取得した後で実行されま
す。 PreAcqスクリプトと同様、MacOSXServerには多数の PostAcqスクリプトが用意されて

います。独自のスクリプトを追加することもできます。たとえば、 PostAcq スクリプトで、フェ

イルオーバーが正常に完了したことをメールで通知することができます。
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failoverd、 NotifyFailover、および ProcessFailoverについて詳しくは、対応するマニュア

ルページ、または「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」の高可用性に関
する章を参照してください。

参考：フェイルオーバーの完了には、約30秒かかります。

マスターのアドレスを解放する—一連のイベント
フェイルバックを起動すると、バックアップサーバでは以下のことが発生します：

1
 

failoverdデーモンは、「/etc/hostconfig」にリストされているユーザに通知するよう、 

NotifyFailover スクリプト（「/usr/libexec/」にあります）に指示します。通知先が指定され
ていない場合、メールメッセージはルートユーザに送信されます。 

2

 

failoverdは、 ProcessFailoverスクリプト（「/usr/libexec/」にあります）を実行します。

3

 

ProcessFailoverスクリプトは、 Testスクリプト（「/ライブラリ/Failover/IP_address」にあり、
「IP_address」の部分はマスターサーバのIPアドレスまたはドメイン名です）を実行し、以下の
ことが発生します：

Â

 

Testスクリプトがfalseを返した場合、 ProcessFailoverが終了し、マスターサーバはバック
アップサーバのIP アドレスを取得しません。

Â

 

Testスクリプトがtrueを返した場合（または、存在しない場合）、 ProcessFailoverは実行を

続けます。

4

 

ProcessFailoverスクリプトは、「ライブラリ/Failover/IP_address」フォルダのプレフィック
ス PreRelが付いたスクリプトを、アルファベット順に実行します。

5

 

ProcessFailoverスクリプトは、マスターサーバのIPアドレスを解放します。

6

 

ProcessFailoverスクリプトは、「ライブラリ/Failover/IP_address」フォルダのプレフィック
ス PostRelが付いたスクリプトを、アルファベット順に実行します。

参考：デフォルトでは Testスクリプトは空ですが、目的に合わせてカスタマイズすることがで

きます。

IPフェイルオーバーの設定
ここでは、MacOSXServer コンピュータをIP フェイルオーバー用に設定するために行う必要
がある手順の概要を示します：

手順 1：マスターコンピュータとバックアップコンピュータを同じネットワークに接続し、そ
れらのTCP/IP設定を構成します。
この手順により、サーバがクライアントコンピュータと通信できるようになります。各サーバは
独自の固有IPアドレスを持ちます。

手順 2：セカンダリーEthernetインターフェイスまたはIPoverFireWire を使用して2 台の
コンピュータを直接接続し、IP設定を構成する
この手順により、サーバ間のIP フェイルオーバーイベントの直接通信が可能になります。
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手順 3：マスターサーバとバックアップサーバでIPフェイルオーバーサービスを構成して開始
する
この手順により、マスターおよびバックアップコンピュータでフェイルオーバーとフェイルバッ

クを実行できるようになります。

マスターサーバとバックアップサーバを同じネットワークに接続する
フェイルオーバー用にサーバを構成する最初の手順は、マスターコンピュータとバックアップコ

ンピュータを同じネットワークに接続し、それらのコンピュータのネットワーク設定を行うこと

です。

マスターサーバとバックアップサーバを同じネットワークに接続するには：
1 プライマリEthernetインターフェイスを使用して、マスターサーバとバックアップサーバを同じ
ネットワークに接続します。

2 「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルで、マスターとバックアップの両方のコンピュー
タのTCP/IP設定を、各コンピュータが一意のIPアドレスを持ち、両方のコンピュータが同じサ
ブネット上に存在するように構成します。

システム管理者がマスターサーバの IP アドレスを、ユーザがサーバに接続するために使用する
仮想DNS 名（たとえば、「homedirs.example.com」）にマップすることが理想です。これによ
り、ユーザが意識することなく、マスターサーバのIP アドレスを変更できます。

また、マスターサーバとバックアップサーバのIP アドレスを、IP フェイルオーバーを設定する
ときに2台のコンピュータを指すために使用できるDNS名（たとえば、「node1.example.com」
および「node2.example.com」）にマップすることもできます。

マスターサーバとバックアップサーバを一緒に接続する
セカンダリーEthernet インターフェイスまたは IPoverFireWire を使用して、マスターコン
ピュータとバックアップコンピュータを一緒に接続します。 2台のコンピュータはこの接続を介
してフェイルオーバーイベントを通信するため、これは重要な手順です。

マスターサーバとバックアップサーバを一緒に接続するには：
1


EthernetケーブルまたはFireWireケーブルを使って、マスターコンピュータとバックアップコン
ピュータを一緒に接続します。

2 「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルで、両方のコンピュータにセカンダリーEthernet
インターフェイスまたはIPoverFireWireインターフェイスのTCP/IP 設定を構成します。

それぞれのコンピュータにプライベートネットワークの IP アドレス（たとえば、10.1.0.2 と
10.1.0.3）を割り当てて、両方のコンピュータが同じサブネット上に存在することを確認します。

マスターサーバをIPフェイルオーバー用に構成する
マスターサーバをIP フェイルオーバー用に構成するのは簡単です：  「/etc/hostconfig」ファイ
ル内の2つのエントリーを追加または編集してから、サーバを再起動します。
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マスターサーバをIPフェイルオーバー用に構成するには： 
1


/etc/hostconfig内の FAILOVER_BCAST_IPSエントリーを追加または編集して、ハートビートメッ

セージの送信先のアドレスを指定します。

たとえば、マスターサーバのプライマリIPアドレスが17.1.0.50 で、セカンダリーIPアドレスが
10.1.0.2の場合は、「/etc/hostconfig」ファイルに次の行を追加して、2つのネットワークを介し
てメッセージをブロードキャストします： 

FAILOVER_BCAST_IPS=”10.1.0.255 17.1.0.255”

ただし、ネットワークスイッチの場合は、ハートビートメッセージを特定のアドレスに送信する

ほうがより効率的です： 

FAILOVER_BCAST_IPS=”10.1.0.3 17.1.0.51”

この行は、マスターサーバに、ハートビートメッセージをバックアップサーバのプライマリとセ

カンダリーのIPアドレスに送信するよう指示しています。

参考：「/etc/hostconfig」ファイルを編集するには、ルートユーザである必要があります。任意
のコマンドラインエディタを使ってこのファイルを開き、 sudo コマンドを使用します。

2

 

FAILOVER_EMAIL_RECIPIENTエントリーを追加または編集して、通知の送信先のメールアドレス

を指定します。

このエントリーを追加しないと、メール通知はルートに送信されます。

3 サーバを再起動します。 

IPFailover 起動項目は、起動中に heartbeatd を起動します。起動時には、 heartbeatd がそ

の引数リストをチェックし、バックグラウンドに移動して、ハートビートメッセージを定期的に

「/etc/hostconfig」ファイルの FAILOVER_BCAST_IPSエントリーに指定されたアドレスに送信し
ます。

バックアップサーバをIPフェイルオーバー用に構成する
バックアップサーバをIPフェイルオーバー用に構成するのは簡単です：  「/etc/hostconfig」ファ
イルにある2 つのエントリーを追加または編集し、マスターサーバとバックアップサーバの接続
を解除してからバックアップサーバを再起動し、サーバを再接続します。

バックアップサーバをIPフェイルオーバー用に構成するには： 
1 「/etc/hostconfig」ファイルの FAILOVER_PEER_IP_PAIRSエントリーを追加または編集して、マ

スターサーバ上のプライマリ・ネットワーク・インターフェイスのIPアドレスを指定します。

たとえば、マスターサーバ上のプライマリ・ネットワーク・インターフェイスの IP アドレスが
17.1.0.50の場合は、次のエントリーを追加します： 
FAILOVER_PEER_IP_PAIRS=”en0:17.1.0.50” 

参考：「/etc/hostconfig」ファイルを編集するには、ルートユーザである必要があります。任意
のコマンドラインエディタを使ってこのファイルを開き、 sudo コマンドを使用します。

2 「/etc/hostconfig」ファイルの FAILOVER_PEER_IPエントリーを追加または編集して、マスター

サーバ上のセカンダリー・ネットワーク・インターフェイスのIPアドレスを指定します。
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たとえば、マスターサーバ上のFireWire ポートのIPアドレスが10.1.0.2 の場合は、次のエント
リーを追加します： 

FAILOVER_PEER_IP=”10.1.0.2” 



3 バックアップサーバとマスターサーバ間の直接接続を解除します。

セカンダリーインターフェイス用にIPoverFireWireを使用している場合は、2 台のコンピュー
タを接続しているFireWireケーブルを外します。

4 バックアップサーバを再起動します。

5 バックアップサーバが起動されたら、プライマリサーバに再接続します。 

AFP再接続サーバキーを構成する
ネットワークの接続が解除された場合は、AFP により、最初に認証されたクライアントが、ユー
ザ資格情報を使って再認証されるのではなく、再接続トークンを使ってサーバに再接続できま

す。再接続トークンには、サーバがサーバ上のセッションおよびユーザデータを検証するための

情報が含まれています。

クライアントがユーザ資格情報を使って最初にログインすると、サーバはクライアントに再接続

トークンを送信します。このトークンは、「/etc/AFP.conf」にあるサーバ再接続キーで暗号化さ
れており、サーバのみが読み取ることができます。

確立されたセッションが接続解除された後、クライアントは、サーバに再接続キーを送信するこ

とで再接続を試みます。サーバは、サーバ再接続キーを使って再接続トークンを暗号解除します。

その後サーバは、サーバ上のデータ（たとえば、ユーザレコードから取得されたユーザデータ）

を使って再接続トークン内のデータを検証することで、このトークンが有効な認証済みセッショ

ントークンであることを確認します。情報が確認されたら、サーバの再接続は完了です。

フェイルオーバーの場合、クライアントに渡した再接続トークンを最初に暗号化するために使わ

れるサーバ再接続キーは、バックアップサーバがすべての再接続を処理するために使用する必要

があります。

デフォルトでは、サーバ再接続は「/etc/AFP.conf」に保管されています。このファイルは、マス
ターサーバからバックアップサーバにコピーするか、両方のサーバがアクセス可能な共有スト

レージに配置する必要があります。

このキーへのパスは、「/ ライブラリ/Preferences/com.AppleFileServer.plist」という環境設定
ファイルにある、reconnectKeyLocation 属性値によって指定されます。

マスターサーバとバックアップサーバがデータストレージを共有している場合は、サーバ環境設

定ファイルのreconnectKeyLocationの値を変更できます。これにより、両方のサーバで確実に
同じ再接続サーバキーが使用されるようにできます。
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IPフェイルオーバーのログを表示する
MacOSXServerでは、すべてのIPフェイルオーバーの動作は「/ライブラリ/Logs/failoverd.log」
に記録されます。

フェイルオーバーサービスのログファイルを表示するには： 
1 「/ アプリケーション/ ユーティリティ/コンソール」を開きます。

2 「ファイル」＞「開く」と選択します。 

3 「/ ライブラリ/Logs/」フォルダで、failoverd.logファイルを探して選択します。

4 「開く」をクリックします。

「フィルタ」フィールドを使用して、関心のあるログエントリだけを表示できます。

コマンドラインから
「ターミナル」でコマンドを使用しても、「failoverd.log」ファイルを表示できます。ログの監視
を自動化する場合は、 cron および grep を使用して、自動的にIP フェイルオーバー関連のキー
ワードでログファイルを検索し、それらのエントリーをメールで送信することを検討してくださ

い。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」の IP フェイルオー
バーに関する章を参照してください。
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SMBサービスを操作する

この章では、MacOSXServerでSMBサービスを設定および管理す
る方法について説明します。

MacOSXServerでは、Windowsクライアントに次のようなネイティブサービスを提供できます：

Â ドメインログイン。各ユーザは、同じユーザ名、パスワード、ローミングプロファイル、およ
びWindowsNT ドメインにログイン可能なWindows コンピュータ上のネットワーク・ホー
ム・フォルダを使用してログインできます。

Â ファイルサービス。Windowsクライアントが、TCP/IPを介したSMB（ServerMessageBlock）
プロトコルを使用するサーバ上の共有ポイントに保管されているファイルにアクセスできる

ようにします。

Â プリントサービス。Windows クライアントが、サーバ上にプリントキューがあるPostScript
プリンタにプリントできるようにします。

Â


WINS（WindowsInternetNamingService）。クライアントは、複数のサブネット間で
NetBIOS 名とIP アドレスを解決できます。

Â


Windowsドメインブラウズ。クライアントが、サブネット間の利用可能なサーバをブラウズ
できるようにします。

SMB共有ポイントでのファイルロック
ファイルロックにより、複数のクライアントが1つの情報を同時に変更するのを防ぐことができ
ます。クライアントがファイル（またはファイルの一部）を開くと、ファイルがロックされるた

め、クライアントは排他的なアクセス権を持つことになります。

ファイルに対して読み出しや書き込みが行われる前に、ロックデータベースをチェックして、

ファイルがロックされているかどうかを確認します。

strict locking は、デフォルトで有効に設定されていて、複数のクライアントが同一のファイル
に書き込みを行おうとするのを防ぐことができます。strictlocking が有効な場合、SMB サーバ
がファイルロックをチェックし実行します。

opportunistic locking（oplocks）では、strictlockingと同様のファイルへの排他的アクセスが
付与されますが、クライアントが変更をローカル（クライアントコンピュータ上）にキャッシュ

することも許可します。このようなロックにより、パフォーマンスが向上します。

MacOSXServerでは、SMB共有ポイントではoplocksがサポートされます。
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oplocksを有効にするには、「ワークグループマネージャ」を使って、共有ポイントのSMBプロ
トコル設定を変更します。詳しくは、43ページの「共有ポイントのSMB設定を変更する」を参
照してください。

重要：共有ポイントがSMB だけを使用している場合を除き、oplocks を有効にしないでくださ
い。共有ポイントでほかのプロトコルを使用している場合は、データが壊れる可能性があります。

設定の概要
ここでは、SMBサービスを設定するための基本的な手順の概要について説明します。

手順 1：SMB サービスを有効にする
SMBサービスを構成する前に、SMB を有効にする必要があります。詳しくは、95ページの「SMB
サービスを有効にする」を参照してください。

手順 2：SMB の「一般」設定を構成する
SMBの「一般」設定では、サーバへの接続が許可されている認証済みユーザおよびanonymous
ユーザの数を指定できます。詳しくは、96ページの「「一般」設定を構成する」を参照してくだ
さい。

手順 3：SMB の「アクセス」設定を構成する
「アクセス」設定では、Windowsゲストユーザの許可、Windowsクライアントの同時接続数の
制限、またはWindows 認証オプションの設定を行います。詳しくは、97ページの「アクセス
設定を構成する」を参照してください。

手順 4：SMB の「ログ」設定を構成する
「ログ」設定では、SMBログファイルに記録される情報の量を指定できます。詳しくは、98ペー
ジの「ログ設定を構成する」を参照してください。

手順 5：SMB の「詳細」設定を構成する
「詳細」設定では、クライアントのコードページを選択したり、サーバをワークグループまたは

ドメインのマスターブラウザとして設定したり、サーバのWINS レジストレーションを指定した
り、ホームユーザの仮想共有ポイントを有効にしたりできます。詳しくは、98ページの「詳細
設定を構成する」を参照してください。

手順 6：共有ポイントを作成し、SMBを使用して共有する
SMB経由で使用できるようにする共有ポイントを指定するには、「サーバ管理」の「共有」サー
ビスを使用します。Windows ユーザが共有ポイントにアクセスできるようにするには、SMB
サービスを使用する共有ポイントを明示的に構成する必要があります。詳しくは、39ページの
「共有ポイントを作成する」および43ページの「共有ポイントのSMB設定を変更する」を参照
してください。

また、仮想共有ポイントも作成できます。これにより、WindowsワークステーションとMacOS
Xコンピュータのどちらからログインしても、各ユーザが同じホームフォルダを持つことができ
ます。詳しくは、102ページの「仮想共有ポイントを有効／無効にする」を参照してください。
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手順 7：SMB サービスを開始する
SMBを構成した後、サービスを開始して利用できるようにします。詳しくは、99ページの「SMB
サービスを開始する」を参照してください。

SMBサービスを有効にする
SMB設定を構成するには、 SMBサービスを有効にする必要があります。

SMBサービスを有効にするには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックしてから、「サービス」をクリックします。

3 「SMB」チェックボックスをクリックします。

4 「保存」をクリックします。

SMBサービスを設定する
SMB サービスは、「サーバ管理」のSMB サービスの「設定」パネルで4 つの設定グループを構
成することによって設定できます：

Â「一般」： SMBサービスの提供という点でのサーバの役割と、そのSMBサービスのクライアント
間でのサーバの識別情報を指定します。

Â「アクセス」：クライアントの数を制限し、ゲストアクセスを制御します。
Â「ログ」：サービスのログに記録される情報の量を選択します。
Â「詳細」： WINSレジストレーションとドメイン・ブラウズ・サービスを構成し、クライアント
のコードページを選択し、ホームフォルダの仮想共有ポイントを制御します。

SMB ファイルとプリントサービスだけを提供したい場合は、デフォルトの設定で十分に機能す
るため、SMB サービスを開始するだけで済む場合があります。そのような場合でも、設定を確
認し、ネットワークで正しくないものはすべて変更してください。

MacOSXServerを以下のいずれかとして設定する場合は、いくつかの設定を変更する必要があ
ります：

Â プライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC）
Â バックアップ・ドメイン・コントローラ（BDC）
Â


MacOSXServerPDCのWindowsドメインのメンバー

Â


WindowsサーバのActiveDirectory ドメインのメンバー

また、Windowsクライアントコンピュータは、ユーザがWindows ドメインにログインする場
合は特に、この章の最後で説明するように、MacOSXServer のSMBサービスにアクセスする
ように構成する必要があります。

以下のセクションでは、これらの構成の方法を説明します。最後のセクションでは、SMB サー
ビスを開始する方法について説明します。
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「一般」設定を構成する
サーバの役割を選択したり、サーバの説明、コンピュータ名、およびワークグループを指定する

には、「一般」設定を使用します。

SMBの「一般」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「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Windowsサーバの役割を設定します：

サーバが、サーバのローカルのディレクトリドメインにあるアカウントを持つユーザにSMBファ
イルとプリントサービスを提供するようにする場合は、「スタンドアロンサーバ」を選択します。

サーバは、Windows コンピュータ上のWindows ドメインログイン用の認証サービスを提供し
ません。これはデフォルトです。

サーバがWindowsファイルとプリントサービスを、MacOSXServerPDCのWindowsドメイ
ン、またはWindowsサーバのActiveDirectoryドメインにログインするユーザに提供するよう
にする場合は、「ドメインメンバー」を選択します。ドメインメンバーは、PDC または Active
Directory ドメイン上のユーザアカウントに対するユーザプロファイルとネットワーク・ホーム・
フォルダを運用できます。

サーバでWindows ドメインの運用、ユーザ、グループ、およびコンピュータレコードの保存、
ドメインログインとその他のサービスの認証を行う場合は、「プライマリ・ドメイン・コントロー

ラ（PDC）」を選択します。利用できるドメイン・メンバー・サーバがない場合は、PDF サーバ
がWindowsのファイルおよびプリントサービスを提供し、PDC にユーザアカウントのあるユー
ザのユーザプロファイルとネットワーク・ホーム・フォルダを運用することができます。

サーバでMacOSXServerPDC の自動フェイルオーバーとバックアップを提供する場合は、
「バックアップ・ドメイン・コントローラ（BDC）」を選択します。BDC は、必要に応じて、ド
メインログインとその他のサービスに対する認証要求を処理します。BDC は、PDC 上のユーザ
アカウントのユーザプロファイルとネットワーク・ホーム・フォルダを運用できます。

参考：MacOSXServer では、PDCを運用できるのはサーバがOpenDirectory のマスターであ
る場合だけで、BDC を運用できるのはサーバが OpenDirectory の複製である場合だけです。
OpenDirectory のマスターと複製を含む、MacOSXServer のディレクトリおよび認証サービ
スについては、「Open Directory の管理」を参照してください。

6 説明、コンピュータ名、ドメインまたはワークグループを入力します：

「説明」に、コンピュータの説明を入力します。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、オプションです。



第5章    SMBサービスを操作する 97



「コンピュータ名」に、Windows ユーザがサーバに接続したときに表示される名前を入力しま
す。これは、サーバのNetBIOS名です。名前は15文字以内にしてください。特殊文字や句読点
は使用できません。可能であれば、サーバ名をその修飾されていないDNS ホスト名と一致させ
てください。たとえば、DNSサーバにサーバのエントリーが「server.example.com」として指
定されている場合は、サーバに「server」という名前を付けます。

「ドメイン」に、サーバが運用するWindowsドメインの名前を入力します。ドメイン名は15 文
字以内にしてください。また、「workgroup」という名前は使用できません。

「ワークグループ」に、ワークグループ名を入力します。Windows ユーザには、「マイネット
ワーク」（または「ネットワークコンピュータ」）ウインドウにワークグループ名が表示されま
す。サブネットにWindows ドメインがある場合は、そのドメインの1つをワークグループ名と
して使用すると、クライアントがサブネット間での通信がしやすくなります。ドメインがない場

合は、Windows ネットワーク管理者に正しい名前を問い合わせてください。ワークグループ名
は、15文字以内にしてください。

7 「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 serveradminコマンドを使用しても、SMBサービスの設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

アクセス設定を構成する
Windows の匿名ユーザを許可したり、Windows クライアントの同時接続数を制限したりする
には、「サーバ管理」のSMB サービス設定の「アクセス」パネルを使用します。SMB サービス
が受け付ける認証の種類も選択できます。

SMBサービスのアクセス設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「アクセス」をクリックします。

5



Windowsまたはその他の SMBユーザに、ユーザ名やパスワードを入力せずにWindowsファイル
サービスに接続することを許可するには、「ゲストアクセスを許可する」を選びます。

6



SMBサービスに一度に接続できるユーザの数を制限するには、「__ 以内」を選んでフィールドに
数値を入力します。

7



Windowsユーザが使用できる認証の種類を選びます。

認証オプションは、「NTLMv2/Kerberos」、「NTLM」、または「LANManager」です。「NTLMv2/
Kerberos」は最も安全なオプションですが、クライアントでこのオプションを使用するには
WindowsNT、Windows98、またはそれ以降が必要です。「LANManager」は最も安全性の低
いオプションですが、Windows95クライアントはこのオプションを使用できます。

8 「保存」をクリックします。
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コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、SMBサービスの設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

ログ設定を構成する
SMB ログファイルに記録する情報の量を指定するには、「サーバ管理」のSMB サービス設定の
「ログ」パネルを使用します。

SMBサービスのログレベルを構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ログ」をクリックします。

5 ポップアップメニューからログの詳細レベルを設定します：

「低」を選択すると、エラーと警告メッセージだけが記録されます。

「中」を選択すると、エラーと警告メッセージ、サービスの開始と終了時刻、認証の失敗、およ

びブラウザ名登録が記録されます。

「高」を選択すると、エラーと警告メッセージ、サービスの開始と終了時刻、認証の失敗、ブラ

ウザ名登録、およびファイルアクセスが記録されます。

6 「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 serveradminコマンドを使用しても、SMBサービスの設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

詳細設定を構成する
クライアントのコードページを選択したり、サーバをワークグループまたはドメインのマスター

ブラウザとして設定したり、サーバのWINS レジストレーションを指定したり、ユーザホーム用
の仮想共有ポイントを有効にしたりするには、「サーバ管理」のSMBサービス設定の「詳細」パ
ネルを使用します。

SMBサービスの「詳細」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「詳細」をクリックします。
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5 「コードページ」ポップアップメニューから、クライアントが使用する文字セットを選択します。

6 サーバがサービスを検出およびブラウズする方法を選びます：

1 つのサブネット内でサーバの検出とブラウズを行うには、「サービス：ワークグループ・マス
ターブラウザ」を選びます。

複数のサブネット間でサーバの検出とブラウズを行うには、「サービス：ドメイン・マスターブ

ラウザ」を選びます。

7 サーバをWINS に登録する方法を選びます：

サーバがNetBIOS名前解決用のWINSを使用または提供しないようにするには、「切」を選びます。

サーバでNetBIOS 名前解決サービスを提供できるようにするには、「WINS サーバを使用する」
を選びます。この機能により、複数のサブネット間のクライアントで、名前とアドレスの解決を

行うことができます。

サーバでNetBIOS名前解決に既存のWINSサービスを使用できるようにするには、「WINSサー
バに登録する」を選んで、WINSサーバのIP アドレスまたはDNS名を入力します。

8 仮想共有ポイントを有効にするかどうかを選びます：

仮想共有ポイントを有効にすると、WindowsワークステーションからログインするかMacOSX
コンピュータからログインするかにかかわらず、各ユーザに同じネットワーク・ホーム・フォル

ダが設定されます。

仮想共有ポイントを無効にした場合は、Windows ホームフォルダに対するSMB 共有ポイントを
設定し、各Windowsユーザアカウントがこの共有ポイントを使用するように構成する必要があ
ります。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、SMBサービスの設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

SMBサービスを開始する
クライアントユーザがSMBサービスを利用できるようにするには、SMBサービスを開始します。

SMBサービスを開始するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 「SMB を開始」（「サーバ」リストの下）をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradmin コマンドを使用しても、SMB サービスを開始できます。詳しく
は、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章
を参照してください。
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SMBサービスを管理する
このセクションでは、サーバにSMB サービスを設定した後に行う、一般的な作業について説明
します。初期設定については、95ページの「SMB サービスを設定する」を参照してください。

SMBサービスの状況を表示する
SMBサービスの状況を確認するには、「サーバ管理」を使用します。 

SMBサービスの状況を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 サービスが稼動しているかどうかとその開始日時、接続数、およびゲストアクセスが許可されて

いるかどうかを表示するには、「概要」をクリックします。

5 イベントログを確認するには、「ログ」をクリックします。

表示するログを選ぶには、「表示」ポップアップメニューを使用します。

6 接続中のユーザのグラフを表示するには、「グラフ」をクリックします。

グラフで表示するデータの期間を選ぶには、ポップアップメニューを使用します。

7 接続中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、ユーザの IP アドレスまたはドメイン名、および接続時間が表示さ
れます。

コマンドラインから
「ターミナル」で psまたは top コマンドを使用しても、SMB サービスプロセスの状況を確認で
きます。ログファイル（「/ ライブラリ /Logs/WindowsServices/」にあります）を表示するに
は、 catまたは tailコマンドを使用します。

詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関
する章を参照してください。

SMBサービスログを表示する
SMBログを表示するには、「サーバ管理」を使用します。

SMBの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 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 「ログ」をクリックし、「表示」ポップアップメニューを使って「SMBファイルサービスのログ」
または「SMB ネームサービスのログ」を選択します。
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記録するイベントの種類を選択するには、98ページの「ログ設定を構成する」を参照してくだ
さい。

コマンドラインから
「ターミナル」で catまたは tailコマンドを使用しても、SMBログを表示できます。詳しくは、
「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参
照してください。

SMBグラフを表示する
SMBグラフを表示するには、「サーバ管理」を使用します。

SMBグラフを表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 接続済みユーザの一定の時間にわたる平均スループットのグラフを表示するには、「グラフ」を

クリックします。

グラフで表示するデータの期間を選ぶには、ポップアップメニューを使用します。

5 「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下）をクリックして、グラフ内のデータを更新します。

SMB接続を表示する
SMBサービスを介してサーバに接続されているクライアントを表示するには、「サーバ管理」を
使用します。

SMB接続を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 接続中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、ユーザの IP アドレスまたはドメイン名、および接続時間が表示さ
れます。

「接続」リストからユーザを選んで「接続解除」をクリックすることで、個々のクライアントを

接続解除できます。

重要：接続解除されたユーザは、開いているファイルに対して行った未保存の変更を失う可能性
があります。

5 「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下）をクリックして、接続しているユーザのリスト
を更新します。
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SMBサービスを停止する
SMBサービスを停止するには、「サーバ管理」を使用します。

重要：SMBサービスを停止すると、接続されていたユーザは、開いているファイルに対して行っ
た未保存の変更を失う可能性があります。

SMBサービスを停止するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 「SMB を停止」（「サーバ」リストの下）をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradmin コマンドを使用しても、SMB サービスを停止できます。詳しく
は、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章
を参照してください。

仮想共有ポイントを有効／無効にする
「サーバ管理」を使用して、「サーバ管理」でユーザごとに選択した共有ポイントをマップする仮

想 SMB 共有ポイントを、MacOSXServer で作成するかどうかを制御できます。これにより、
Windows 用とMacOSX 用に使用するホームフォルダが同じになることで、Windows ユーザ
用のホームフォルダの設定が簡略化されます。

仮想共有ポイントを有効にすると、WindowsワークステーションからログインするかMacOSX
コンピュータからログインするかにかかわらず、各ユーザに同じネットワーク・ホーム・フォル

ダが設定されます。

仮想共有ポイントを無効にした場合は、Windows ホームフォルダに対するSMB 共有ポイントを
設定し、各Windowsユーザアカウントがこの共有ポイントを使用するように構成する必要があ
ります。

Windowsホームフォルダの仮想SMB共有ポイントを有効／無効にするには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「SMB」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「詳細」をクリックします。

5 「仮想共有ポイントを有効にする」をクリックします。

6 「保存」をクリックします。
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NFSサービスを操作する

この章では、MacOSXServer でNFS サービスを設定および管理す
る方法について説明します。

NFS（NetworkFileSystem）は、UNIXコンピュータでファイルサービスに使用されるプロトコ
ルです。UNIX クライアント（MacOSX クライアントを含む）にファイルサービスを提供する
には、MacOSXServerのNFSサービスを使用します。

ボリュームは、一連のクライアントコンピュータ、または「ワールド」で共有（または、標準の
NFS の用語に従うと、エクスポート）できます。NFSボリュームを「ワールド」にエクスポート
するとは、サーバにアクセスするユーザはだれでもそのボリュームにもアクセスできることをい

います。

NFS サービスは、POSIX ファイルアクセス権をサポートします。NFS は、アクセス制御リスト
（ACL）のアクセス権の読み出しや変更をサポートしていません。ACL は、NFS によってエクス
ポートされたファイルシステムで規定されます。

設定の概要
ここでは、NFSサービスを設定するための主な手順の概要について説明します。

手順 1：設定する前に
NFS サービスを設定するときに考慮する必要のある問題については、104ページの「NFSサービ
スを設定する前に」を参照してください。

手順 2：NFSサービスを有効にする 
NFS サービスを構成する前に、NFSを有効にしてください。詳しくは、104ページの「NFSサー
ビスを有効にする」を参照してください。

手順 3：NFS設定を構成する 
NFS の設定を構成して、デーモンの最大数を設定し、クライアントにデータを送信する方法、つ
まり、TCP（TransmissionControlProtocol）を使用するか、UDP（UserDatagramProtocol）
を使用するか、またはその両方を使用するかを選択します。詳しくは、105ページの「NFS設定
を構成する」を参照してください。
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手順 4：共有ポイントを作成し、NFSを使用して共有する
「サーバ管理」の「共有」サービスを使って、NFS を使用してエクスポート（共有）する共有ポ
イントを指定します。NFSユーザが共有ポイントにアクセスする場合は、NFSを使用するように
共有ポイントを明示的に構成する必要があります。

詳しくは、39ページの「共有ポイントを作成する」、44ページの「NFS 共有ポイントをエクス
ポートする」、および47ページの「クライアントの共有ポイントを自動的にマウントする」を参
照してください。

共有ポイントをエクスポートすると、NFS は自動的に開始されます。すべてのエクスポートを削
除すると、サービスが停止します。NFSサービスが稼働しているかどうかを確認するには、「サー
バ管理」を開いてサーバのサービスのリストから「NFS」を選択し、「概要」をクリックします。

NFSサービスを設定する前に
MacOSX10.5は、もう1つのファイル共有サービスを提供する、Kerberos対応NFS を提供し
ています。NFS 共有項目への安全なアクセスは、Kerberos、クライアントソフトウェア、およ
びファイルアクセス権によって制御されます。Kerberos対応NFSは、コンピュータのIPアドレ
スとユーザのシングルサインオン資格情報に基づいて、共有ボリュームへのアクセス権の付与だ

けを行うように構成できます。

ネットワークにMacOSXv10.4 とMacOSXv10.5 の両方のコンピュータが存在する場合は、
（「最小セキュリティ」オプションを「すべて」に選択して）システム認証とKerberos の両方に
よる認証を許可してから、NFS 共有をワールドにエクスポートできます。これは、Kerberos 保
護領域にいるユーザが、NFS 共有ボリュームにアクセスする前にシングルサインオンKerberos
サーバから身分証明書を入手していることを必要とし、MacOSXv10.4 コンピュータは、シス
テム認証を使ってNFS共有ポイントに引き続きアクセスすることができます。

ネットワークに存在するのがMacOSXv10.5 コンピュータだけである場合は、セキュリティを
Kerberos認証のみに設定することをお勧めします。

Kerberos 対応NFS の使用は、ファイルへの安全なアクセスを構成するための推奨される方法
です。

NFSサービスを有効にする
NFS 設定を構成するには、「サーバ管理」でNFS サービスを有効にしておく必要があります。

NFSサービスを有効にするには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックしてから、「サービス」をクリックします。

3 「NFS」チェックボックスを選択します。

4 「保存」をクリックします。
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NFSサービスを設定する
NFS サービス設定を変更するには、「サーバ管理」を使用します。以下のセクションで、NFSサー
ビスの構成および開始操作について説明します。

NFS設定を構成する
NFS 設定では、デーモンの最大数の設定と、クライアントにデータを送信する方法（TCP、UDP、
またはその両方の使用）の選択を行うことができます。

NFS設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「NFS」を選択します。

4 「設定」をクリックします。

5 「__サーバのスレッド数」フィールドで、一度に実行したいNFSスレッドの最大数を入力します。

NFS スレッドとは、nfsd プロセスの内部で実行されるスレッドです。バックグラウンドで常時
実行されていて、クライアントからの読み出し／書き込み要求を処理します。動作しているス

レッドの数が多いほど、同時に対応できるクライアントの数が増えます。

6 クライアントコンピュータにデータを提供する方法を選びます。

TCP では、データはパケット（IP を使ってネットワーク経由で送信されるデータの小さな集ま
り）に分割され、エラー訂正を使って情報が正しく送信されたかどうかが確認されます。

UDP はコネクションレスであり、コネクションレスの転送プロトコルです。UDP では、データ
がパケットに分割されないので、システムリソースの消費が少なくなります。TCPよりも拡張性
が高く、サーバにかかる負荷が低いため、負荷の高いサーバに適しています。ただし、リモート

クライアントがサービスを使用している場合は、UDP を使用しないでください。

TCP は、UDP よりも高いパフォーマンスを提供します。ただし、特定のパフォーマンス問題が
発生しない限り、TCP とUDPの両方を選びます。

7 「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 serveradminコマンドを使用しても、NFS サービスの設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。
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NFSサービスを開始する
NFS サービスを開始して、クライアントユーザがNFSエクスポートを利用できるようにします。

NFSサービスを開始するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「NFS」を選択します。

4 「NFS を開始」（「サーバ」リストの下）をクリックします。

サービスはユーザにより停止されるまで実行を続け、サーバが再起動すると再起動されます。

NFSサービスを管理する
NFS サービス設定を管理するには、「サーバ管理」を使用します。

NFSサービスの状況を確認する
「サーバ管理」を使用すると、MacOSXServerの装置とサービスの状況を確認できます。

NFSサービスの状況を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「NFS」を選択します。

4 「概要」をクリックします。

「概要」パネルには、サービスが稼動中かどうか、およびnfsd、portmap、rpc.lockd、rpc.statd
の各プロセスが稼動中かどうかが示されます。

nfsd プロセスは、フォルダがマウントされているクライアントコンピュータからの、すべての
NFS プロトコルおよびマウントプロトコル要求に応答します。

portmap プロセスは、クライアントコンピュータがnfs デーモン（常に1 プロセス）を検索で
きるようにします。

rpc.lockdデーモンは、NFS環境でファイルおよびレコードロックサービスを提供します。

rpc.statdデーモンは、別のホスト上のrpc.statdデーモンと協調して動作して、状況監視サービ
スを提供します。ローカルのNFS サービスが予期せず終了して、再起動する場合、ローカルの
rpc.statdデーモンにより、サービスの終了時に監視されていたホストが通知されます。

5 接続中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、ユーザの IP アドレスまたはドメイン名、最後にデータ転送してか
らの時間（アイドル時間）、NFS要求、および読み出しおよび書き込みバイト数が表示されます。
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コマンドラインから
「ターミナル」で ps、 nfsd status、または serveradminコマンドを使用しても、
NFS サービスの状況を確認できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

NFS接続を表示する
NFS サービスを介してサーバに接続されている動作中のクライアントを表示するには、「サーバ
管理」を使用します。

NFS接続を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「NFS」を選択します。

4 動作中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、ユーザの IP アドレスまたはドメイン名、最後にデータ転送してか
らの時間（アイドル時間）、NFS要求、および読み出しおよび書き込みバイト数が表示されます。

5 接続しているユーザのリストを更新するには、「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下）

をクリックします。

NFSサービスを停止する
NFS サービスを停止し、ユーザの接続を解除するには、「サーバ管理」を使用します。NFSサー
ビスを停止したときに接続されていたユーザには、開いているファイルに対して行われた未保存

の変更が失われる可能性があります。

ユーザに警告した後でNFSサービスを停止するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「NFS」を選択します。

4 「接続」をクリックし、ユーザがNFS共有ボリュームに接続しているかどうかを確認します。

ユーザが接続しているときにサービスを停止すると、接続していたユーザが保存していないデー

タを失う可能性があります。

5 「NFS を停止」をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、NFS サービスをすぐに停止できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。
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現在のNFSエクスポートを表示する
現在の NFS エクスポートのリストを表示するには、「ターミナル」アプリケーションを使用し
ます。

現在のNFSエクスポートを表示するには：
1 「ターミナル」を開きます。

2



NFS エクスポートを表示するには、次のコマンドを入力します： 
$ showmount -e

このコマンドの結果が2、3秒以内に返されない場合は、エクスポートは存在せず、プロセスは
応答しません。

3 「ターミナル」を終了します。

Controlキーを押しながらC キーを押して showmountコマンドを終了し、「ターミナル」ウイン
ドウでコマンドラインを入力できる状態に戻ります。
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FTPサービスを操作する

この章では、MacOSXServer でFTP サービスを設定および管理す
る方法について説明します。

FTP（FileTransferProtocol）を使用すると、どんな種類のコンピュータでもインターネット経
由でファイルを簡単に転送できます。FTP をサポートするコンピュータまたはFTPクライアント
アプリケーションを使用するユーザは、管理者が設定したアクセス権に応じて、FTPサーバに接
続してファイルをアップロードまたは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およびシェアウェア・アプリケー

ションを使用して、FTPサーバにアクセスできます。

MacOSXServerでは、FTP サービスのベースには、「wu-FTPd」として知られる、ワシントン
大学の FTP サーバのソースコードが使用されています。ただし、ユーザの環境を改善するため
に、元のソースコードに広範な変更が加えられています。以下のセクションでは、これらの違い

の一部について説明します。

安全なFTP環境
大半のFTPサーバでは、ユーザのアクセスをサーバ上の特定のフォルダに制限しています。ユー
ザが表示できるのはこれらのディレクトリ内の内容だけになるので、サーバのセキュリティが十

分に確保されます。ユーザは、制限されたフォルダの外部でマウントされたボリュームにアクセ

スすることはできず、シンボリックリンクおよびエイリアスをこれらの境界の外部に設定するこ

とはできません。

MacOSXServerのFTPサービスでは、制限された環境が拡張され、FTP 環境の安全性を維持し
ながら、シンボリックリンクへのアクセスができるようになっています。FTPユーザに対し、FTP
ルートフォルダ、ユーザのホームフォルダ、またはFTP共有ポイントとして設定したサーバ上の
任意のフォルダへのアクセスを許可できます。

ユーザがFTP ルートフォルダ、FTP共有ポイント、およびユーザのホームフォルダにアクセスで
きるかどうかは、管理者が指定したユーザ環境（次のセクションで説明します）と、ユーザのア

クセス権によって異なります。

参考：FTPサービスは、ACLアクセス権を施行します。
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FTPユーザ
FTPは、次の2 種類のユーザをサポートします：
Â 認証済みユーザ：サーバ上でアカウントを保持し、サーバ上にホームフォルダを保管している
場合もあります。FTPソフトウェアによっては、認証済みユーザを実際のユーザと言うことが
あります。認証済みユーザは、FTP を使用してサーバファイルにアクセスするためにユーザ名
とパスワードを指定する必要があります。

認証済みユーザを確認または設定するときは、「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。

Â



anonymousユーザ：サーバ上にアカウントを保持しません。anonymousユーザは、ゲスト
ユーザとも呼ばれます（たとえば、「サーバ管理」で FTP 共有ポイントを設定する場合）。
anonymous ユーザは、一般ユーザ名「anonymous」およびパスワードとして架空のメール
アドレスを使用して、サーバ上のFTPフォルダにアクセスできます。
「サーバ管理」のFTP サービス設定の「一般」パネルを使用して、サーバへのanonymous ア
クセスを許可します。詳しくは、116ページの「一般設定を構成する」を参照してください。

FTPルートフォルダ
FTP ルートフォルダ（「FTP ルート」とも呼びます）とは、サーバのディスク領域のうち、FTP
ユーザ用に取り分けられている部分のことです。サーバソフトウェアをインストールすると、 FTP
ルートが「/ライブラリ/FTPServer/FTPRoot/」に設定されます。

FTPルートは変更できます。詳しくは、122ページの「FTPルートフォルダを変更する」を参照
してください。

FTPのユーザ環境
MacOSXServerには、次のような、選択可能な3 つのFTP 環境が用意されています：
Â


FTPルートと共有ポイント

Â ホームディレクトリと共有ポイント

Â ホームディレクトリのみ

サーバのユーザ環境を選択するには、「サーバ管理」のFTP サービス設定の「詳細」パネルを使
用します。詳しくは、120ページの「FTP の詳細設定を構成する」を参照してください。
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FTPルートと共有ポイント
「FTP ルートと共有ポイント」環境オプションでは、FTP ルート、およびユーザがアクセス権を
持つ任意のFTP共有ポイントにアクセスできます。次の図のようになります。

ユーザは、FTPルートフォルダにあるシンボリックリンクを通じて、FTP 共有ポイントにアクセ
スします。シンボリックリンクは、FTP共有ポイントを作成すると作成されます。

この例では、「/ユーザ」、「/Volumes/Data」、および「/Volumes/Photos」がFTP共有ポイント
です。すべてのユーザのホームフォルダは「ユーザ」共有ポイントのサブフォルダであるため、

ユーザはほかのユーザのホームディレクトリを表示できます。

重要：ユーザの環境設定に関係なく、anonymous ユーザおよびホームフォルダを持たないユー
ザは、常に「FTPルートと共有ポイント」環境にログインされます。

ホームディレクトリと共有ポイント
ユーザ環境オプションを「ホームディレクトリと共有ポイント」に設定すると、認証済みユーザ

は、各自のホームフォルダにログインされます。また、ホームフォルダに作成されたシンボリッ

クリンクを使って、FTPルートにアクセスできます。

その他の FTP 共有ポイントは、FTP ルートにあるシンボリックリンクを使ってアクセスできま
す。FTP共有ポイントへのアクセスは、常に、ユーザのアクセス権によって制御されます。

etc システムライブラリ

Data

Volumes

FTPサーバ

FTPルート

FTPルート

anonymous FTP
ユーザには「/」と
表示されます

ユーザ「Bob」として
アクセスすると「/」と
表示されます

ユーザ「Betty」として
アクセスすると「/」と
表示されます

仮想ルート内に

組み込まれた

FTP共有ポイント

DataBettyBob

ユーザ

Photos

Photos

シンボリックリンク

bin

FTPルート
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ユーザが自分のホームフォルダにアクセスする場合は、フォルダの置かれている共有ポイント

を、FTPを使用して共有されるように構成する必要があります。次の図のようになります：

FTPルートを変更すると、ユーザのホームフォルダにあるシンボリックリンクにその変更が反映
されます。たとえば、FTP ルートを「/Volumes/Extra/NewRoot」に変更した場合、ユーザの
ホームフォルダに作成されるシンボリックリンクは「NewRoot」という名前になります。

bin etc システムライブラリ

Data

Volumes

FTP 
サーバ

FTPルート

「/」と表示
されます

仮想ルート内に

組み込まれた

FTP共有ポイント

DataBettyBob

ユーザ

Photos

Photos

共有ポイント

シンボリックリンク

ユーザ
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ホームディレクトリのみ
「ホームディレクトリのみ」オプションを選択すると、認証済みユーザは、各自のホームフォル

ダだけに制限され、FTP ルートやほかのFTP共有ポイントにはアクセスできません。次の図のよ
うになります。

anonymous ユーザおよびホームフォルダを持たないユーザでも、FTPルートにアクセスできま
すが、FTP共有ポイントをブラウズすることはできません。

自動ファイル変換
MacOSXServerのFTPサービスでは、ユーザは、サーバに関する圧縮または圧縮解除された情
報を要求できます。

「.Z」や「.gz」などのファイル名の拡張子は、ファイルが圧縮されていることを示します。ユー
ザが「Hamlet.txt」という名前のファイルを要求し、サーバに「Hamlet.txt.Z」という名前のファ
イルだけがある場合、サーバは、圧縮解除されたバージョンをユーザが要求していることを察知

し、圧縮解除されたフォーマットでファイルをユーザに配信します。

MacOSXServerのFTP では、標準のファイル圧縮フォーマットに加えて、HFS（Hierarchical
FileSystem）または非HFSボリュームからファイルを読み出してMacBinary（.bin）フォーマッ
トに変換することもできます。MacBinary は、Macintosh オペレーティングシステムで最も一
般的に使用されているファイル圧縮フォーマットの1つです。

bin etc システムライブラリ

Data

Volumes

FTPサーバ

FTPルート

Reports

BettyBob

ユーザ

Projects

Photos

仮想ルート内に

組み込まれた

FTP共有ポイント

Data Photos

共有ポイント

シンボリックリンク

anonymous FTP
ユーザには「/」と
表示されます
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次の表に、一般的なファイル拡張子、および各拡張子が示す圧縮のタイプを示します。

リソースフォーク付きのファイル
MacOSXクライアントでは、リソースフォークに情報を保管する以前のファイルシステムを使
用して作成されたファイルの変換には、自動変換を利用できます。

FTPサービスの設定でMacBinaryおよびディスクイメージの自動変換を有効にする場合、リソー
スフォーク付きのファイルはFTP クライアント上で「.bin」ファイルとして表示されます。クラ
イアントがこれらのファイルのいずれかの転送を要求すると、自動変換により拡張子「.bin」が
認識され、ファイルが本物の「.bin」ファイルに変換されて転送されます。

Kerberos認証
FTP では、Kerberos 認証がサポートされます。認証方法を選択するときは、「サーバ管理」で
FTP サービス設定の「一般」パネルを使用します。詳しくは、116ページの「一般設定を構成す
る」を参照してください。

FTPサービスの仕様
FTPサービスのデフォルトの仕様は、次の通りです：

Â 最大認証済みユーザ数：  50
Â 最大anonymousユーザ数：  50
Â 最大接続ユーザ数：  1000
Â


FTPポート番号：  21

Â ユーザの接続が解除されるまでに許可されるログインの失敗の数：  3

設定の概要
ここでは、FTPサービスを設定するための基本的な手順の概要について説明します。

手順 1：設定する前に
FTP サービスを設定するときに考慮する必要のある問題については、115ページの「FTP サービ
スを設定する前に」を参照してください。

ファイル拡張子 意味
.gz DEFLATEで圧縮されたファイル

.Z UNIXcompressで圧縮されたファイル

.bin MacBinaryエンコード

.tar UNIXtarアーカイブ

.tZ UNIXで圧縮されたtar アーカイブ

.tar.Z UNIXで圧縮されたtar アーカイブ

.crc UNIXチェックサムファイル

.dmg MacOSXディスクイメージ
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手順 2：FTPサービスを有効にする 
FTPサービスを構成する前に、FTPを有効にする必要があります。詳しくは、116ページの「FTP
サービスを有効にする」を参照してください。

手順 3：FTPの一般設定を構成する
「一般」設定では、サーバへの接続、ログインの試行回数の制限、および管理者のメールアドレ

スの指定を行うことができる、認証済みおよびanonymousユーザの数を指定できます。詳しく
は、116ページの「一般設定を構成する」を参照してください。

手順 4：FTPのメッセージ設定を構成する
「メッセージ」設定では、バナーメッセージとウェルカムメッセージの表示、ログインの試行回

数の設定、および管理者のメールアドレスの指定を行うことができます。詳しくは、117ページ
の「挨拶メッセージを構成する」を参照してください。

手順 5：FTPのログ設定を構成する
「ログ」設定では、認証済みユーザとanonymousユーザに関して記録するFTP 関連のイベント
を指定できます。詳しくは、119ページの「FTPのログ設定を構成する」を参照してください。

手順 6：FTPの詳細設定を構成する
「詳細」設定では、FTP ルートの変更、およびユーザに表示する項目の選択を実行できます。詳
しくは、120ページの「FTPの詳細設定を構成する」を参照してください。

手順 7：anonymousユーザ用に「uploads」フォルダを作成する
手順2 でanonymous でのアクセスを許可した場合は、anonymousユーザがファイルをアップ
ロードするフォルダを作成できます。フォルダには「uploads」という名前を付ける必要があり
ます。このフォルダは、共有ポイントではありませんが、適切なアクセス権を設定する必要があ

ります。詳しくは、121ページの「anonymousユーザ用にuploadsフォルダを作成する」を参
照してください。

手順 8：共有ポイントを作成し、FTPを使用して共有する
FTP 経由で使用できるようにする共有ポイントを指定するには、「サーバ管理」の「共有」サー
ビスを使用します。FTP を使用する共有ポイントを、FTP ユーザが共有ポイントにアクセスでき
るように、明示的に構成する必要があります。詳しくは、39ページの「共有ポイントを作成す
る」および44ページの「共有ポイントのFTP設定を変更する」を参照してください。

手順 9：FTPサービスを開始する
FTPサービスを構成した後、サービスを開始して利用できるようにします。詳しくは、120ペー
ジの「FTPサービスを開始する」を参照してください。

FTPサービスを設定する前に
FTPサービスを提供するかどうかを判断するときは、共有する必要がある情報のタイプとクライ
アントについて考慮する必要があります。FTPは、アプリケーションやデータベースなど、サイ
ズの大きいファイルを転送する場合に適しています。また、ゲスト（anonymous）ユーザが
ファイルをダウンロードできるようにする場合にも、FTP を使って安全にこのサービスを提供で
きます。
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サーバのセキュリティとanonymousユーザ
anonymousFTPを使用可能にすると、未知のユーザにサーバを公開することになるため、サー
バをセキュリティ上の危険にさらすことになります。情報のセキュリティを保つには、サーバの

ファイルおよびフォルダに適切なアクセス権を設定することが最も重要です。

FTPのデフォルト設定では、anonymousユーザは次の操作を実行できません：

Â ファイルを削除する

Â ファイルの名前を変更する

Â ファイルを上書きする

Â ファイルのアクセス権を変更する

anonymousFTP ユーザは、FTP ルートにある「uploads」という特殊なフォルダだけにファイ
ルをアップロードできます。「uploads」フォルダが存在しない場合、anonymousユーザはファ
イルをアップロードできません。

FTPサービスを有効にする
FTP設定を構成するには、「サーバ管理」でFTPサービスを有効にしておく必要があります。 

FTPサービスを有効にするには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 「設定」をクリックしてから、「サービス」をクリックします。

3 「FTP」チェックボックスをクリックします。

4 「保存」をクリックします。

FTPサービスを設定する
「サーバ管理」のFTPサービス用の「設定」パネルには、4つの設定グループがあります：
Â「一般」： FTPサービスのアクセス、ファイル変換、およびログイン試行に関する情報の設定に
使用します。

Â「メッセージ」： FTPサービスを使用しているクライアントに表示するメッセージの構成に使用
します。

Â「ログ」：FTPサービスのログの構成および管理に使用します。
Â「詳細」：詳細設定の構成と管理に使用します。

以下のセクションでは、これらの設定の構成方法を説明します。最後のセクションでは、設定の

完了後にFTP サービスを開始する方法について説明します。

一般設定を構成する
「一般」設定では、ログイン試行回数の制限、管理者のメールアドレスの指定、およびユーザの

数と種類の制限を行うことができます。
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FTPの「一般」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」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 ユーザの接続が解除されるまでに許可される接続の試行回数を指定するには、「__回ログインに
失敗した後で、クライアントとの接続を解除する」に数値を入力します。 

6 連絡先をユーザに示す場合は、「FTP管理者のメールアドレス」にメールアドレスを入力します。

7 「認証」ポップアップメニューから認証方法を選択します。

8 「最大数__認証済みユーザを許可する」フィールドに数値を入力して、同時にサーバに接続でき
る認証済みユーザの数を制限します。

認証済みユーザは、サーバ上にアカウントを保持します。アカウントは、「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て表示および追加できます。

9



anonymous ユーザがサーバに接続できるようにする場合は、「anonymous（匿名）でのアクセ
スを有効にする」を選びます。

重要：このオプションを選択する前に、「共有」パネルのファイルのアクセス権リストの下にあ
る共有ポイントに割り当てられたアクセス権を確認して、セキュリティ上の問題がないことを確

認してください。

anonymous ユーザは、「ftp」または「anonymous」というユーザ名を使ってログインできま
す。anonymousユーザは、ログインするためのパスワードは必要ありませんが、メールアドレ
スを入力するように要求されます。

10 「最大数__のanonymous（匿名）のユーザを許可する」フィールドに数値を入力して、同時に
サーバに接続できるanonymous ユーザの数を制限します。

11 リソースフォークを含むファイルを拡張子「.bin」を付けて一覧表示して、ファイルの転送時に
クライアントが自動ファイル変換を利用できるようにする場合は、「MacBinary およびディスク
イメージの自動変換を有効にする」を選びます。

12 「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 serveradminコマンドを使用しても、FTPサービスの設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

挨拶メッセージを構成する
ユーザが（ログインの前に）最初にサーバに接続したときにはバナーメッセージが表示され、ロ

グインしたときにはウェルカムメッセージが表示されます。
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バナーメッセージとウェルカムメッセージを変更するには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「メッセージ」をクリックします。

「メッセージ」パネルが表示され、両方のメッセージ用の現在のテキストが表示されます。

5 テキストを編集します。

6 「ウェルカムメッセージを表示」と「バナーメッセージを表示」を選びます。

7 「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 serveradmin コマンドを使用するか、「/ ライブラリ /FTPServer/Messages/
banner.txt」と「/ライブラリ/FTPServer/Messages/welcome.txt」を編集しても、FTPサービ
スのバナーメッセージを変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

バナーメッセージとウェルカムメッセージを表示する
MacOSXServerのFTPサービスでは、サーバに接続またはログインするユーザにメッセージを
表示できます。

参考：FTPクライアントによっては、メッセージが分かりにくい場所に表示されたり、まったく
表示されなかったりする場合があります。たとえば、FTPクライアント「Fetch」の最近のリリー
スでは、サーバメッセージを表示するための環境設定を行うことができます。

バナーメッセージは、ユーザがサーバにアクセスし、ログインする前に表示されます。ウェルカ

ムメッセージは、ユーザがログインに成功した後で表示されます。

バナーメッセージとウェルカムメッセージをユーザに表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「メッセージ」をクリックします。

5 「ウェルカムメッセージを表示」を選択します。

6 「バナーメッセージを表示」を選択します。

7 「保存」をクリックします。



第7章    FTPサービスを操作する 119



コマンドラインから
「ターミナル」で serveradmin コマンドを使用するか、「/ ライブラリ /FTPServer/Messages/
banner.txt」と「/ライブラリ/FTPServer/Messages/welcome.txt」を編集しても、FTPサービ
スのバナーメッセージを変更できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のファイルサービスに関する章を参照してください。

message.txtファイルを使用してメッセージを表示する
FTPユーザが、サーバ上の「message.txt」という名前のファイルを含むフォルダを開くと、ファ
イルの内容がメッセージとして表示されます。

ユーザにメッセージが表示されるのは、FTPセッションの間に、ユーザがフォルダに最初に接続
したときだけです。メッセージを使って、重要な情報や変更などをユーザに通知できます。

READMEメッセージを使用する
「README」という名前のファイルをフォルダに配置すると、FTP ユーザがそのフォルダを開い
たときに、このファイルの存在と最終更新日時を通知するメッセージが表示されます。その後、

ユーザは、ファイルを開いて読むかどうかを選択できます。

FTPのログ設定を構成する
「ログ」設定では、記録するFTP関連のイベントを選択できます。

認証済みユーザまたはanonymousユーザについて、以下の処理を記録できます：

Â アップロード

Â ダウンロード

Â


FTPコマンド

Â ルール違反

FTPの「ログ」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「ログ」をクリックします。

5 「認証済みユーザのログ」セクションにある認証済みユーザに関するFTPのログで、記録するイベ
ントを選びます。

6 「anonymous（匿名）のユーザのログ」セクションにあるanonymous ユーザに関するFTPのロ
グで、記録するイベントを選びます。

7 「保存」をクリックします。

ログを表示するには、「サーバ管理」で「FTP」を選択し、「ログ」をクリックします。
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コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、FTP サービスのログ設定を変更できます。
詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関
する章を参照してください。

FTPの詳細設定を構成する
「詳細」設定では、FTPルートフォルダの変更と、認証済みのFTP ユーザがアクセス可能なフォ
ルダの指定を行うことができます。

FTPの「詳細」設定を構成するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「詳細」をクリックします。

5 「認証済みユーザの参照先」で、使用するユーザ環境の種類を「FTPルートと共有ポイント」、「ホー
ムディレクトリと共有ポイント」、または「ホームディレクトリのみ」の中から選びます。

詳しくは、110ページの「FTPユーザ」を参照してください。

6



FTPルートを変更するには、「FTPルート」フィールドに新しいパス名を入力します。

詳しくは、110ページの「FTPルートフォルダ」を参照してください。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、FTPサービスの設定を変更できます。詳
しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関す
る章を参照してください。

FTPサービスを開始する
ユーザがFTP サービスを利用できるようにするには、FTP サービスを開始する必要があります。

FTPサービスを開始するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「FTPを開始」（「サーバ」リストの下）をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、FTPサービスを開始できます。詳しくは、
「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参
照してください。
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anonymousユーザのアクセスを許可する
ゲストがユーザ名「ftp」または「anonymous」を使ってFTPサーバにログインするのを許可す
ることができます。この場合、ログインするためのパスワードは必要ありませんが、メールアド

レスを入力するように要求されます。

セキュリティを強化したい場合は、anonymous アクセスを許可しないでください。

anonymousFTPサービスを有効にするには： 
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」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 「アクセス」の下にある「anonymous（匿名）でのアクセスを有効にする」を選びます。

6 「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 serveradminコマンドを使用しても、anonymousFTP アクセスを有効にでき
ます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービ
スに関する章を参照してください。

anonymousユーザ用にuploadsフォルダを作成する
「uploads」フォルダは、anonymous ユーザがFTP サーバにファイルをアップロードするため
の場所です。このフォルダは、FTPルートフォルダの最上位に存在し、「uploads」という名前で
ある必要があります。FTPルートフォルダを変更した場合は、「uploads」フォルダも変更する必
要があります。

anonymousユーザ用に「uploads」フォルダを作成するには：
1


Finderを使って、サーバのFTPルートフォルダの最上位レベルに「uploads」という名前のフォ
ルダを作成します。

2 このフォルダに、ゲストユーザ用の書き込みアクセス権を設定します。

コマンドラインから
「ターミナル」で mkdirおよび chmodコマンドを使用しても、FTPアップロードフォルダを設定
できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイル
サービスに関する章を参照してください。

ユーザ環境を変更する
ユーザ環境を変更するときは、「FTPサービス」設定の「詳細」パネルを使用します。

FTPユーザ環境を変更するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側にある三角形をクリックします。
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サービスのリストが表示されます。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「設定」をクリックしてから、「詳細」をクリックします。

5 「認証済みユーザの参照先」ポップアップメニューから、提供するユーザ環境の種類を選びます。

「FTPルートと共有ポイント」では、「ユーザ」フォルダが共有ポイントとして設定されます。認
証済みのユーザは、ホームフォルダが使用できる場合は、各自のホームフォルダにログインしま

す。認証済みユーザとanonymousユーザは、ほかのユーザのホームフォルダを表示できます。

「ホームディレクトリと共有ポイント」では、認証済みのFTPユーザは各自のホームフォルダに
ログインします。認証済みユーザは、ホームフォルダ、FTPルート、およびFTP 共有ポイントに
アクセスできます。

「ホームディレクトリのみ」では、認証済みのFTP ユーザは、各自のホームフォルダだけにアク
セスが制限されます。

6 「保存」をクリックします。

選択したユーザ環境に関係なく、データへのアクセスは、管理者またはユーザがファイルおよび

フォルダに割り当てたアクセス権限により制御されます。

anonymous ユーザおよびホームフォルダを持たない（アクセス権を持つ共有ポイント内にホー
ムフォルダがない）認証済みユーザは、常にFTP環境のルートレベルでログインします。

FTPルートフォルダを変更する
FTPルートフォルダへのパスを変更するには、FTPサービス設定の「詳細」パネルを使用します。

別のFTPルートを指定するには：
1 使用するフォルダを選びます。

フォルダが存在しない場合は、作成して、FTP共有ポイントとして構成します。

2 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

3 サーバの左側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。

4 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

5 「設定」をクリックしてから、「詳細」をクリックします。

6 「FTP ルート」フィールドに新しいフォルダへのパスを入力するか、フィールドの下の「ブラウ
ズ」（...）ボタンをクリックしてフォルダを選びます。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、FTPサービスのルートフォルダを変更で
きます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサー
ビスに関する章を参照してください。
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FTPサービスを管理する
このセクションでは、サーバにFTPサービスを設定した後に行う、一般的な作業について説明し
ます。初期設定については、116ページの「FTPサービスを設定する」を参照してください。

FTPサービスの状況を確認する
FTPサービスの状況を確認するには、「サーバ管理」を使用します。

FTPサービスの状況を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 サービスが稼動しているかどうかとその開始日時、認証および anonymous の接続数、および
anonymous でのアクセスが有効にされているかどうかを表示するには、「概要」をクリックし
ます。

5 イベントログを確認するには、「ログ」をクリックします。

6 接続中のユーザのグラフを表示するには、「グラフ」をクリックします。

グラフで表示するデータの期間を選ぶには、ポップアップメニューを使用します。

7 接続中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、接続の種類、ユーザの IP アドレスまたはドメイン名、およびイベ
ントの動作状況が表示されます。

コマンドラインから
「ターミナル」で psまたは topコマンドを使用しても、AFPサービスの処理状況を確認できます。
また、 catまたは tail コマンドを使用して「/ ライブラリ/Logs/AppleFileService/」内のログ
ファイルを表示できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」
のファイルサービスに関する章を参照してください。

FTPサービスのログを表示する
FTPログを表示するには、「サーバ管理」を使用します。

FTPの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 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「ログ」をクリックします。

特定のエントリーについて検索するには、右上隅にある「フィルタ」フィールドを使用します。
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コマンドラインから
「ターミナル」で catまたは tailコマンドを使用しても、FTPログを表示できます。詳しくは、
「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参
照してください。

FTPグラフを表示する
FTPグラフを表示するには、「サーバ管理」を使用します。

FTPグラフを表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 接続済みユーザの一定の時間にわたる平均スループットのグラフを表示するには、「グラフ」を

クリックします。

グラフで表示するデータの期間を選ぶには、ポップアップメニューを使用します。

5 グラフ内のデータを更新するには、「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下）をクリック

します。

FTP接続を表示する
FTP サービスを介してサーバに接続されているクライアントを表示するには、「サーバ管理」を
使用します。

FTP接続を表示するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。

3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 接続中のユーザのリストを表示するには、「接続」をクリックします。

このリストには、ユーザ名、接続の種類、ユーザの IP アドレスまたはドメイン名、およびイベ
ントの動作状況が表示されます。

5 接続しているユーザのリストを更新するには、「リフレッシュ」ボタン（「サーバ」リストの下）

をクリックします。

FTPサービスを停止する
FTPサービスを停止するには、「サーバ管理」を使用します。

FTPサービスを停止するには：
1 「サーバ管理」を開き、サーバに接続します。

2 サーバの左側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。
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3 展開された「サーバ」リストから、「FTP」を選択します。

4 「FTPを停止」（「サーバ」リストの下）をクリックします。

コマンドラインから
「ターミナル」で serveradminコマンドを使用しても、FTPサービスを停止できます。詳しくは、
「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスに関する章を参
照してください。
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 127

8 問題を解決する

この章では、MacOSXServerでファイルサービスを操作する際に遭
遇する一般的な問題の解決方法を示します。

問題は、次のように分類されています：

Â 共有ポイントに関する問題

Â



AFPサービスに関する問題

Â



SMBサービスに関する問題

Â



NFS サービスに関する問題

Â



FTPサービスに関する問題

Â


IPフェイルオーバーに関する問題

共有ポイントに関する問題
このセクションでは、共有ポイントに関する問題と、それらの問題の診断および解決の方法を説

明します。

共有された光メディアにユーザがアクセスできない場合
共有された光メディアにユーザがアクセスできない場合：

Â 光メディアが共有ポイントになっていることを確認します。

Â 複数のメディアを共有している場合は、「共有」パネルで、それぞれに一意の名前が付いてい

ることを確認します。

ユーザが「サーバ管理」を使って外部ボリュームにアクセスできない場合
サーバにログインしていることを確認してください。
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ユーザが共有項目を見つけることができない場合
ユーザが共有項目を見つけることができない場合：

Â 項目に対するアクセス権を確認してください。ユーザは、項目が置かれている共有ポイントと、

目的の項目までの各フォルダに対して、読み出しのアクセス権を持っている必要があります。

Â サーバ管理者と、AFPを介して接続するユーザとでは、共有ポイントの見えかたが異なります。
管理者は、サーバ上のすべての共有ポイントを見ることができます。

共有ポイントをユーザの観点から表示するには、「サーバ管理」のAFPサービスの「設定」パ
ネルにある「アクセス」パネルで、「管理者が登録ユーザとして振る舞えるようにする」を選

択します。ユーザの名前とパスワードを使用して、ログインすることもできます。

Â ファイルサービスにはDNSは必ずしも必要ではありませんが、DNSの構成に誤りがあるとファ
イルサービスが正しく動作しないことがあります。DNS構成について詳しくは、「ネットワー
クサービスの管理」を参照してください。

ユーザが自分のホームフォルダを開くことができない場合
ユーザが自分のホームフォルダを開くことができない場合：

Â ホームフォルダ用に使用される共有ポイントが、「サーバ管理」でホームフォルダの自動マウ

ントとして設定されていることを確認します。

Â 共有ポイントが、ユーザアカウントと同じOpenDirectoryドメイン内に作成されていること
を確認します。

Â「ディレクトリユーティリティ」を使用して、クライアントコンピュータが適切なOpen
Directory ドメインを使用するように設定されていることを確認します。

共有ポイントとして使用するボリュームまたはフォルダが見つからない場合
共有ポイントとして使用するボリュームまたはフォルダが見つからない場合：

Â ボリューム名またはフォルダ名にスラッシュ（/）文字が含まれていないことを確認します。
「サーバ管理」の「共有ポイント」パネルには、サーバ上のボリュームとフォルダが一覧表示

されますが、スラッシュ文字が含まれているボリュームやフォルダの名前は正しく表示できま

せん。

Â ボリュームまたはフォルダの名前に特殊文字を使用していないことを確認してください。

ユーザが共有ポイントの内容を表示できない場合
共有ポイントに書き込み専用アクセス権を設定すると、ユーザはその内容を表示できません。ア
クセス権を「読み出し専用」または「読み出し／書き込み」に変更してください。

AFPサービスに関する問題
このセクションでは、AFPサービスに関する問題と、それらの問題の診断と解決の方法について
説明します。
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ユーザがAFPサーバを見つけられない場合
ユーザがAFPサーバを見つけられない場合：
Â ユーザのコンピュータと、AFP サービスを実行しているコンピュータで、ネットワークが正し
く設定されていることを確認します。ユーザのコンピュータからほかのネットワークリソース

に接続できない場合は、ネットワーク接続が機能していない可能性があります。

Â ファイルサーバが稼動していることを確認します。「ネットワークユーティリティ」の「Ping」
パネルを使って、指定された IP アドレスのサーバがクライアントからネットワーク経由でパ
ケットを受信できるかどうかをチェックします。

Â ファイルサーバに割り当てられている名前を調べて、ユーザが正しい名前でサーバを探してい

ることを確認します。

ユーザがAFPサーバに接続できない場合
ユーザがAFPサーバに接続できない場合：
Â ユーザが正しい名前とパスワードを入力していることを確認します。ユーザ名の大文字と小文

字は区別されませんが、パスワードの大文字と小文字は区別されます。

Â「ワークグループマネージャ」の「アカウント」モジュールで、ユーザのログインが有効になっ

ていることを確認します。

Â クライアントの最大接続数に達しているかどうかを（AFPサービスの「概要」で）確認してく
ださい。最大数に達している場合、ユーザはしばらく待ってから接続を試みる必要があります。

Â ユーザとグループを管理するサーバが稼動していることを確認します。

Â ユーザのコンピュータにAppleShare3.7 以降がインストールされているかどうかを確認しま
す。管理者が、管理者のパスワードを使用してユーザとしてログインする場合は、 AppleShare
3.7以降が必要です。

Â ユーザがリモートからサーバに接続しようとしている場合は、IP フィルタサービスの構成で
548 番のポートへのアクセスが有効になっていることを確認します。IPフィルタについて詳し
くは、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

ユーザにログインメッセージが表示されない場合
ユーザにログインメッセージを表示できない場合は、ユーザのコンピュータ上のソフトウェアを

アップグレードしてください。AFPクライアントコンピュータでは、AppleShareクライアント
ソフトウェアv3.7以降を使用する必要があります。

SMBサービスに関する問題
このセクションでは、SMB サービスに関する問題と、それらの問題の診断と解決の方法につい
て説明します。

Windowsユーザが「ネットワークコンピュータ」にWindowsサーバを表示
できない場合
Windowsユーザが「ネットワークコンピュータ」にWindowsサーバを表示できない場合：

Â ユーザのコンピュータのTCP/IPが正しく構成されていることと、適切なWindowsネットワー
クソフトウェアがインストールされていることを確認します。
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Â ユーザにゲストアクセス権があることを確認します。

Â クライアントコンピュータの「DOSプロンプト」で、「 ping  < IP address >」と入力します。
「< IP address >」の部分には、サーバのアドレスを指定します。PING に失敗した場合は、
TCP/IP に問題があります。

Â ユーザがサーバとは別のサブネット上にいる場合は、ネットワークにWINSサーバが置かれて
いることを確認します。

参考：Windowsコンピュータのネットワーク機能が正しく構成され、ネットワークに正しく
接続されていれば、「ネットワーク関連グループ」ウインドウにサーバのアイコンが表示され

ていない場合でも、クライアントユーザはファイルサーバに接続できます。

ユーザがWindowsサーバにログインできない場合
ユーザがWindowsサーバにログインできない場合は、パスワードサーバが正しく構成されてい
ることを確認します（ユーザの認証にパスワードサーバを使用している場合）。

NFSサービスに関する問題
以下に、NFSサービスを使用するときに考慮する必要のある一般事項と推奨事項を示します：
Â


NFS 共有のフルパスを入力しない場合、クライアント側でエラーが発生します。

Â 複数のNFS共有ポイントをエクスポートする場合、単一のボリューム上でエクスポートを入れ
子にすることはできません。つまり、エクスポートされたあるディレクトリは、同じボリュー

ム上のエクスポートされる別のディレクトリの子になることはできません。

Â 利用可能なNFS マウントを表示するには、「ターミナル」で「 showmount -e  IP address」

を使用します。「IP address」の部分には、サーバのアドレスを指定します。

Â


NFS サーバのエラーと警告は、「/var/log/system.log」に記録されます。

Â

 

nfsd statusを使用して、NFS デーモンの状況を表示できます。
Â

 

nfsd checkexportsを使用して、現在のエクスポート定義を確認できます。

NFS を使ったホームフォルダの使用については、「ユーザの管理」を参照してください。

FTPサービスに関する問題
このセクションでは、FTPサービスに関する問題と、それらの問題の診断と解決の方法について
説明します。

FTP接続が拒否される場合
FTP接続が拒否される場合：

Â ユーザが入力したサーバのDNS名またはIPアドレスが正しいことを確認します。

Â



FTPサービスが有効になっていることを確認します。

Â 共有ボリュームに対してユーザが適切なアクセス権を持っていることを確認します。
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Â 接続の数が最大値に達していないかを確認します。そのためには、「サーバ管理」を開いて

「サーバ」リストで「FTP」を選択し、「概要」をクリックします。接続中のユーザの数を確認
し、「設定」をクリックしてから「一般」をクリックして、設定した最大ユーザ数と比較します。

Â ユーザのコンピュータでTCP/IPが正しく構成されていることを確認します。 TCP/IP設定に問題
がないと思われる場合は、「ネットワークユーティリティ」の「Ping」パネルを使ってネット
ワーク接続を確認します。

Â


FTPサーバのDNS名の代わりにIPアドレスを使って接続し、DNSに問題がないかを確認します。
IPアドレスで接続できる場合は、DNSサーバに問題がある可能性があります。

Â ユーザが自分のショートネームとパスワードを正しく入力しているかを確認します。特殊文字

や2バイト文字を含むユーザ名とパスワードは無効です。ユーザのショートネームを表示する
には、「ユーザとグループ」リストでユーザの名前をダブルクリックします。

Â ディレクトリサービスに問題がないかを確認してから、ディレクトリサービスサーバが稼動し

ていてネットワークに接続されているかを確認します。ディレクトリサービスに関するヘルプ

については、「Open Directoryの管理」を参照してください。

Â


IP フィルタサービスが正しいポートにアクセスできるように構成されているかを確認します。
それでもクライアントが接続できない場合は、クライアントがFTP 受動（passive）モードを
使用しているかを確認し、使用している場合は無効にします。受動（passive）モードでは、
FTPサーバは、動的に決定されるポートでクライアントに接続を開きます。このポートが、IP
フィルタサービスで設定されたポートフィルタと競合する可能性があります。

Â「/ ライブラリ/FTPServer/Messages/error.txt」ファイルで、問題の内容を把握するのに役立つ
情報を確認します。

クライアントがFTPサーバに接続できない場合
ユーザがFTP サーバに接続できない場合は、クライアントがFTP 受動（passive）モードを使用
しているかどうかを確認し、使用している場合は無効にします。受動（passive）モードでは、
FTP サーバは、動的に決定されるポートでクライアントに接続を開きます。このポートが、IP
フィルタサービスで設定されたポートフィルタと競合する可能性があります。

anonymousFTPユーザが接続できない場合
anonymous ユーザがFTPサービスに接続できない場合：
Â


anonymous アクセスが許可されていることを確認します。

Â


anonymous ユーザの接続が最大数に達していないかを確認します。そのためには、「サーバ管
理」を開いて「サーバ」リストで「FTP」をクリックします。

IPフェイルオーバーに関する問題
このセクションでは、IPフェイルオーバーに関する問題と、それらの問題の診断と解決の方法に
ついて説明します。

フェイルオーバーサービスを構成したり使用したりする際に、フェイルオーバーに関する問題を

解決したり回避したりするには、以下の提案事項を試してください。
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IPフェイルオーバーが実行されない場合
一般的なIP フェイルオーバーの問題解決に関するヒントを、以下に示します：
Â サーバのソフトウェアのシリアル番号が正しく入力されていて、有効期限が切れていないこと

を確認します。このシリアル番号を確認するには、「サーバ管理」を開き、「コンピュータと

サービス」のリストでサーバを選択して、「概要」をクリックします。更新したシリアル番号

を入力するには、「設定」をクリックします。

Â 問題の徴候について、IPフェイルオーバーのログ（「/ライブラリ/Logs/failoverd.log」）を確認
します。

Â ケーブルがハードウェアコンポーネントに正しく接続されていることを確認します。

Â ネットワーク設定が、マスターサーバとバックアップサーバの両方で正しく構成されているこ

とを確認します。

Â マスターサーバで、「/etc/hostconfig」ファイル内の FAILOVER_BCAST_IPSエントリーが正し

く構成されていることを確認します。

Â バックアップサーバで、「/etc/hostconfig」ファイル内の FAILOVER_PEER_IP_PAIRS および 

FAILOVER_PEER_IPエントリーが正しく構成されていることを確認します。

IPフェイルオーバーのメール通知が動作しない場合
IPフェイルオーバーのメール通知の問題解決に関するヒントを、以下に示します：

Â「/etc/hostconfig」ファイル内の FAILOVER_EMAIL_RECIPIENTエントリーによって指定された

メールアドレスが正しいことを確認します。

Â パブリックネットワークのインターフェイスが機能していることを確認します。

Â


IPフェイルオーバーが正しく構成されていることを確認します。

フェイルオーバーが実行された後も問題が解決しない場合
IPフェイルオーバーが実行されても、問題が解決されない場合は、マスターサーバがシャットダ
ウンしたことを確認してください。
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ACLAccessControlList の略語。システムによって管理されるファイルの1つ。そのシステム
のリソースに対するユーザとグループのアクセス権限を定義しています。 

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
ビスの共有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での通信をサポートします。

AppleFilingProtocol 「AFP」を参照してください。

CIFSCommonInternetFileSystemの略語。「SMB」を参照してください。

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。

DNSDomainNameSystemの略語。IPアドレスをドメイン名にマップする分散型のデータベー
ス。DNSサーバは、ネームサーバとも呼ばれ、名前および名前に関連付けられたIPアドレスの
リストを保持します。

DNSドメイン  DomainNameSystemでIPアドレスと名前の変換に使用する一意のコンピュー
タ名。「ドメイン名」とも呼ばれます。

DNS名  DomainNameSystem でIP アドレスと名前の変換に使用する一意のコンピュータ名。
「ドメイン名」とも呼ばれます。

DomainNameSystem「DNS」を参照してください。

FileTransferProtocol 「FTP」を参照してください。

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。

InternetProtocol「IP」を参照してください。
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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が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。

IPサブネット  IPネットワークの一部。ネットワークアドレスはネットワークのほかの部分と共
有し、サブネット番号によって識別されます。物理的に独立したネットワークセグメントの場合
もあります。

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。

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。

NetworkFileSystem「NFS」を参照してください。

NFSNetworkFileSystem の略語。ユーザが遠隔地のファイルに、ローカルファイルであるか

のようにアクセスできるようにする、IP（InternetProtocol）を使ったクライアント／サーバ型
のプロトコル。NFS では、共有ボリュームを IP アドレスに基づいてコンピュータにエクスポー
トでき、Kerberosによるシングルサインオン（SSO）認証もサポートされます。

nfsdデーモン  バックグラウンドで常に実行され、クライアントからのNFS プロトコルおよび
マウントプロトコル要求を処理するNFS サーバプロセス。nfsd は複数のスレッドを持つことが
できます。NFSサーバスレッドの数が多くなるほど、同時に処理できるクライアントの数が多く
なります。

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。

oplock「opportunisticlocking」を参照してください。
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opportunisticlockingoplockとも呼ばれます。Windowsサービスの機能の1つ。共有ファイ
ルのユーザが同じファイルを同時に変更できないようにします。対象のファイルまたはそのファ

イルの一部をロックして排他的に使用できるようにしますが、ユーザが行う変更はパフォーマン

スを向上するためにクライアントコンピュータのローカルキャッシュに保管します。

QTSSQuickTimeStreamingServer の略語。インターネットを経由してリアルタイムでメディ
アを配送するためのテクノロジー。

QuickTime ムービーの制作と再生に対応するための、一連のMacintosh システム拡張または
Windows動的リンクライブラリ。

QuickTimeStreamingServer 「QTSS」を参照してください。

Sambaオープンソースのソフトウェアで、ファイル、プリント、認証、承認、名前解決、およ
びネットワークサービスのブラウズを、SMBプロトコルを使ってWindowsクライアントに提供
できます。

ServerMessageBlock 「SMB」を参照してください。

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。 

TCP TransmissionControlProtocol の略語。インターネットを経由してコンピュータ間でメッ
セージ単位の形式のデータを送信するときに、IP（InternetProtocol）と共に使用される方式。
IPがデータを実際に配送する処理を行うのに対して、 TCP は個々のデータの単位（パケット）を
追跡します。インターネットでは、メッセージを効率的にルーティングするために、メッセージ

がパケットに分割されます。

TransmissionControlProtocol「TCP」を参照してください。

UDPUserDatagramProtocolの略語。通信方法の1つ。IP（InternetProtocol）を使ってある
コンピュータのデータ単位（データグラムと呼ばれます）をネットワーク上の別のコンピュータ

に送信します。交換するデータ単位量が非常に少ないネットワークアプリケーションの場合は、
TCPではなくUDPを使用することをお勧めします。

UIDユーザ ID。ファイルシステム内でユーザを一意に識別する番号。MacOSX コンピュータ
は、UIDを使用してユーザのフォルダおよびファイルの所有者を追跡します。
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URL UniformResourceLocator の略語。ローカルネットワークまたはインターネット上にあ
る、アクセス可能なコンピュータ、ファイル、またはリソースのアドレス。URLは、リソースに
アクセスするために必要なプロトコルの名前、インターネット上の特定のコンピュータを識別す

るドメイン名、およびコンピュータ上でのファイル位置を表す階層で構成されます。

UserDatagramProtocol「UDP」を参照してください。

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、チェックインしてサイトに
戻すことができるライブオーサリング環境。

WINSWindowsInternetNamingService の略語。Windows コンピュータが、クライアント
名とIPアドレスを照合するときに使用する名前解決サービス。WINS サーバは、ローカルネット
ワークに設置することも、外部のインターネットに設置することもできます。

アクセス権（permissions）  ファイルシステム内の共有項目に対するユーザアクセスの種類を
定義する設定。共有ポイント、フォルダ、またはファイルに対して、「読み出し／書き込み」、「読

み出し専用」、「書き込み専用」、および「アクセス不可」の 4 種類があります。「アクセス権
（privileges）」も参照してください。

アクセス権（privileges）  システムの制限された領域にアクセスする権限、またはシステム内で
特定のタスク（管理タスクなど）を実行する権限。

アクセス制御  ネットワークまたはネットワークサービスにアクセスできるコンピュータを制御
する方式。

アクセス制御リスト  「ACL」を参照してください。

アドレス  ネットワーク上のコンピュータ、ディスクに保管されているデータブロック、または
コンピュータのメモリ内の場所を一意に識別するための、数字などの識別子。「IP アドレス」、
「MACアドレス」も参照してください。

インターネット  共通のプロトコル（TCP/IP）を介して通信する、相互に接続されたコンピュー
タネットワーク。インターネットは、相互に接続されたコンピュータネットワークの、世界で最

も広範な公開システムです。

エイリアス  受信したメールを既存のユーザにリダイレクトするために、ドメインで使用される
もう1 つのメールアドレス。

エクスポート  NFS（NetworkFileSystem）で、フォルダをネットワーク上のクライアントと共
有する方法の1つ。

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。
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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。

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。

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。

クライアント  ほかのコンピュータまたはサーバのデータまたはサービスを要求するコンピュー
タ（またはそのコンピュータのユーザ）。

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。

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。

コマンドライン  コマンドラインインターフェイスを使うときに、シェルプロンプトで入力する
テキスト。

コマンドラインインターフェイス  プログラムを実行したり、ファイルシステムのアクセス権を
変更するなどのために、コンピュータシェルプロンプトにテキストコマンドを入力する方法で、

コンピュータと対話する方法。「シェル」、「シェルプロンプト」も参照してください。

サーバ  サービス（ファイルサービス、メールサービス、Web サービスなど）をほかのコンピュー
タまたはネットワーク装置に提供するコンピュータ。

自動マウント  共有ポイントをクライアントコンピュータに自動的に表示させること。「マウン
ト」も参照してください。

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。

全員  ファイルサーバにログインできるすべてのユーザ。登録ユーザまたはゲスト、anonymous
FTPユーザ、Web サイト利用者が含まれます。

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。
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デーモン  バックグラウンドで動作するプログラムで、受信メールを処理したりネットワークか
ら転送された要求に対応するときなどに、重要なシステム情報を提供します。

ディレクトリ  「フォルダ」を参照してください。

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。

ドメイン  インターネット上のコンピュータのドメイン名の一部。これには、トップ・レベル・
ドメイン（たとえば、.com、.net、.us、.ukなど）は含まれません。ドメイン名「www.example.com」
は、サブドメインまたはホスト名「www」、ドメイン「example」、およびトップ・レベル・ド
メイン「com」で構成されています。

ドメイン名  「DNS名」を参照してください。

ドロップボックス  共有フォルダの1 つで、ほかのユーザにフォルダへの書き込みアクセス権は
許可しますが、フォルダの内容の読み出しアクセス権は許可していません。すべてのアクセス権

を持つオーナーだけが読み出すことができます。ドロップボックスを作成するときには、AFP を
使用してください。AFPを使ってフォルダが共有されているときには、そのフォルダに書き込ま
れた項目の所有権は、フォルダのオーナーに自動的に転送されます。つまり、ドロップボックス

のオーナーには、フォルダに追加される項目へのすべてのアクセス権と制御権限が与えられます。

ネットワークインターフェイス  コンピュータをネットワークにハードウェアを介して接続する
こと。Ethernet接続、AirMacカード、およびFireWire接続などがあります。

パス名  ファイルシステム内での項目の場所。スラッシュ（/）で区切られた一連の名前として表
現されます。

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。

ビット  情報の単位の1つで、値は0または1。

ファイルサーバ  ファイルをクライアントに提供するコンピュータ。追加のアプリケーションを
運用できる汎用的なコンピュータ、またはファイルを提供するだけのコンピュータをファイル

サーバとして使用できます。

ファイルシステム  記憶装置にデータを保管する機能。ファイルシステムがあることによって、
アプリケーションがファイルを読み書きするときに、低いレベルの詳細に対応する必要がなくな
ります。

プロセス  すでに実行が開始され、メモリの一部が割り当てられているプログラム。

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。
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ポート  仮想メールスロットの一種。サーバは、ポート番号を使用して、どのアプリケーション
がデータパケットを受け取るかを判断します。ファイアウォールは、ポート番号を使用して、デー

タパケットがローカルネットワークを通過していいかどうかを判断します。通常は、TCPポート
またはUDP ポートを指します。

ホームディレクトリ  「ホームフォルダ」を参照してください。

ホームフォルダ  ユーザが個人的に使用するためのフォルダ。MacOSX ユーザのシステム環境
設定や管理されたユーザ設定を保管するために、MacOSXがホームフォルダを使用することも
あります。ホームディレクトリとも呼ばれます。

ホスト  サーバの別名。

ホスト名  コンピュータの一意名。従来は、UNIX ホスト名と呼ばれていました。

ボリューム  マウント可能なストレージを割り当てること。クライアントからは、ローカル・ハー
ド・ディスク、ハード・ディスク・パーティション、またはネットワークボリュームとして動作

しているように見えます。Xsan のボリュームは、1つ以上のストレージプールで構成されます。
「論理ディスク」を参照してください。

マウント（動詞）  リモートディレクトリまたはリモートボリュームをローカルシステム上でア
クセスできるようにすることを指します。Xsan では、Xsan ボリュームをクライアントデスク
トップ上にローカルディスクのように表示させることを指します。

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。アップルではBonjour（以前のRendezvous）と
呼んでいる、この提案されたインターネット標準プロトコルは、ZeroConf またはマルチキャス
トDNS を指す場合もあります。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。

ユーザID「UID」を参照してください。

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）。デフォルトの名前は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。
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論理ディスク  ファイルを保管するときにユーザには 1つのディスクとして見える記憶装置。実
際には、複数の物理ディスクドライブで構成されていることもあります。たとえば、Xsan ボ
リュームは論理ディスクで、1つのディスクとして処理されますが、複数のストレージプールで
構成されています。つまり、複数のLUN で構成され、それぞれが複数のディスクドライブで構
成されています。
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