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MacOSXServerの紹介

MacOSXServer は、標準に準拠したワークグループとインターネッ
トサービスの提供に必要な機能をすべて備えているため、教育機関、小
規模企業、および大企業に最適です。

MacOSXServer バージョン10.5Leopardは、技術が成熟し、安定性に優れたUNIX を基盤に
しながら、公開されている標準規格に対応し、Macintoshの優れた操作性も備えています。また、
ネットワーク上のMacintosh、Windows、UNIXの各クライアントコンピュータをサポートする
さまざまな種類のサービスを提供します。

LeopardServer を使用すると、 IT 部門を持たない小規模組織やワークグループでも、サーバの
機能を十分に利用することができます。技術者以外のユーザでも、グループの LeopardServer
の設定や管理を実行できます。グループのほかのユーザのMac は自動的に構成され、ユーザは
LeopardServerのサービスを利用できます。LeopardServerには、ITプロフェッショナル用の
高度な構成オプションと管理ツールも用意されています。
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LeopardServerの新機能
MacOSXServerv10.5Leopardでは、次の主要な機能について大幅に拡張しています：

Â 簡単な設定

Â サーバ環境設定とサーバ状況

Â



iCalサーバ

Â



Wikiとブログのグループサービス

Â ディレクトリアプリケーション

Â



Podcastプロデューサー

Â



Spotlightサーバ

Â



UNIX準拠と64ビットのコンピューティング

LeopardServerでは、ファイル共有やメールサービスなどの主要なサービスのパフォーマンスと
スケーラビリティも、前バージョンから大幅に強化されています。

経験豊富なサーバ管理者であり、企業内サーバの設定やその他の高度な機能を必要としている場

合は、ファイル共有サービス、Webテクノロジー、メディアストリーミング、インスタントメッ
セージ、メールサービス、ディレクトリ認証およびネットワーク認証、システムイメージ、クラ

イアント管理が強化されていることが分かるでしょう。サーバ管理、ワークグループマネージャ、

システムイメージユーティリティはすべて改良されています。詳しくは、「サーバ管理」および、
148ページの「 MacOSXServerの管理ガイド」に記載されているその他の詳細な管理者ガイド
を参照してください。
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簡単な設定
MacOSXServerの使用方法は、これまで以上に簡単になりました。サーバアシスタントにより、
サーバの複雑な構成作業が簡素化されました。基本的なサービスの設定プロセスや構成作業を、

サーバアシスタントに従い、順を追って実行できます。サーバアシスタントは、AirMacExtreme
ベースステーション（802.11n）を自動的に構成し、組み込みのネットワーク検査を実行してロー
カルネットワークとインターネットの接続を確認します。2回ほどクリックするだけで、Leopard
Serverがファイル共有、メール、グループの Web サイト、インスタントメッセージ、個人用カ
レンダー、およびリモートアクセスを処理できるようになります。
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ユーザはMacOSXLeopard でMac をすばやく簡単に設定して、サーバからのサービスを受け
られるようになります。案内のメールにあるボタンをクリックするか、「ディレクトリユーティ

リティ」アプリケーションを開いて、サーバアシスタントを開くと、サーバアシスタントがサー

バに接続し、アプリケーションを設定して、サーバのサービスを使用できるようになります。す

ぐに、「Mail」、「iChat」、「iCal」、VPN ネットワーク接続のすべてが使用可能になります。iChat
ユーザの画面では、iChatメンバーリストにほかのユーザが表示されます。 Mailユーザは、自分
のグループのほかのメンバーにメールを送信できます。「アドレスブック」、「ディレクトリ」、

「Mail」で、サーバのディレクトリ内の共有コンタクト情報を検索できます。サーバのUSBポー
トに接続されたプリンタは自動的に、ユーザが使用できるようになります。
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サーバ環境設定とサーバ状況
LeopardServerの動作を維持するのは、さらに簡単です。変更が必要になった場合は、「サーバ
環境設定」を使って、すぐにユーザ、グループ、サービス、およびシステム情報を管理できます。

「サーバ環境設定」をサーバ上、またはほかのMac上で使用して、ネットワークを介して自分の
サーバを管理できます。

サーバのパフォーマンスとサービスを監視する場合は、「Dashboard」の「サーバ状況」ウィ
ジェットでグラフと統計を確認できます。「サーバ状況」はネットワーク上で動作するため、別

のMacからサーバを監視できます。

  

正確な場所が分からなくても、

必要な設定を見つけることが

できます

プロセッサ、ネットワーク、

またはディスク使用率を

監視します

サービスの利用状況を

確認します
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iCalサーバ
「iCalサーバ」を使用すると、ワークグループ、小規模ビジネス、大企業でのカレンダーの共有、
会議の予約、イベントの予定が容易になります。社員による相互のスケジュールの確認、会議の

提案または受諾、会議室の予約、プロジェクタの使用予約などが可能になります。「iCalサーバ」
で、会議の議題や必要な作業のリストと共に会議の参加依頼が送信され、その返信が集計され

ます。

「iCalサーバ」は、Leopard の「iCal3」などの主要なカレンダーアプリケーションと統合されて
います。また、標準CalDAV プロトコルをサポートする他社製カレンダーアプリケーションとも
統合されています。
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Wikiとブログのグループサービス
LeopardServer にはWiki サービスが含まれており、これを使用すると、共有イントラネット
Web サイトによるグループでの情報の作成と配布が容易になります。グループのすべてのメン
バーが自分のWebブラウザで簡単に、Wikiコンテンツの表示、検索、編集を実行できます。付
属のテンプレートを使用したり、独自のテンプレートを作成したりして、マークアップコードや

特殊な構文の知識がなくても無理なくコンテンツの追加、削除、編集、および書式設定を実行で

きます。2、3回クリックするだけで、ファイルやイメージの添付、Podcastへの公開、キーワー
ドの割り当て、ほかのWikiページまたはWebサイトへのリンク作成を実行できます。また、Wiki
の変更履歴全体を表示したり、前のページに戻ったりすることもできます。さらに、共有カレン

ダー、ブログ、メーリング・リスト・アーカイブを表示したり、それらに書き込んだりできます。

各ユーザがブログを持つことができるため、ほかの社員は常にブログからプロジェクト、作業中

のファイル、およびピクチャやPodcastの最新情報を得ることができます。個人用ブログは、グ
ループ用または自分の参照用の情報を掲載するには最適の場所です。
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ディレクトリ
「ディレクトリ」アプリケーションで、ユーザは組織内のメンバー、グループ、場所、リソース

に関する共有の情報にアクセスできます。また、コンタクトの共有、グループの追加、グループ

サービスの設定、自分のコンタクト情報の管理を行うことができます。
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Podcast プロデューサー
ビデオカメラ、Mac、そして LeopardServer さえあれば、Podcast 講義、トレーニング、また
はその他のオーディオやビデオのプロジェクトを制作できます。Podcastプロデューサーで、ビ
デオとオーディオのキャプチャ、エンコード、配信が自動化されます。 

Leopard と共に各Mac にインストールされる「Podcast キャプチャ」アプリケーションを使用
すると、ローカルまたはリモートのMacに取り付けられたFireWireカメラ、USBマイク、iSight、
またはサポートされるその他の装置で、高品質のオーディオおよびビデオの収録を実行できま

す。収録が完了すると、オーディオまたはビデオが「Podcast キャプチャ」により自動的に
LeopardServer 上の「Podcast プロデューサー」に送信され、そこで、「Podcast キャプチャ」
で選択されたワークフローに基づいてエンコードされ、公開されます。「Podcast プロデューサー」
では、ウォーターマークなどのエフェクト、タイトル、紹介ビデオを追加して、Web ページ、ブ
ログ、iTunes、iTunesU、QuickTimeストリーミングサーバ、iPod、AppleTV、iPhone、また
はその他の携帯電話にPodcastを公開することができます。また、LeopardServerのメールサー
ビスで、ジョブの完了通知を受け取ることもできます。
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オーディオおよびビデオの収録のほかに、「Podcastキャプチャ」を使用して、ローカルやリモー
トのソースからのオーディオと共に画面の動作（基調プレゼンテーションなど）を記録できます。

また、「Podcastキャプチャ」でQuickTimeムービーをほかのユーザと共有できます。

インターネット接続されていて、「Podcast キャプチャ」の使用権限を持つユーザならだれでも、
このすべてのプロセスを開始できます。「Podcastキャプチャ」にログインし、いくつかの選択を
行い、ボタンをクリックするだけで記録が開始されます。別のボタンをクリックして記録を停止

し、タイトルと説明を入力し、ボタンをクリックして Podcast公開プロセスを開始します。残り
の作業は、「Podcastプロデューサー」が実行します。

「Podcast プロデューサー」は、自動的にサーバのXgrid2 サービスを使用してPodcastのハイ
パフォーマンスエンコーディングを実行します。Xgrid により、余分の処理能力を共有するよう
設定されたLeopardがインストールされたMacに、ネットワーク経由でエンコーディングジョ
ブを分散します。Macを追加して、さらに多くのPodcastに対応できます。それに従って、Xgrid
は自動的に拡張されます。

Spotlightサーバ
「Spotlight」で簡単にMac 上のコンテンツを見つけることができ、LeopardServer により、
「Spotlight」の検索機能がネットワークへと拡大されます。 Spotlight サーバでMac ユーザは、
サーバ上に格納された書類、ファイル、その他のコンテンツをすばやく簡単に見つけることがで

きます。Spotlight サーバは、マウントしたネットワークボリュームのコンテンツを、単にファ
イル名を見るだけでなく、人間が考えるように検索します。共有する特定の書類、プロジェクト、

またはファイルにほかのユーザがつけた名前を憶えておく必要はありません。「クイックルック」

を使用すると、見つかったファイルを開かずに、表示、再生、読み取りを実行できます。
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コンテンツの索引作成は、サーバ上で自動的かつ透過的に実行されます。サーバでもユーザの
Mac でも構成は不要です。

セキュリティのために、「Spotlightサーバ」はMacOSXServerのファイルアクセス制御および
アクセス権と連携します。ユーザによる検索では、機密事項が漏れないよう、そのユーザがアク

セスできる項目のみが検索結果に表示されます。したがって、グループのだれもがサーバ上に

ファイルを格納できます。グループのメンバーは容易に共有ファイルを見つけられますが、メン

バー以外のユーザは見つけることができません。

UNIX準拠
LeopardServerはOpenBrandUNIX03 登録製品であり、CAPI、シェルユーティリティ、およ
びスレッドのSUSv3 およびPOSIX1003.1 仕様に準拠しています。LeopardServer はすべての
UNIX03準拠コードをコンパイルおよび実行できるため、完全準拠が必要な環境に導入できます。
MacOSXServerは、サーバおよびアプリケーションソフトウェアとの完全互換性も提供します。

64 ビットのコンピューティング
LeopardServer ではじめて、主要なサーバソフトウェアのコンポーネントでの64 ビットコン
ピューティングの利用により、パフォーマンスと処理能力が向上したため、さらに大規模なデー

タセットに対応できます。LeopardServer は、64 ビットアプリケーションを32 ビットアプリ
ケーションと同時に実行でき、両方のアプリケーションが最適化されます。
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サーバ構成
LeopardServer では、使用状況に応じて、いくつかのオプションでサーバを設定できます。次
のページの表に、以下の各構成を選択する理由をいくつか示します：

Â 標準：小規模な組織でサーバをはじめて設置する場合や1台のみ設置する場合に最適な、シン
プルな構成です

Â ワークグループ：既存のディレクトリサーバがある組織内のワークグループで利用するのに最

適な、使いやすい設定です

Â 詳細：詳細な制御と高度なカスタマイズが要求される運用形態に最適な、柔軟性のある構成です

サーバを組織内のディレクトリサーバに接続すると、標準構成をワークグループ構成に変更でき

ます。逆に、ディレクトリサーバとサーバの接続を切断すると、ワークグループ構成を標準構成

に変更できます。また、標準構成またはワークグループ構成から詳細構成に変換することもでき

ます（ただし、LeopardServerを再インストールしない限り、その逆には変換できません）。構
成の変更については、139ページの「ディレクトリサーバに接続する」および「サーバ管理」
（148ページの「MacOSXServerの管理ガイド」で説明されています）を参照してください。
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選択理由 標準 ワークグループ 詳細

小規模な組織の最初または唯一のサーバを設定する %

すべてのサービスを自動設定する %

選択しているサービスのみを自動設定する %

組織のディレクトリサーバにある既存のユーザアカウントを

使用する
%

「サーバ環境設定」という簡単なアプリケーションだけを使

用して、ユーザアカウント、グループ、サービスの基本的な

設定を管理する

% %



Leopardユーザの Macがサーバを使用できるよう自動設定
する

% %

サーバ管理の経験が不要である % %

複数のサーバの数百ものサービス構成を完全に制御する %

数百または数千のユーザ、グループ、コンピュータのユーザ

アカウント、ホームフォルダ、環境設定を管理する
%

ネットワークのホームフォルダとモバイルのユーザアカウン

トを設定する
%

「サーバ管理」や「ワークグループマネージャ」などの強力

なアプリケーションまたはコマンドラインツールを使用し

て、サービスの構成やクライアントの管理を行う

%

複数のサーバを自動的に設定するために設定データを保存

する
%

既存のサーバをアップグレードする %
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実行中のLeopardServer
次の図は、小規模組織での MacOSXServerの標準構成を示します。サーバは、一部のユーザの
コンピュータと共にローカルネットワークに接続します。ほかのユーザのコンピュータは、
AirMacExtreme ベースステーション経由でローカルネットワークにワイヤレス接続します。
AirMacExtremeはDSLモデムまたはケーブルモデム経由でインターネットに接続し、インター
ネット接続をサーバおよびユーザのコンピュータと共有します。サーバとユーザのコンピュータ

は、そのネットワークアドレスをAirMacExtremeのDHCPサーバから取得します。また、DNS
名前サービスをインターネット・サービス・プロバイダ（ISP）から取得します。

サーバは、ユーザとグループのアカウント、共有フォルダ、共有カレンダー、インスタントメッ

セージ、ブログを含むWikiWeb サイトを提供します。ISP は組織全員分のメールアドレスは提
供しないため、サーバがメールアドレスとメールサービスを提供します。

外出中にメールをチェックしたいユーザもいますが、自宅や外出先に持っていくポータブルコン

ピュータがありません。これらのユーザは、自宅のコンピュータで、またはWeb ブラウザを備
えたコンピュータを借りて、サーバのWebメールサービスにログインできます。

また、ポータブルコンピュータを持つユーザや、自宅のコンピュータを設定してインターネット

経由でサーバの VPN に接続するユーザもいます。この場合は、在宅勤務中や出張中に、サーバ
がローカルネットワークで提供するすべてのサービスへの安全なリモートアクセスが可能とな

ります。
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ワークグループのLeopardServer
次の図は、大企業の1部門で使用されるMacOSXServerのワークグループ構成を示します。こ
の組織にはITグループがあり、ネットワークアドレスを割り当てるDHCPサービス、 DNS名前
サービス、メールサービス、インターネットアクセス、VPNを提供しています。

部門内の全員がすでに、組織のオープン・ディレクトリ・サーバが提供するユーザアカウントを

持っているため、これらのユーザアカウントはワークグループサーバに読み込まれています。つ

まり、各社員は、既知のユーザ名とパスワードを使用するだけで、ワークグループサーバが提供

するサービスで認証されます。これらのサービスは自動的に、オープン・ディレクトリ・サーバ

のKerberos認証を使用するよう設定されているため、ユーザはセッションごとに1回ログイン
するだけで、すべてのワークグループサービスを使用できます。

ワークグループサーバは、ユーザのMacOSX「iCal」および「iChat」アプリケーションと連携
するカレンダーおよびインスタントメッセージのサービスを提供します。また、部門内の各グ

ループの共有フォルダとWikiWebサイトも、ワークグループサーバで提供されます。部門内の
グループには、部門外のメンバーを含むものもあります。グループの外部メンバーはその既存の

ユーザアカウントを使用して、グループの共有フォルダ、カレンダー、Wiki、ブログにアクセス
します。

部門内には数人のWindowsユーザがおり、「InternetExplorer」と「Safari」を使用して、その
グループのWiki、カレンダー、ブログにアクセスしています。共有フォルダは「マイネットワー
ク」で、割り当てられたドライブとして表示されます。また、これらのユーザはワークグループ

サーバのJabberインスタントメッセージを使用するようにPCを設定します。
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サービス
LeopardServer は、次の表に示すサービスとシステム機能を提供します。サービスおよびシス
テム情報は、標準構成またはワークグループ構成では、初期サーバ設定中に入力した情報を使用

して自動的に設定されます。

標準構成またはワークグループ構成を行ったら、サービスとシステムの設定を変更できます。す

でにあるサービスなどの不要なサービスは、停止できます。たとえば、インターネット・サービ

ス・プロバイダが提供するメールサービスを使用する場合は、標準構成で提供されるメールサー

ビスは不要です。自宅や出張先からサーバにアクセスするユーザがいない場合は、VPN サービス
を停止できます。

組織がメールや VPN のサービスを提供している場合は、ワークグループ構成で提供されるこれ
らのサービスは不要です。サービスとシステムの設定については、第 4章「サーバを管理する」、
第 8章「サービスをカスタマイズする」および第 9章「サーバ情報を管理する」を参照してくだ
さい。

初期設定で詳細構成を選択した場合は、サービスが自動的には設定されません。「サーバ管理」や

「ワークグループマネージャ」などの高度な管理アプリケーションまたはコマンドラインツール

を使用して、サーバが提供する必要のあるサービスの詳細な設定を行います。詳細構成について

は、「サーバ管理」および、148ページの「MacOSXServerの管理ガイド」で説明されているほ
かの詳細な管理ガイドを参照してください。
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サービス 標準 ワークグループ 詳細

ファイル共有（AFPおよび SMB プロトコル） 含む オプション オプション

ファイル共有（FTPおよび NFSプロトコル） 使用しない 使用しない オプション

プリンタ共有（直接接続された USB またはFireWire
プリンタ）

自動 自動 使用しない

プリント 使用しない 使用しない オプション

iCal（カレンダー共有、イベントスケジュール） 含む オプション オプション

iChat（インスタントメッセージ） 含む オプション オプション

Mail（スパムおよびウイルスのフィルタ機能付き） 含む オプション オプション

Web（Wiki、ブログ、Webメール） 含む オプション オプション

VPN（安全なリモートアクセス） オプション オプション オプション

インターネットゲートウェイ（ NAT、DNS） オプション オプション オプション

サーバの TimeMachineバックアップ オプション オプション 使用しない

OpenDirectory（ユーザアカウントおよびその他の
データ）

自動 自動 オプション

アプリケーションファイアウォール オプション オプション 使用しない

オプションのアダプティブファイアウォール付き
IPファイアウォール

使用しない 使用しない オプション

Podcastプロデューサー 使用しない 使用しない オプション

包括的なユーザおよびワークグループ管理 使用しない 使用しない オプション

Xgrid（計算クラスタ） 使用しない 使用しない オプション

DHCP、DNS、NAT 自動 自動 オプション

RADIUS 使用しない 使用しない オプション

NetBoot およびNetInstall（システムイメージ） 使用しない 使用しない オプション
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アプリケーションとユーティリティ
LeopardServerを設定したら、サービス設定を変更し、次に説明するアプリケーションでほかの
サーバ管理作業を実行できます。また、管理者でないユーザ用に設計された「ディレクトリ」ア

プリケーションを使用して、サーバのディレクトリ内にある共有情報を管理することもできま

す。このアプリケーションは、サーバ上だけでなく、Leopard を搭載したすべてのMac 上にも
インストールされます。「ディレクトリ」アプリケーションまたは「ディレクトリユーティリティ」

の使用について詳しくは、それぞれを開き、「ヘルプ」メニューを参照してください。その他の

アプリケーションの使用については、このガイドのほかの章を参照してください。 

Spotlight（検索） 自動 自動 自動

QuickTimeストリーミング 使用しない 使用しない オプション

ソフトウェア・アップデート 使用しない 使用しない オプション

リモート管理 含む 含む 含む

リモートログイン（ SSH） 含む 含む 含む

サービス 標準 ワークグループ 詳細

標準とワークグループのサーバ管理者用アプリケーション

ディレクトリ
（「/アプリケーション/ ユーティリティ/」
にあります）

メンバー、グループ、場所、リソースに関する共有情報に

ユーザがアクセスできるようにします。また、コンタクトの

共有、グループの追加、グループサービスの設定、自分のコ

ンタクト情報の管理を行うことができます。

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）

サーバを組織内のディレクトリサーバに接続します。

サーバアシスタント
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

リモートコンピュータでのMacOSXServerのインストー
ルまたは設定を行います。
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高度なツールとアプリケーション
LeopardServerの詳細構成を行った場合は、次のアプリケーションとツールを使用して管理作業
を行います。詳しくは、「サーバ管理」および、148ページの「MacOSXServerの管理ガイド」
に記載されているその他の詳細な管理者ガイドを参照してください。

重要：MacOSXServerバージョン10.4以前のTigerの管理用アプリケーションおよびツールを
持っている場合は、LeopardServerにはそれらを使用しないでください。

サーバ環境設定
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

ユーザとグループの管理、サービスとシステム情報のカスタ

マイズ、およびサーバ動作の監視を行います。

「Dashboard」の「サーバ状況」ウィジェット Leopardを搭載したMacからサーバアクティビティを監視
します。

標準とワークグループのサーバ管理者用アプリケーション

上級のサーバ管理者用アプリケーションとツール

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）

サーバを組織内のディレクトリサーバに接続します。 

Podcastキャプチャ
（「/アプリケーション/ ユーティリティ/」
にあります）

ユーザが、高品質のオーディオやビデオをローカルまたはリ

モートのカメラで収録したり、画面の動きをキャプチャした

り、QuickTimeファイルをPodcast プロデューサーにアップ
ロードしてエンコーディングや配信ができるようにします。

QuickTimeBroadcaster
（「/アプリケーション/」にあります）

ライブのオーディオやビデオをキャプチャしたり、 
QuickTimeStreamingServerとシームレスに連携して高品
質のネットワークブロードキャストを行ったりします。 

RAIDAdmin

（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）
XserveRAIDハードウェアを設定し、監視します。
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サーバ管理
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

サービスの設定、ファイル共有ポイントの管理、サービス設

定の変更、サーバ設定のカスタマイズを行います。サーバア

クティビティを監視し、詳細なサービスログを表示します。

サーバアシスタント
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

リモートコンピュータでのMacOSXServerのインストー
ルまたは設定を行います。

サーバモニタ
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

1つまたは複数のXserveシステムをリモートで監視し、管
理します。

システムイメージユーティリティ
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

MacOSXおよびMacOSXServer コンピュータのための
NetBoot およびNetInstallイメージを作成し、カスタマイ
ズします。

ワークグループマネージャ
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

高度なサーバ展開によりユーザ、グループ、コンピュータ、

コンピュータグループを管理します。MacOSXユーザ用の
環境設定を管理します。

XgridAdmin
（「/アプリケーション/サーバ/」にあります）

クラスタをリモート管理し、コントローラやエージェントの

アクティビティおよびグリッド上のジョブの状況を監視し

ます。

コマンドラインツール UNIX ツールを使用して、サーバソフトウェアのインストー
ルと設定、サービスの管理、ユーザの管理などを行います。

上級のサーバ管理者用アプリケーションとツール
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2
MacOSXServerをインストールする

インストーラを使用して、LeopardServerをローカルでインストール
します。または、サーバアシスタントを使用してリモートでインストー
ルします。

作業を開始するには、次の操作を行う必要があります：

Â インストール先のサーバがシステム要件を満たしていることを確認します

Â インストール先のサーバをEthernetネットワークに接続します

Â「インストールと設定のワークシート」を使用して、必要な情報を集める（この文書は、

「Mac OS X Server Install」ディスクの「 Documentation」フォルダにあります）

Â 次のいずれかの方法でMacOSXServerバージョン10.5Leopardをインストールする：

Â インストール先のサーバで便利な場所にディスプレイがある場合はローカルでインストール

します

Â インストール先のサーバが不便な場所にある場合や、ディスプレイがない場合は、リモート

でインストールします

複数のサーバへのLeopardServer のインストール、自動インストールの実行、およびその他の
高度なインストール方法については、「サーバ管理」を参照してください。アップグレード、ま

たは以前のバージョンのMacOSXServer からのLeopardServerへの移行については、「アップ
グレードおよび移行」を参照してください。これらの詳細なガイドは、148ページの「MacOSX
Serverの管理ガイド」に記載されています。
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LeopardServerのインストールに必要な事項
LeopardServerをインストールするには、次のものを備えたMacintoshデスクトップコンピュー
タまたはサーバが必要です：

Â



Intelプロセッサ、または PowerPCG5またはG4（867MHz 以上）プロセッサ

Â



1ギガバイト（GB）以上のランダム・アクセス・メモリ（RAM）

Â



20ギガバイト（GB）以上の空きディスク領域

Â 安全なEthernetネットワークへの有効な接続

標準サーバまたはワークグループサーバで「TimeMachine」を使ってサーバのバックアップを
作成する場合は、かなり多くのディスク領域（大容量の外部ハード・ドライブなど）が必要です。

（サーバデータのTimeMachineバックアップは、詳細サーバではサポートされていません。）

内蔵型のDVDドライブは便利ですが、その代わりに、外部FireWireDVDドライブを取り付ける
か、またはDVDドライブを備えており、ターゲット・ディスク・モードで動作するMacを接続
することができます。

ディスプレイは必須ではありません。ディスプレイのないコンピュータにも、管理用コンピュー

タを使って、MacOSXServerサーバソフトウェアをインストールして管理できます。詳しくは、
36ページの「管理用コンピュータを準備する」を参照してください。

エンコーディング動作の種類によっては、互換性のあるグラフィックカードが必要です。

サーバの置き場所は、だれかが常にアクセスできる場所にする必要はありません。管理作業を行

う必要がある場合は、管理用コンピュータとして設定したMacであれば、どれでも使用できます。

サイトライセンスがない場合は、サーバごとに一意のシリアル番号が必要です。必ず、XSVR-105
で始まるMacOSXServerv10.5Leopard シリアル番号を使用する必要があります。
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MacOSXServerを安全にインストールする
コンピュータを「Mac OS X Server Install」ディスクから起動するときは、SSH リモートログ
インサービスとVNC画面の共有サービスが自動的に開始され、リモートインストールが可能と
なります。

重要：MacOSXServer をインストールまたは再インストールする前に、ネットワークが安全
であることを確認してください。SSHとVNC によって、ネットワーク上のほかのユーザがこの
コンピュータにアクセスできる状態になるためです。

たとえば、信頼されたユーザのみがアクセスできるようにローカルネットワークを設定します。 
Ethernetジャックは公開される場所に置かないようにしてください。 AirMacベースステーショ
ンまたはその他のワイヤレス・アクセス・ポイントがある場合は、そのアクセスポイントを、強

力なパスワードを使用するWEP-2認証で構成します。ワイヤレスネットワーク名を公開しない
ことも検討してください。また、ハードウェアのシリアル番号も秘密にします。これは、この

番号がリモートのインストールおよび設定でパスワードとして使用されるためです。
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ローカルでインストールする
MacOSXServer は、対象サーバを「Mac OS X Server Install」ディスクから起動すると、対
象サーバに直接インストールできます。インストーラアプリケーションにより、対話形式でイン

ストールプロセスを実行できます。インストール先のサーバには、インストーラと対話できるよ

うディスプレイが取り付けられている必要があります。

次のインストールを実行できます：

Â



MacOSXServerの新しいインストール。MacOSXServerもMacOSXもインストールされて
いないディスクにインストールします。

Â 新規インストール。対象ディスクの内容を消去し、フォーマットした後に MacOSXServer を
インストールします。

MacOSXServer をローカルでインストールするには：
1 ターゲットディスクの内容を消去するか、ターゲットディスクにパーティションを作成する予定
の場合は、ディスクがバックアップされていることを確認してください。

2 コンピュータに、安全なEthernetネットワークへの有効な接続があることを確認します。

このネットワーク接続は、サーバのOpenDirectoryドメインを設定するために必要です。 

3 コンピュータを起動し、必要であればログインします。そして、「Mac OS X Server Install」ディ
スクをDVDドライブに挿入します。

インストーラ
アプリケーション

インストール先サーバ
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4「InstallMacOSXServer」アプリケーションを開き、「再起動」ボタンをクリックします。

このアプリケーションは「MacOSXServerInstall」ディスクウインドウにあります。

アプリケーションウインドウの右下隅に「再起動」ボタンではなく、「インストール」ボタンが

表示されている場合は、「インストール」ボタンをクリックし、画面に表示される指示に従って、

インストーラのパネルを進んでいきます（以下の手順5 ～8 は省略します）。インストールが完
了したら、サーバを再起動します。「サーバアシスタント」が開いて、サーバを設定できます。詳

しくは、第 3章「MacOSXServerを設定する」を参照してください。

5 コンピュータが再起動したら、サーバで使用する言語を選択し、矢印ボタンをクリックします。

6 画面の指示に従って、インストーラのパネルを進んでいきます。

7「インストール先を選択」パネルが表示されたら、インストール先のディスクまたはボリューム
（パーティション）を選択し、そのディスクまたはボリュームが予期した状態であることを確認

します。

ターゲットディスクの内容を消去する必要がある場合は、「オプション」をクリックし、「消去し

てからインストール」を選択して、フォーマットを選び、「OK」をクリックします。

または、「ユーティリティ」＞「ディスクユーティリティ」と選択して、あまり一般的でない

フォーマットでターゲットディスクの内容を消去し、サーバのハードディスクでパーティション

を作成するか、またはRAIDセットを作成します。

詳しくは、付録 A「MacOSXServerのインストール用にディスクを準備する」を参照してくだ
さい。

8 インストールが完了すると、コンピュータが再起動し、「サーバアシスタント」が開いてサーバ
を設定できます。

詳しくは、第 3章「 MacOSXServerを設定する」を参照してください。
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管理用コンピュータを準備する
管理用コンピュータを使用して、ネットワーク上のほかのコンピュータにMacOSXServerをイ
ンストールできます。次の図のように、「Mac OS X Server Install」ディスクを使用してサーバ

を起動し、管理用コンピュータで「サーバアシスタント」アプリケーションを使用してリモート

インストールを実行します。インストール先のサーバには、ディスプレイは必要ありません。

また、管理用コンピュータを使用して、MacOSXServer のリモートでのインストールおよび設
定を実行できます。詳しくは、45ページの「リモートでサーバを設定する」および53ページの
「「サーバ環境設定」をリモートサーバに接続する」を参照してください。

MacOSX コンピュータを管理用コンピュータにするには、サーバ管理ソフトウェアをインス
トールします。すでにLeopardServer が設定されているサーバがほかにある場合は、そのサー
バも管理用コンピュータとして使用することもできます。

管理用
コンピュータ

DVDドライブ付き
インストール先サーバ

サーバ
アシスタント
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管理用コンピュータを設定するには：
1


MacOSXコンピュータにMacOSXバージョン 10.5Leopardがインストールされていることを
確認します。

2「Administration Tools」ディスクを挿入します。

3「インストーラ」フォルダを開きます。

4



ServerAdministrationSoftware.mpkgをダブルクリックしてインストーラを開き、画面に表示さ
れる指示に従います。

リモートでインストールする
管理用コンピュータの「サーバアシスタント」を使用すると、ネットワーク上のほかのコンピュー

タにMacOSXServerをインストールできます。インストール先のコンピュータにはディスプレ
イは必要ありませんが、「Mac OS X Server Install」ディスクのためにDVDドライブが必要で
す。コンピュータ内蔵型のDVDドライブがない場合は、代わりに、外部FireWireDVD ドライブ
を取り付けるか、またはDVD ドライブを備えており、ターゲット・ディスク・モードで動作す
るMacを接続することができます。

次のインストールを実行できます：

Â



MacOSXServerの新しいインストール。MacOSXServerもMacOSXもインストールされて
いないディスクにインストールします。

Â 新規インストール。対象ディスクを消去し、フォーマットした後にMacOSXServer をインス
トールします。
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リモートでMacOSXServerをインストールするには： 
1 ターゲットディスクまたはパーティションを消去する予定の場合は、ディスクがバックアップさ
れていることを確認してください。必要に応じて、「ディスクユーティリティ」を使用してター

ゲットディスクの準備をします。

最も一般的なフォーマットであるMacOS拡張（ジャーナリング）を使用してターゲットディス
クの内容を消去するだけでよい場合は、「ディスクユーティリティ」を使用する必要はありませ

ん。「ディスクユーティリティ」を使用すると、ほかのフォーマットを使用したターゲットディ

スクの内容の消去、サーバのハードディスクでのパーティション作成、またはRAID セットの作
成を実行できます。「ディスクユーティリティ」を使用したこれらの作業については、付録 A
「MacOSXServerのインストール用にディスクを準備する」を参照してください。

2「Mac OS X Server Install」ディスクで対象サーバを起動します。

インストール先のサーバに内蔵型のDVDドライブがある場合は、ディスクを挿入して、キーボー
ドのCキーを押したままでコンピュータを再起動します。Apple ロゴが表示されたら、Cキーを
放します。

対象サーバに外部FireWireDVD ドライブがある場合は、Optionキーを押したままでコンピュー
タを再起動し、「Mac OS X Server Install」ディスクを表すアイコンを選択して、矢印ボタンを

クリックします。

3 管理用コンピュータで、「サーバアシスタント」を開き、「リモートコンピュータに 
MacOSXServerコンピュータをインストール」を選択して「続ける」をクリックします。

「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。「サーバアシスタント」
は管理者アカウントがなくても使用できます。

4「インストール先」パネルのリストで対象のサーバを見つけて、それを選択します。

サーバはIPアドレス、DNS名、またはMACアドレス（Ethernet アドレスまたはハードウェア・
アドレスとも呼ばれます）で識別されます。
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「サーバアシスタント」がローカルネットワーク（IP サブネット）で検出するサーバには、ネッ
トワーク上のDHCP サーバにより自動的に IP アドレスが割り当てられている場合があります。
DHCPサーバが存在しない場合、対象のサーバは、ローカルネットワーク上のサーバの中で一意
の169.254.xxx.xxx というアドレスを使用します。IPアドレスは、サーバを設定するときに変更
できます。

目的のサーバがリストにない場合は、「リストをリフレッシュ」をクリックして、ローカルネッ

トワーク上でインストール可能なサーバを「サーバアシスタント」で再検索します。目的のサー

バがほかのローカルネットワーク上にある場合は、「インストール先」ポップアップメニューの

「次のIP アドレスのサーバ」を選択し、IP アドレスをIPv4フォーマット（ 192.0.2.200 など）で
入力します。または、「次のDNS 名のサーバ」を選択してサーバのDNS 名を入力することもで
きます。

5 パスワードの入力を要求されたら、サーバの組み込みハードウェアシリアル番号のうち、最初の
8文字を入力します。

このシリアル番号は、サーバのラベルにあります。シリアル番号を入力するときは、大文字／小

文字が一致していることを確認します。

組み込みのハードウェアシリアル番号がないコンピュータの場合は、パスワードとして
12345678を使用します。

6 画面に表示される指示に従い、「言語をインストール」、「重要な情報」、「ソフトウェア使用許諾」
の各パネルへと進んでいきます。

「サーバアシスタント」パネルでの設定については、パネルの「ヘルプ」ボタンをクリックして

ください。

7「ボリューム」パネルで、インストール先のディスクまたはパーティションを選択し、そのディ
スクまたはパーティションが予期した状態であることを確認して、「続ける」をクリックします。
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ディスクの状況を表すアイコンについては、「ボリューム」パネルの「ヘルプ」ボタンをクリッ

クします。

8 選択したボリュームにすでにMacOSXServerまたはMacOSXがインストールされている場合
は、使用可能なオプションを選択して、「OK」をクリックします。

次のようなオプションがあります：

Â「Mac OS X拡張（ジャーナリング）フォーマットを使って消去してからインストール」：イン

ストール先のボリュームを完全に消去した後に、新しいMacOSXServer をインストールし
ます。

Â「Mac OS X Server をアップグレード」：このオプションは、対象ボリュームに
MacOSXServerv10.4Tiger の最新のアップデートまたはMacOSXServerv10.3.9Panther
がある場合にのみ使用可能です。このボリュームは、インストール先のボリュームを消去せず

に、詳細構成のLeopardServer にアップグレードできます。詳しくは、「アップグレードおよ
び移行」（148ページの「MacOSXServerの管理ガイド」に記載されています）を参照してく
ださい。

9 インストールが完了すると、インストール先のサーバが再起動し、「サーバアシスタント」を使
用してサーバのリモートでの設定を続行できます。

詳しくは、第 3章「 MacOSXServerを設定する」を参照してください。

管理用コンピュータで「サーバアシスタント」を使用する代わりに、MacOSXv10.5Leopard
との、またはほかのMac上の AppleRemoteDesktop（別売）との画面の共有をMac 上で使用
して、リモートでインストールを制御することもできます。詳しくは、「サーバ管理」（148ペー
ジの「MacOSXServerの管理ガイド」に記載されています）を参照してください。
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MacOSXServerを設定する

最初の設定時には、「サーバアシスタント」を使用してサーバを設定で
きます。

「サーバアシスタント」は、次の場合に自動的に開きます：

Â



MacOSXServerバージョン10.5Leopardのインストールを完了したとき

Â



LeopardServerがプリインストールされた新しいサーバを起動したとき

「サーバアシスタント」を使用して次の設定を実行できます：

Â インストール先のサーバ上で（ローカル）設定

Â 管理用コンピュータでネットワークを介して（リモート）サーバを設定

対話形式での複数のサーバの設定または詳細構成の自動設定については、「サーバ管理」（148ペー
ジの「MacOSXServerの管理ガイド」に記載されています）を参照してください。
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ローカルでサーバを設定する
コンピュータにMacOSXServer を新しくインストールしたら、サーバのキーボード、マウス、
ディスプレイを使用して、新しいサーバを設定できます。

ローカルでサーバを設定するには：
1 プリントした「インストールと設定のワークシート」に記入して、設定の準備を行います。

「インストールと設定のワークシート」は、「Mac OS X Server Install」ディスクの

「Documentation」フォルダにあります。

2 使用しているISP、インターネットルーター、またはネットワーク上のほかのサーバからDHCP
サービスまたはDNS サービスが提供されている場合は、それらが新しいサーバ用に設定されて
おり、実行中であることを確認してください。

3 ネットワーク上のほかのコンピュータとインターネット接続を共有するように、サーバをイン
ターネットゲートウェイとして設定する場合は、次の項目を確認します：

Â



1つのEthernetポート、つまりインターフェイスがDSLモデム、ケーブルモデム、またはほかの
インターネットソースに接続していること。インターネットインターフェイスには、パブリッ

クIP アドレス（10.0.1.1または192.168.1.1のようなプライベートIPアドレスでなく）が割り当
てられている必要があります。

Â ほかのEthernetポートがローカルネットワークに接続していること。

設定中に、どのポートがインターネットに接続するかを指定します。たとえば、サーバに組み込

みのEthernet ポートがインターネットに接続している場合は、それをインターネットポートと
して指定します。サーバに 3つ以上のEthernet ポートがある場合は、少なくともその 1 つをロー
カルネットワークのポートとして選択します。

4 サーバの電源が入っていない場合は、入にします。

サーバが起動すると、「サーバアシスタント」が自動的に開きます。
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5 画面に表示される指示に従って、「インストールと設定のワークシート」に記録した情報を入力
し、「サーバアシスタント」の各パネルを進めていきます。

「サーバアシスタント」パネルでの設定については、パネルの「ヘルプ」ボタンをクリックして

ください。

サーバの設定が完了すると、次の操作を行うことができます：

Â さらに手順を実行して、サーバのセキュリティを維持してください。詳しくは、次の「サーバ

のセキュリティを保つ」および「SystemAdministrator（root）アカウントを保護する」を参
照してください。

Â「ソフトウェア・アップデート」を使用して、使用可能なあらゆるMacOSXServer のアップ
デートをインストールします。詳しくは、56ページの「LeopardServerを最新の状態に保つ」
を参照してください。

Â ユーザがインターネット経由でサーバにアクセスできるよう、AirMacベースステーションまた
はインターネットルーターを構成します。詳しくは、付録 B「インターネットルーターを構成
する」を参照してください。

Â「サーバ環境設定」を使用してユーザとグループを設定し、サービスとシステム情報をカスタマ

イズし、サーバの利用状況を監視します。「Dashboard」で「サーバ状況」ウィジェットを使
用して、サーバを監視することもできます。これらの作業については、第4 章から第9章を参
照するか、「サーバ環境設定」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。
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サーバのセキュリティを保つ
セキュリティのため、サーバの設定が完了した後で標準ユーザアカウントを作成する必要があり

ます。サーバでの通常のログイン時には、管理者アカウントではなく、標準アカウントを使用し

ます。その後に、管理者権限の必要な各アプリケーションで管理者アカウントを使用します。た

とえば、ユーザ、グループ、サービスの管理が必要なときは、「サーバ環境設定」で管理者名と

パスワードを使用します。

標準ユーザアカウントを作成するには、サーバ上の「システム環境設定」の「アカウント」パネ

ルを使用します。詳しくは、「システム環境設定」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。

SystemAdministrator（root）アカウントを保護する
設定中に入力する管理者のパスワードは、サーバのSystemAdministrator ユーザアカウントに
も使用されます。このアカウント名のユーザ名は root です。SystemAdministrator（root）ア
カウントは、サーバ管理者アカウントやほかのユーザアカウントが使用できないシステムファイ

ルをはじめ、システム内のすべてのファイルを移動または削除できます。ルートユーザ権限がな

くても、サーバを管理できます。

重要：ルートユーザのパスワードの保護は非常に重要なため、ほかのアカウントのパスワードと

は異なる方法で保護する必要があります。

サーバの設定後に、ルートユーザアカウントのパスワードを変更する必要があります。rootユー
ザのパスワードの変更について詳しくは、「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）を開いて「ヘルプ」メニューを使用してください。
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リモートでサーバを設定する
新しいサーバ、またはMacOSXServer を新しくインストールしたほかのコンピュータがある
場合は、その設定を、管理用コンピュータで「サーバアシスタント」を使用してネットワーク上

で実行できます。設定対象のサーバには、キーボードもディスプレイも必要ありません。管理用

コンピュータについて詳しくは、36ページの「管理用コンピュータを準備する」を参照してくだ
さい。

リモートサーバを設定するには：
1 プリントした「インストールと設定のワークシート」に記入して、設定の準備を行います。

「インストールと設定のワークシート」は、「Mac OS X Server Install」ディスクの

「Documentation」フォルダにあります。

2 使用しているISP、インターネットルーター、またはネットワーク上のほかのサーバからDHCP
サービスまたはDNS サービスが提供されている場合は、それらが新しいサーバ用に設定されて
おり、実行中であることを確認してください。

3 ネットワーク上のほかのコンピュータとインターネット接続を共有するように、サーバをイン
ターネットゲートウェイとして設定する場合は、次の項目を確認します：

Â



1つのEthernetポート、つまりインターフェイスが DSLモデム、ケーブルモデム、またはほかの
インターネットソースに接続していること。インターネットインターフェイスには、パブリッ

クIP アドレス（10.0.1.1または192.168.1.1のようなプライベートIPアドレスでなく）が割り当
てられている必要があります。

Â ほかのEthernetポートがローカルネットワークに接続していること。

設定中に、どのポートがインターネットに接続するかを指定します。たとえば、サーバに組み込

みのEthernet ポートがインターネットに接続している場合は、それをインターネットポートと
して指定します。サーバに 3つ以上のEthernet ポートがある場合は、少なくともその 1 つをロー
カルネットワークのポートとして選択します。
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4 サーバの電源が入っていない場合は、入にします。

サーバが起動すると、「サーバアシスタント」が自動的に開き、しばらくすると、リモート設定

が開始されます。

5 管理用コンピュータで、「サーバアシスタント」を開き、「リモートサーバを設定する」を選択し
て「続ける」をクリックします。

「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。「サーバアシスタント」
は、管理者アカウントがなくても、ローカルコンピュータ上で使用できます。

6「インストール先」パネルで、設定するサーバの「パスワード」欄にプリセットパスワードを入
力して、「適用」チェックボックスを選択します。

サーバがリストにない場合は、「リストをリフレッシュ」をクリックして、ローカルネットワー

ク（IP サブネット）上で設定可能なサーバを「サーバアシスタント」で再検索します。目的の
サーバが別のネットワーク上にある場合は、「追加」（＋）ボタンをクリックして、そのサーバの
IPアドレスまたは DNS名を入力します。

プリセットパスワードは、最初の8桁がコンピュータの組み込みハードウェアシリアル番号です。
この番号はコンピュータに貼られたラベルに記載されています。シリアル番号を入力するとき

は、大文字／小文字が一致していることを確認します。組み込みのハードウェアシリアル番号が

ないコンピュータの場合は、パスワードとして12345678 を使用します。

7「続ける」をクリックし、画面に表示される指示に従って、「インストールと設定のワークシート」
に記録した情報を入力し、「サーバアシスタント」の各パネルを進めていきます。

「サーバアシスタント」パネルでの設定については、各パネルの「ヘルプ」ボタンをクリックし

てください。
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サーバの設定が完了すると、次の操作を行うことができます：

Â さらに手順を実行して、サーバのセキュリティを維持してください。詳しくは、44ページの
「サーバのセキュリティを保つ」および44ページの「SystemAdministrator（root）アカウン
トを保護する」を参照してください。

Â「ソフトウェア・アップデート」を使用して、使用可能なあらゆるMacOSXServer のアップ
デートをインストールします。詳しくは、56ページの「LeopardServerを最新の状態に保つ」
を参照してください。

Â ユーザがインターネット経由でサーバにアクセスできるよう、AirMacベースステーションまた
はインターネットルーターを構成します。詳しくは、付録 B「インターネットルーターを構成
する」を参照してください。

Â「サーバ環境設定」を使用してユーザとグループを設定し、サービスとシステム情報をカスタマ

イズし、サーバの利用状況を監視します。「Dashboard」で「サーバ状況」ウィジェットを使
用して、サーバを監視することもできます。これらの作業については、第4 章から第9章を参
照するか、「サーバ環境設定」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。







4







49



4 サーバを管理する

「サーバ状況」ウィジェット、「サーバ環境設定」、「TimeMachine」、
「ソフトウェア・アップデート」を使用して、状況の確認、設定の変更、
バックアップと復元、サーバソフトウェアのアップデートを実行し
ます。

「サーバ環境設定」または「サーバ状況」ウィジェットで状況を確認します。「サーバ環境設定」

でサーバの設定を見つけて、変更します。サーバ自体で、またはLeopard を実行している Mac
からネットワーク経由で、「サーバ環境設定」と「サーバ状況」ウィジェットを使用します。「Time
Machine」アプリケーションまたは「インストーラ」を使用してサーバのバックアップと復元を
行うように、「TimeMachine」環境設定を設定します。「ソフトウェア・アップデート」を使っ
て、サーバソフトウェアを常に最新の状態に保ってください。

「サーバ環境設定」を使用する
「サーバ環境設定」を使用すると、サービスの利用状況を確認し、設定を変更できます。「サーバ

環境設定」を使用すると、サービスを利用できるユーザ、サービスの構成方法、サービスの状況

など、LeopardServerの標準構成またはワークグループ構成のさまざまな設定を管理できます。
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「サーバ環境設定」を開くと、個々の環境設定が、次に説明するカテゴリごとにグループ分けさ

れています。

Â アカウント：  ユーザとグループを管理します。

Â サービス：  ファイル共有、iCal カレンダーサービス、iChatインスタント・メッセージ・サービ
ス、メールサービス、Web サービス、VPN リモート・アクセス・サービスの設定をカスタマ
イズします。

Â システム：  サーバ情報、サービスログ、サーバの利用状況のグラフ、およびファイアウォール

の設定を確認します。

標準またはワークグループのサーバを管理するには： 
1「サーバ環境設定」を開きます。

「サーバ環境設定」は「/ アプリケーション/ サーバ/」にあります。

2「サーバ環境設定」から「サーバ」、「ユーザ名」、「パスワード」の入力を要求された場合は、サー
バのDNS名または IP アドレス、サーバの管理者ユーザアカウントの名前、管理者アカウントの
パスワードを入力します。

サーバの設定時に作成したアカウントが管理者アカウントです。
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「サーバ状況」ウィジェットを使用する
「サーバ状況」ウィジェットを使用して、MacOSXServer の利用状況をサーバ自体で、または
MacOSXServerまたはMacOSXで動作しているほかのコンピュータから監視できます。 

  

「サーバ状況」ウィジェットを使用するには：
1「Dashboard」を開き、その「開く」（＋）ボタンをクリックして、「サーバ状況」ウィジェット
をクリックするか、ウィジェットバーからドラッグします。

「Dashboard」は、「Dock」にあるそのアイコンをクリックするか、そのキーボードショートカッ
ト（通常はF12 キー）を押すと、開くことができます。

2 サーバのDNS名または IPアドレス、管理者名、パスワードを入力し、「完了」をクリックします。

3「サーバ状況」ウィジェットがサーバに接続されると、サーバのDNS 名と、サーバおよびそのサー
ビスの利用状況の情報が表示されます。

グラフの下のアイコンをクリックして、プロセッサの使用率、ネットワークの負荷、またはディ

スクの使用率を監視します。

プロセッサまたはネットワークのグラフをクリックして、グラフの期間を1 時間、1日、または
1週間に変更します。
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複数のディスクで構成されるサーバの場合は、ディスク使用率のグラフをクリックするたびに、

各ディスクの状況が順番に表示されます。

リストに表示されたサービスの状況表示と現在の接続数を確認します。緑色のインジケータは、

サービスが機能していることを示します。

ウィジェットでリストに表示されたサービスをクリックし、その「サーバ環境設定」パネルを開

きます。

マウスをウィジェットの左上隅に移動し、小さい「情報」（i）ボタンをクリックして、別のサー
バに接続します。

「サーバ状況」ウィジェットをもう 1 つ開いて、サーバ状況の複数の設定を同時に表示したり、
ネットワーク上のほかのサーバを監視したりできます。

「サーバ状況」ウィジェットを使用するには、MacOSXServerバージョン10.5Leopardまたは
MacOSXv10.5Leopardが必要です。

ウィジェットと「Dashboard」について詳しくは、「Finder」に切り替えて「ヘルプ」メニュー
を参照してください。

「サーバ環境設定」を使用して、サーバ利用状況のグラフを表示することもできます。詳しくは、
145ページの「サーバグラフを監視する」を参照してください。
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「サーバ環境設定」で設定を見つける
「サーバ環境設定」には数十もの設定が含まれており、これらを変更してコンピュータをカスタ

マイズできます。「サーバ環境設定」をすばやく検索して、特定の設定を見つけることができます。

「サーバ環境設定」で設定を見つけるには：
1「サーバ環境設定」を開きます。

2 検索ボックスに、変更したい項目を表す単語や語句を入力します。たとえば、グループにメン
バーを追加する場合は、「グループメンバー」と入力します。

入力すると、検索ボックスの下に入力中の単語や語句に一致すると思われる候補が表示されます。

3 検索結果のリストに目的の単語や語句が表示されたら、入力を止めます。「サーバ環境設定」ウ
インドウでは、1 つ以上の環境設定が強調表示されています。

4 リストで、変更したい項目に一致する項目をクリックします。開いたパネルで、その項目の設定
を変更できます。

「サーバ環境設定」をリモートサーバに接続する
「サーバ環境設定」をネットワーク上のサーバに接続して、ユーザ、グループ、サービス、シス

テム情報をリモートで管理できます。

リモートでサーバを管理するには：
1 管理用コンピュータで「サーバ環境設定」を開き、「接続」＞「新規接続」と選択します。

管理用コンピュータについて詳しくは、36ページの「管理用コンピュータを準備する」を参照し
てください。
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2 リモートサーバのDNS名または IPアドレス、およびリモートサーバの管理者アカウント名とその
パスワードを入力します。

「サーバ環境設定」がリモートサーバに接続すると、サーバ名またはIPアドレスが「サーバ環境
設定」ウインドウのタイトルバーに表示されます。

最近接続したサーバに再接続するには、「接続」＞「最近使った接続を開く」と選択し、目的の

サーバを選びます。

「サーバ環境設定」は、標準構成およびワークグループ構成のLeopardServerに接続できますが、
詳細構成のLeopardServer にも、以前のバージョンのMacOSXServerにも接続できません。

「サーバ環境設定」の接続を終了する
セキュリティのために、「サーバ環境設定」ウインドウを実際に使用してサーバのユーザ、グルー

プ、サービス、システム情報の管理を行っているとき以外は、このウインドウを終了する必要が

あります。使用していないサーバでサーバ接続を開いたままにしておくと、権限のない人による

ユーザ、グループ、またはサービスの変更が行われやすくなります。

「サーバ環境設定」の接続を終了する方法は、次の通りです：
m「サーバ環境設定」ウインドウを終了します。

m「接続」＞「閉じる」と選択します。

m「サーバ環境設定」を終了します。

開いている唯一の「サーバ環境設定」ウインドウを閉じると、「サーバ環境設定」は自動的に終

了します。
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サーバのバックアップと復元を行う
「TimeMachine」を使用すると、サーバファイルを自動的にバックアップできます。これは、包
括的なシステムのバックアップソリューションです。これを実行すると、システム上のすべての

ファイルの完全なバックアップを、ローカルで接続した外部ハード・ドライブまたはリモート・

ネットワーク・ファイル・システムに作成できます。また、時間の経過と共に発生するファイル

の作成、アップデート、削除も管理します。「TimeMachine」がバックアップした変更や、作成
したファイルシステムの履歴は、日付を指定して参照することができます。時間に基づく直観的

で視覚的なブラウザを使用して、過去のバックアップを検索し、バックアップされたあらゆる

ファイルを見つけて復元できます。

バックアップから除外するフォルダやディスクのリストを設定できます。「TimeMachine」によ
り、「/tmp/」、「/ライブラリ /Logs/」、「/ライブラリ/Caches/」、「/ユーザ/ ＜ユーザ名＞/ ラ
イブラリ/Caches/」にある一時ファイルとキャッシュファイルは自動的に除外されます。

バックアップオプションは、「システム環境設定」の「TimeMachine」パネルで設定できます。
「TimeMachine」アプリケーションを使用すると、ファイルを復元できます。「インストーラ」を
使用して、システム全体を以前の状態に復元することもできます。「TimeMachine」または「イ
ンストーラ」によるバックアップと復元について詳しくは、「システム環境設定」を開いて「ヘ

ルプ」メニューを参照してください。

参考：標準構成またはワークグループ構成はTimeMachine バックアップから復元できますが、
「サーバ管理」で変更された詳細設定は完全に復元されない場合があります。
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LeopardServerを最新の状態に保つ
サーバがインターネットに接続されているときは、「ソフトウェア・アップデート」により最新

の無料LeopardServer バージョン、セキュリティアップデート、およびアップルからのその他
の機能拡張が自動的に取得されます。サーバは週に1回、新しいアップデートがあるかどうかを
自動的にチェックするよう設定されていますが、毎日または毎月1回チェックするよう設定する
こともできます。チェックは随時、実行できます。

アップデートがあるかを確認する、または自動アップデートを調整するには：
1「システム環境設定」を開きます。

2「ソフトウェア・アップデート」アイコンをクリックして、画面に表示される指示に従います。

組織内にMacOSXServer で動作するほかのサーバがある場合は、アップルの代わりに、その
サーバから「ソフトウェア・アップデート」を取得できます。経験豊富な管理者は、「サーバ管

理」で「ソフトウェア・アップデート」サービスが提供されるよう、MacOSXServer を設定で
きます。
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「ソフトウェア・アップデート」は、アップルのダウンロード用Webサイトから直接ダウンロー
ドすることもできます：

www.apple.com/jp/support/downloads

http://www.apple.com/jp/support/downloads/
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5 ユーザを管理する

「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで、ユーザアカウントの作成と
読み込み、ユーザアカウントの設定の変更、ユーザアカウントの削除を
実行できます。

「ユーザ」パネルで、このサーバにより提供されるサービスを使用するユーザのアカウントを設

定し、それらのユーザがどのサービスにアクセスできるかを制御します。ユーザのコンタクト情

報をアップデートしたり、グループのメンバーシップを変更したりできます。また、メールメッ

セージを編集することもできます。編集したメッセージは新しいユーザに送信できます。このパ

ネルでの設定や制御について詳しくは、「サーバ環境設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」

ボタンをクリックしてください。
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ユーザアカウントについて
サーバ上のユーザアカウントを使用して、サーバにより提供されるサービスにアクセスできま

す。ユーザアカウントには、認証が必要なすべてのサービスで使用されるユーザの識別情報を証

明するために必要な情報が含まれます。ユーザアカウントはまた、ユーザのコンタクト情報やそ

の他のデータを保管する中心的な場所ともなります。

ユーザアカウントごとに、メールアドレス、iChat インスタントメッセージのアドレス、個人用
カレンダー、およびサーバへの VPN リモートアクセスを設定できます。ユーザはグループのメ
ンバーとなることができ、これにより、共有グループフォルダ、グループのWebサイト、グルー
プのカレンダーなどのグループリソースへのアクセスが承認されます。もちろん、これらのサー

ビスのいずれかが無効になっている場合は、ユーザはそのサービスにアクセスできません。
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新しいユーザアカウントを追加するには、「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで次の作業を

実行します：

Â アカウントを新規作成する

Â 既存のアカウントを読み込む（組織にディレクトリサーバがあり、お使いのサーバがそれに接

続されている場合）

ユーザアカウントは個別に読み込むことができます。また、グループのメンバーであるすべての

ユーザアカウントを自動的に読み込むこともできます。

作成した新規ユーザアカウントは、サーバのディレクトリに保管されます。読み込まれたユーザ

アカウントは、組織のディレクトリサーバに残ります。読み込まれたアカウントには、コンタク

ト情報やグループのメンバーシップ情報などの情報を補足できます。補足した情報は、サーバの

ディレクトリに保管されます。読み込まれたユーザアカウントがだれかに使用されると、サーバ

は自動的に、ディレクトリサーバに保管されたアカウント情報を、サーバのディレクトリに保管

された補足アカウント情報とを組み合わせます。

「サーバ環境設定」を使用して、お使いのサーバ上に作成したユーザアカウントを編集できます。

ユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションで自分のアカウントを編集することもできます。

サーバに読み込まれたユーザアカウントがある場合は、「サーバ環境設定」を使用して、サーバ

のディレクトリ内のアカウントの補足情報を編集できますが、組織のディレクトリ内のアカウン

ト情報は編集できません。組織のディレクトリの管理者は、ディレクトリサーバのツールを使用

して、そのアカウント情報を編集できます。
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自分のコンピュータの管理者権限を持つユーザは、「システム環境設定」の「アカウント」パネ

ルでローカル・ユーザ・アカウントを作成できます。これらのローカル・ユーザ・アカウントは、

そのユーザのコンピュータに保管されます。ローカル・ユーザ・アカウントはコンピュータ上に

ホームフォルダを持っており、コンピュータへのログインに使用できます。ローカル・ユーザ・

アカウントは、ネットワークを介したサーバへのアクセスには使用できません。

サーバもMacOSX コンピュータであるため、サーバアカウントのほかにローカルアカウントも
持っており、読み込まれたアカウントも持っている可能性があります。サーバのローカルアカウ

ントはそのサーバへのログインに使用でき、管理者権限のあるローカルアカウントを使用する

と、サーバを管理できます。管理者権限について詳しくは、次の「管理者アカウントについて」

を参照してください。

次の表は、サーバアカウント、読み込まれたアカウント、およびローカルアカウントの間の主要

な相違点をまとめたものです。

アカウントの種類 保管場所 作成者 使用目的

サーバアカウント お使いのサーバのディレ

クトリ

サーバ管理者（「サーバ

環境設定」を使用）

グループメンバーシッ

プ、コンタクト情報、

サービスにアクセスす

るための認証

読み込まれたアカウント 組織のディレクトリサー

バ（補足情報はお使いの

サーバのディレクトリ内）

ディレクトリサーバの

管理者

グループメンバーシッ

プ、コンタクト情報、

サービスにアクセスす

るための認証

ローカルアカウント 各MacOSXコンピュータ コンピュータ上で管理

者アカウントを持つ

ユーザ（「アカウント」

環境設定を使用）

ホームフォルダ、コン

ピュータへのログイン
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管理者アカウントについて
「サーバ環境設定」を使用して、ほかのユーザアカウントの作成、グループの作成、サーバ設定

の変更などの作業を実行するには、サーバ上の管理者アカウントが必要です。管理者アカウント

を持っていると、「システム環境設定」のロックされた環境設定の変更、サーバへのソフトウェ

アのインストール、および標準ユーザが実行できないその他の作業を実行することもできます。

第 3章で説明した初期設定プロセスの完了後には、サーバに2つの管理者アカウントが作成され
ます。主要な管理者アカウントとは、サーバの設定中に、名前とパスワードを入力したアカウン

トのことです。もう一方の管理者アカウントにも、入力したパスワードが設定されていますが、

アカウント名はLocalAdministrator で、そのユーザ名はlocaladminです。次の表は、これらの
アカウントの類似点と相違点をまとめたものです。

主要な管理者アカウントは、「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで作成したほかのユーザア

カウントと共に、サーバのディレクトリにあります。この管理者アカウントはサーバ自体で使用

でき、さらに、ほかのMacからネットワークを介してサーバの管理に使用できます。

LocalAdministrator アカウントが保管されているのはサーバ上ですが、サーバのディレクトリ
ではありません。同じ場所に「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで作成したほかのユーザア

カウントも作成されます。LocalAdministrator アカウントを使用すると、ほかの管理者アカウ
ントが不具合により使用できなくなった場合でも、サーバ上でログインでき、サーバの「サーバ

環境設定」を使用できます。

主要な管理者 Localadministrator

名前とユーザ名 設定中に指定 LocalAdministratorおよび
localadmin

パスワード 設定中に指定 設定中に指定

サーバのディレクトリに保管 はい いいえ

管理用コンピュータから使用可能 はい いいえ
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ユーザアカウントを新規作成するときは、そのユーザが管理者か、標準ユーザかを指定します。

読み込まれたユーザアカウントもサーバ管理者にすることができます。「サーバ環境設定」の使

用およびサーバへのソフトウェアのインストールを許可しないユーザは、管理者にしないでくだ

さい。

コンピュータのセキュリティを保つには、管理者名とパスワードをだれにも知らせないようにし

ます。コンピュータの前を離れるときは必ずログアウトします。または、「システム環境設定」の

「スクリーンセーバ」パネルと「セキュリティ」パネルで、スクリーンセーバのロックを設定し

ておきます。ログインした後、スクリーンセーバのロックを設定しないままコンピュータの前を

離れると、その間にだれかがコンピュータの前に座り、管理者権限を使用してなんらかの変更を

行う可能性があります。

セキュリティを高めるには、常に標準ユーザアカウントを使用してサーバにログインするように

します。管理者名とパスワードは、「サーバ環境設定」または管理者権限の必要なほかのアプリ

ケーションを開くときに使用します。

サーバの起動時に管理者が自動ログインするように設定することは絶対にしないでください。設

定すると、だれでもサーバを再起動するだけで、管理者としてのアクセス権を得られることにな

ります。

ユーザアカウントを追加する
サーバにより提供されるサービスを使用するユーザごとに、個別のユーザアカウントを追加でき

ます。各ユーザアカウントに、個別のメールアドレス、iChatアドレス、個人用カレンダーがサー
バにより提供されます。ユーザアカウントはサーバの共有ファイルと共有Web サイトにアクセ
スすることもでき、VPNを使用してリモートでサーバにアクセスできます。各サービスを使用で
きるかどうかはそのサービスが有効かどうかによります。また、ユーザアカウントごとにアクセ

スできるサービスを制御できます。
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新規ユーザアカウントを追加するには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで「追加」（＋）ボタンをクリックします。 

2 ポップアップメニューが表示された場合は、次のコマンドのいずれかを選択します：

ディレクトリからユーザを読み込む：組織のディレクトリサーバからユーザの既存のアカウント

を読み込むことができます。この操作について詳しくは、66ページの「ユーザを読み込む」を参
照してください。

新規ユーザを作成：可能な場合は、組織のディレクトリサーバから新規ユーザを追加するのが普

通ですが、お使いのサーバのディレクトリ内に新規ユーザアカウントを作成することもできま

す。この操作を行うには、手順3 へと進みます。

「追加」（＋）ボタンをクリックしたときにポップアップメニューが表示されない場合は、サーバ

がディレクトリサーバに接続されていません。手順3に進み、サーバのディレクトリにユーザア
カウントを作成します。

3 ユーザの名前を入力します。

名前は255 文字以内（1バイト文字は255文字まで、2バイト文字は85文字まで）で入力しま
す。空白を含めることができます。

4 自動的に生成されたユーザ名を使用したくない場合は、新しいユーザ名を入力します。（アカウ
ントの作成後にユーザ名を変更することはできません。）

ユーザ名は通常、8文字以下ですが、255文字以内の1 バイト文字を使用できます。A～Z、0 ～
9、_（アンダースコア）、または -（ハイフン）だけを使ってください。

参考：アカウントを作成しようとしているユーザのMac がすでに設定済みである場合は、サー
バ上のユーザアカウントにも同じユーザ名を使用するようにします。同じユーザ名を使用してい

ると、サービスへのログインがしやすくなります。
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5 ユーザのパスワードを「パスワード」および「確認」フィールドに入力します。

「パスワードアシスタント」を使用すると、新しいパスワードを選択しやすくなります。「パス

ワード」フィールドの右にある「キー」ボタンをクリックし、新しいパスワードのセキュリティ

を確認します。

6 このユーザアカウントが、ほかのユーザアカウントの作成、グループの作成、サーバへのソフト
ウェアのインストール、またはサーバ設定の変更を行う必要がある場合は、「ユーザにこのコン

ピュータの管理を許可」を選択します。

ユーザを読み込む
サーバが組織のディレクトリサーバに接続されている場合は、ユーザの既存のアカウントを読み

込むことができます。読み込まれた各ユーザアカウントに、個別のiChatアドレスと個人用カレ
ンダーがサーバにより提供されます。読み込まれたユーザアカウントは、サーバの共有ファイル

と共有Webサイトにアクセスすることもできます。サーバのメールサービスとVPNサービスが
有効になっている場合は、読み込まれたユーザアカウントはメールアドレスを取得し、 VPNを使
用してリモートでサーバにアクセスできます。各サービスにアクセスできるかどうかはそのサー

ビスが有効かどうかによります。また、読み込まれたユーザアカウントごとにアクセスできる

サービスを制御できます。

ユーザアカウントを読み込むには：
1 ユーザアカウントを読み込む前に、案内メールが必要に応じた内容であることを確認します。

詳しくは、79ページの「サーバ案内メールをカスタマイズする」を参照してください。

2「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで「追加」（＋）ボタンをクリックし、ポップアップメ
ニューから「ディレクトリからユーザを読み込む」を選択します。
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「追加」（＋）ボタンをクリックしたときにポップアップメニューが表示されない場合は、サーバ

が組織内のディレクトリサーバに接続されていません。139ページの「ディレクトリサーバに接
続する」を参照してください。

組織に（お使いのサーバとは別の）ディレクトリサーバがない場合は、ユーザアカウントを新規

作成できます。ユーザアカウントの新規作成について詳しくは、64ページの「ユーザアカウン
トを追加する」を参照してください。

3 組織のディレクトリサーバ上のアカウントのリストからユーザアカウントを選択し、必要に応じ
て「読み込まれたユーザにメール案内を送信」を選んで、「読み込む」をクリックします。

4 ユーザアカウントの読み込みが完了したら、「完了」をクリックします。

この手順で読み込まれたユーザアカウントは、「読み込み済み」として「ユーザ」パネルのリス

トに表示されます。

この手順でユーザアカウントを個別に読み込む代わりに、ユーザアカウントをグループから自動

的に読み込むことができます。この操作について詳しくは、次のセクションを参照してください。

ユーザのグループを自動的に読み込む
サーバが組織のディレクトリサーバに接続されている場合は、既存のユーザアカウントのグルー

プを読み込むことができます。グループを読み込んだ場合は、グループの全メンバーのユーザア

カウントがサーバにより自動的に読み込まれます。サーバは、読み込まれた各グループのメン

バーシップが変更されていないか、組織のディレクトリサーバを定期的にチェックし、読み込ま

れたグループでユーザが追加または削除されると、読み込まれたユーザアカウントの追加または

削除を自動的に行います。
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読み込まれた各ユーザアカウントに、個別のiChatアドレスと個人用カレンダーがサーバにより
提供されます。読み込まれたユーザアカウントは、サーバの共有ファイルと共有Web サイトに
アクセスすることもできます。サーバのメールサービスと VPN サービスが有効になっている場
合は、読み込まれたユーザアカウントはメールアドレスを取得し、VPN を使用してリモートで
サーバにアクセスできます。各サービスにアクセスできるかどうかはそのサービスが有効かどう

かによります。また、読み込まれたユーザアカウントごとにアクセスできるサービスを制御でき

ます。

ユーザアカウントをグループから自動的に読み込むには：
1 ユーザアカウントをグループから読み込む前に、案内メールが必要に応じた内容であることを確
認します。

詳しくは、79ページの「サーバ案内メールをカスタマイズする」を参照してください。

2「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルでアクション（ギア）ボタンをクリックし、ポップアッ
プメニューから「グループからユーザを読み込む」を選択します。

「アクション」ポップアップメニューにこのオプションが含まれない場合は、サーバがディレク

トリサーバに接続されていません。139ページの「ディレクトリサーバに接続する」を参照して
ください。

組織に（お使いのサーバとは別の）ディレクトリサーバがない場合は、ユーザアカウントを新規

作成できます。ユーザアカウントの新規作成について詳しくは、64ページの「ユーザアカウン
トを追加する」を参照してください。

3 右側のリストを変更して、自動的に読み込ませるメンバーのグループが含まれるようにします。

左側のリストで読み込み可能なグループを選択して追加し、「追加」をクリックします。

読み込むグループを取り除くときは、右側のリストでグループを選択し、「取り除く」をクリッ

クします。

4 必要に応じて、「新しく読み込まれたユーザにメール案内を送信」を選択します。
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5 読み込むグループのリストが完成したら、「保存」をクリックします。

グループから自動的に読み込まれたユーザアカウントは、「ユーザ」パネルのリストに「自動」と

して表示されます。

ユーザアカウントは個別に読み込むこともできます。これを行う手順については、66ページの
「ユーザを読み込む」を参照してください。

ユーザアカウントを削除する
「サーバ環境設定」を使用して、サーバ上で不要になったユーザアカウントを削除できます。ユー

ザアカウントを削除すると、そのアカウントが属していたグループメンバーシップはキャンセル

され、「iChat」の自動メンバーではなくなります。また、ユーザアカウントを削除すると、その
ユーザがサーバ上に保管していたメールも削除され、そのユーザの個人用カレンダーにもアクセ

スできなくなります。

ユーザアカウントを削除するには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで左側のリストから、変更するユーザアカウントを選択
します。

2「削除」（－）ボタンをクリックします。
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ユーザのアカウント設定を変更する
ユーザの名前、パスワード、ピクチャ、または管理者権限を変更するには、「サーバ環境設定」の

「ユーザ」パネルで「アカウント」をクリックします。
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ユーザのアカウント設定を変更するには： 
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで左側のリストから、変更するユーザアカウントを選択
します。

2「アカウント」をクリックし、次の情報を参考にして、使用可能な設定を変更します：

名前：ユーザの名前を入力します。これは、パスワードと共に、サービスにアクセスするための

認証に使用します。

ユーザ名：これは、ユーザの名前の省略形です。ユーザのメールおよび iChatアドレスに使用し
ます。また、パスワードと共に、サービスにアクセスするための認証にも使用します。これは、

アカウントの作成後に変更することはできません。

パスワードをリセット：クリックすると、パスワードをリセットします。ディレクトリサーバか

ら読み込まれたユーザアカウントでは、パスワードを変更できません。

ピクチャ：クリックすると、ピクチャの選択、接続したカメラでのピクチャの撮影、または視覚

効果の適用を行って、ユーザのピクチャを設定できます。

ユーザがこのサーバを管理することを許可：これを選択すると、このユーザアカウントが

「サーバ環境設定」でユーザ、グループ、サービスを管理できるようになります。

「アカウント」パネルでユーザ名以外の設定が淡色表示されている場合は、サーバが接続してい

るディレクトリサーバに設定が保管されているため、設定を変更できません。

Leopard を使用しているユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用して、自分のアカ
ウント情報を変更できます。
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ユーザのコンタクト情報を変更する
ユーザの氏名、住所、メールとチャットのアドレス、Webサイトのアドレス、ブログのアドレス
を変更するには、「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで「コンタクト情報」をクリックします。
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ユーザのコンタクト情報を変更するには： 
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで左側のリストから、変更するユーザアカウントを選択
します。

2「コンタクト情報」をクリックし、次の情報を参考にして、使用可能な設定を変更します：

名前：ユーザの氏名です。

住所：ユーザの郵送用住所です。

連絡先：ユーザのインスタントメッセージおよびメールのアドレスです。

Â アドレスを追加するには、「追加」（＋）ボタンをクリックします。

Â アドレスを取り除くには、そのアドレスを選択し、「削除」（－）ボタンをクリックします。

Webサイト：「http://」で始まる、ユーザの個人Webサイトのアドレスです。

ウェブログ：「http://」で始まる、ユーザの個人ブログのアドレスです。

「コンタクト情報」パネルでいずれかの設定が淡色表示されている場合は、サーバが接続してい

るディレクトリサーバに設定が保管されているため、設定を変更できません。

Leopard を使用しているユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用して、自分のコン
タクト情報を変更できます。詳しくは、95ページの「LeopardユーザのMac上のディレクトリ
情報を操作する」を参照してください。

ユーザによるサービスへのアクセスを制御する
個々のサービスへのユーザのアクセスを制御するには、「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネル

で「サービス」をクリックします。
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ユーザのサービスアクセス設定を変更するには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで左側のリストから、制御するユーザアカウントを選択
します。

2「サービス」をクリックして、ユーザにアクセスを許可するサービスを選択します。ユーザにア
クセスを許可しないサービスの選択を解除します。

ユーザのグループメンバーシップを変更する
ユーザをグループのメンバーにしたり、グループからユーザを取り除いたりするには、「ユーザ」

パネルで「グループ」をクリックします。
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ユーザのグループメンバーシップを変更するには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで左側のリストから、変更するユーザアカウントを選択
します。

2「グループ」、「メンバーシップを編集」とクリックします。

3 ユーザをメンバーにする各グループの隣にあるチェックボックスを選択します。ユーザをメン
バーにしない各グループの隣にあるチェックボックスの選択を解除します。

4 変更し終わったら、「メンバーシップを編集」を再度クリックします。ユーザが所属するグルー
プの静的なリストが表示されます。

グループの追加、削除、または構成について詳しくは、第 7章「グループを管理する」を参照し
てください。

ユーザの名前またはパスワードを変更する
「サーバ環境設定」を使用して、標準ユーザアカウントまたは管理者アカウントの名前またはパ

スワードを変更できます。

ユーザアカウントの名前またはパスワードを変更するには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで、変更する標準または管理者のユーザアカウントを左
側のリストで選択し、「アカウント」をクリックします。

2 名前を変更する場合は、「名前」フィールドを編集します。

名前は255 文字以内（1バイト文字は255文字まで、2バイト文字は85文字まで）で入力しま
す。空白を含めることができます。

「サーバ環境設定」で、ユーザアカウントのユーザ名を変更することはできません。

3 パスワードを変更する場合は、「パスワードをリセット」をクリックし、新しいパスワードを「新
しいパスワード」および「確認」フィールドに入力して、「パスワードを変更」をクリックします。
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「パスワードアシスタント」を使用すると、新しいパスワードを選択しやすくなります。「新しい

パスワード」フィールドの右にある「キー」ボタンをクリックし、新しいパスワードのセキュリ

ティを確認します。

Leopard を使用しているユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用して、自分の名前
とパスワードを変更できます。ユーザは、ファイル共有のための認証時に、自分のパスワードを

変更できます。

読み込まれたユーザアカウント、またはグループから自動的に読み込まれたユーザアカウントが

サーバ上にある場合は、アカウントが保管されているディレクトリサーバの管理者が、それらの

アカウントの名前またはパスワードを変更できます。ディレクトリサーバが標準構成の
MacOSXServerで、その管理者であるユーザである場合は、リモートで「サーバ環境設定」を
ディレクトリサーバに接続して、変更を行うことができます。リモートでの接続方法については、
53ページの「「サーバ環境設定」をリモートサーバに接続する」を参照してください。

サーバの読み込まれたユーザアカウントが詳細構成のMacOSXServer上に保管されている場合
は、ディレクトリ管理者が「ワークグループマネージャ」を使用してアカウントの名前とパス

ワードを変更できます。「ワークグループマネージャ」の使用については、「ワークグループマ

ネージャ」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。

LocalAdministrator アカウントのパスワードまたはその他の属性を変更するには、サーバの設
定後に「システム環境設定」の「アカウント」パネルを使用します。ローカルアカウントの変更

については、「システム環境設定」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。 

SystemAdministrator（root）アカウントのパスワードを変更するには、サーバの設定後に「ディ
レクトリユーティリティ」アプリケーションを使用します。「ディレクトリユーティリティ」の

使用については、「ディレクトリユーティリティ」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してくだ

さい。
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ユーザのピクチャを変更する
「サーバ環境設定」を使用して、標準ユーザアカウントまたは管理者アカウントのピクチャを変

更できます。読み込まれたユーザアカウント、またはグループから自動的に読み込まれたユーザ

アカウントがサーバ上にある場合は、そのアカウントのピクチャを変更できます。ただし、ピク

チャが組織のディレクトリサーバ上で設定されている場合は変更できません。

ユーザアカウントのピクチャを変更するには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルで、変更するユーザアカウントを左側のリストで選択し、
「アカウント」をクリックします。

2 付属のピクチャを使用するには、ピクチャのフィールドをクリックして、ポップアップメニュー
からピクチャを選択します。

3 ピクチャを編集する場合、または、カメラまたはファイルからピクチャを使用する場合は、ピク
チャのフィールドをクリックして、ポップアップメニューから「ピクチャを編集」を選択します。

必要に応じてピクチャを編集し、「設定」または「キャンセル」をクリックします。

最近使用したピクチャを使用するには、「最近使ったピクチャ」をクリックします。

ピクチャを移動するには、ピクチャを上下、左右にドラッグします。

ピクチャをクロップするには、つまみをドラッグします。

コンピュータに接続されたビデオカメラを使用して、新しいピクチャをキャプチャするには、「カ

メラ」ボタンをクリックします。

視覚効果を適用するには、視覚効果（グリッド）ボタンをクリックし、使用可能な効果のリスト

をスクロールして、目的の効果を選択します。

ピクチャファイルを使用するには、「選択」をクリックします。
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Leopard を使用しているユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用して、自分のピク
チャを変更できます。詳しくは、95ページの「LeopardユーザのMac上のディレクトリ情報を
操作する」を参照してください。

ウェルカムメールをカスタマイズする
「サーバ環境設定」を使用して、サーバの新規ユーザに対してそのサービスについて説明するた

めに送信される標準のメールメッセージに、名前、メールアドレス、および自己紹介を追加する

ことができます。標準メッセージには、サーバのDNS名と受信者のメールアドレス、およびサー
バから提供されるサービスの説明が記載されています。また、利用できるファイル共有とWeb
サービスへのリンクも記載されています。

新規ユーザアカウントを追加すると、サーバが自動的にメールを送信します。ただし、サーバの

メールサービスが停止しているときに新規ユーザアカウントを追加した場合は、メールは送信さ

れません。

新規に追加されたユーザアカウントに送信するメールをカスタマイズするには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルでアクション（ギア）ボタンをクリックし、ポップアッ
プメニューから「メールメッセージ設定」を選択します。

2 送信者の名前とメールアドレスを「管理者のフルネーム」と「管理者のメール」フィールドに入
力します。

3 必要に応じて、「ようこそ」フィールドに個人的なメッセージを入力します。

本物のメールであることが受信者に分かるように、自己紹介のメッセージを使用できます。たと

えば、次のように入力します：はじめまして、わたしはサーバ（myserver.example.com）の管
理者です。このサーバが提供するサービスについて分からないことがある場合は、メールまたは

電話（310-555-4357）でご遠慮なくお問い合わせください。—Bill
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ユーザは、メールアカウントの使用を開始すると、ウェルカムメールを受信します。上記の名前

とメッセージは、自動的に生成される標準メッセージテキストとは別に、四角い枠で囲まれて出

力されます。

サーバ案内メールをカスタマイズする
「サーバ環境設定」を使用して、サーバに新しく読み込まれたユーザに対して、サービスの利用

方法を知らせるために送信される標準のメールメッセージに、名前、メールアドレス、および自

己紹介を追加することができます。標準メッセージには、サーバのDNS 名と、サーバから提供
されるサービスの説明が記載されます。受信者がMacOSXv10.5Leopard を使用している場合
は、メールに含まれるボタンをクリックするだけで、サーバから提供されるサービスを利用でき

るように自動的にMacを設定できます。また、利用できるファイル共有とWebサービスへのリ
ンクも記載されています。

ユーザまたはユーザのグループを読み込むときに、メールを送信するオプションを選択できます。

サーバは、読み込まれたユーザアカウントの既存のメールアドレスに案内を送信します。読み込

まれたユーザアカウントのうち、メールアドレスを含まないものには案内が送信されません。

新規に読み込まれたユーザアカウントに送信するメールをカスタマイズするには： 
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルでアクション（ギア）ボタンをクリックし、ポップアッ
プメニューから「メールメッセージ設定」を選択します。

2 送信者の名前とメールアドレスを「管理者のフルネーム」と「管理者のメール」フィールドに入
力します。

3 必要に応じて、「案内」フィールドに個人的なメッセージを入力します。

「案内」フィールドが表示されない場合は、サーバがディレクトリサーバに接続されていません。
139ページの「ディレクトリサーバに接続する」を参照してください。
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本物のメールであることが受信者に分かるように、自己紹介のメッセージを使用できます。たと

えば、次のように入力します：はじめまして、わたしはサーバ（myserver.example.com）の管
理者です。このサーバが提供するサービスを利用するためのコンピュータの設定について分から

ないことがある場合は、メールまたは電話（310-555-4357）でご遠慮なくお問い合わせください。
—Bill

上記の名前とメッセージは、自動的に生成される標準メッセージテキストとは別に、四角い枠で

囲まれて出力されます。

グループ案内メールをカスタマイズする
「サーバ環境設定」を使用して、グループの新規外部メンバーに対して、グループのサービスの

利用方法を知らせるために送信される標準のメールメッセージに、名前、メールアドレス、およ

び自己紹介を追加することができます。標準メッセージには、グループ名とサーバのDNS 名、お
よびサーバから提供されるサービスの説明が記載されています。また、利用できるファイル共有

とグループサービスへのリンクも記載されています。

組織のディレクトリサーバから、サーバ上のグループの外部メンバーとしてユーザまたはグルー

プを追加したときに、メールを送信するオプションを選択できます。サーバは、各新規外部メン

バーのユーザアカウントの既存のメールアドレスに案内を送信します。新規外部メンバーのう

ち、ユーザアカウントにメールアドレスが含まれないものには案内が送信されません。
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グループの新規外部メンバーに送信するメールをカスタマイズするには：
1「サーバ環境設定」の「ユーザ」パネルでアクション（ギア）ボタンをクリックし、ポップアッ
プメニューから「メールメッセージ設定」を選択します。

2 送信者の名前とメールアドレスを「管理者のフルネーム」と「管理者のメール」フィールドに入
力します。

3 必要に応じて、「グループ案内」フィールドに個人的なメッセージを入力します。

「グループ案内」フィールドが表示されない場合は、サーバがディレクトリサーバに接続されて

いません。139ページの「ディレクトリサーバに接続する」を参照してください。

本物のメールであることが受信者に分かるように、自己紹介のメッセージを使用できます。たと

えば、次のように入力します：はじめまして、わたしはグループのサービスを提供するサーバ

（myserver.example.com）の管理者です。このサーバが提供するグループサービスについて分か
らないことがある場合は、メールまたは電話（310-555-4357）でご遠慮なくお問い合わせくださ
い。—Bill

上記の名前とメッセージは、自動的に生成される標準メッセージテキストとは別に、四角い枠で

囲まれて出力されます。
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6 ユーザのコンピュータを管理する

サーバが提供するサービスを使用できるよう、ユーザによるコンピュー
タの設定を補助する方法を説明します。

ユーザは、サーバからサービスが提供されるよう、自分のコンピュータを設定する必要がありま

す。ユーザがMacOSX バージョン10.5Leopard を使用している場合は、コンピュータが自動
的に設定されます。それ以前のMacOSXバージョンまたはWindowsを使用するユーザは、自
分のコンピュータを手動で設定する必要があります。

使用するMacがLeopardを実行しており、サーバに接続しているユーザは、「ディレクトリ」ア
プリケーションを使用してコンタクトの共有、グループの追加、グループサービスの設定、自分

のコンタクト情報の管理を実行できます。

LeopardユーザのMacを自動的に設定する
ユーザがMacOSXv10.5Leopardを使用している場合は、自動的にそのMac が設定され、サー
バからサービスが提供されます。その手順は、次の表で説明しているように、3種類のLeopard
ユーザでそれぞれ異なります。
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いずれかの自動設定の手順を終了した後は、次のページの表に示すように、ユーザがサービスに

アクセスできるようになります。（ユーザがアクセスできるのは、有効になっているサービスの

みです。）

ユーザのローカルアカウントはユーザのサーバアカウントに関連付けられており、ローカルアカ

ウントは、「システム環境設定」の「アカウント」パネルで「制限付き」というラベルが付けら

れています。両方のアカウントには同じパスワードを使用します。

Â ユーザのサーバアカウントが新規作成された場合は、そのパスワードは、ユーザの既存のロー

カルアカウントで使用されるパスワードに変更されます。

Â ユーザのサーバアカウントが、ディレクトリサーバの既存のアカウントから読み込まれた場合

は、この既存のアカウントのパスワードが、ユーザのローカルアカウントのパスワードとして

使用されます。

ユーザが「システム環境設定」の「アカウント」パネルでパスワードを変更すると、サーバアカ

ウントのパスワードも、それに合わせて変更されます。

自動設定されるユーザ 設定を開始するための操作 参照情報

サーバが標準構成の場合の
Leopardの新規ユーザ（新しい 
Macまたは新しくLeopard がイ
ンストールされた Macのユーザ）

Leopard設定中に「MacOSX
Serverに接続」パネルへの入力を
完了します

次の「新規Leopardユーザのた
めにサービスを設定する」

そのアカウントをディレクトリ

サーバから読み込んだ現在の 
Leopardユーザ

受信した案内メール内のボタンを

クリックします
88ページの「案内メールで
Leopard ユーザを設定する」

そのアカウントをサーバ上に作成

した現在のLeopardユーザ
「ディレクトリユーティリティ」

アプリケーションを開きます

（または、このアプリケーション

が自動的に開いた後）

89ページの「「ディレクトリユー
ティリティ」を使用してMacを
設定する」
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ユーザの複数のアカウントが異なるユーザ名で作成されている場合、ユーザは、「システム環境

設定」の「アカウント」パネルを使用してローカルアカウントのロングネームを変更できます。

ユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用して、サーバアカウントのロングネームを

変更することができます。

ローカルおよびサーバのユーザアカウント、および読み込まれたユーザアカウントについては、
60ページの「ユーザアカウントについて」を参照してください。

アプリケーション アクセスできる対象

アドレスブック ほかのユーザのコンタクト情報

ディレクトリ ユーザ、グループ、リソース情報

Finder 共有フォルダ

iCal ユーザの個人用カレンダーとグループカレンダー
iChat ユーザのJabberアカウントとメンバーリスト 

Mail ユーザのメールアカウントとほかのユーザのメールアドレス

Safari サーバのWebサイト：  http://myserver.example.com
グループWiki：  http://myserver.example.com/groups
ユーザブログ：  http://myserver.example.com/users
Webメール：  http://myserver.example.com/webmail

「ネットワーク」環境設定 VPN 接続
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新規Leopardユーザのためにサービスを設定する
新しいMac、またはMacOSXv10.5Leopard が新しくインストールされたMacの初期設定中
に、ユーザは、「MacOSXServerに接続」パネルで、標準構成のLeopardServerがインストー
ルされ、自分のアカウントが設定されているサーバを選択できます。（読み込まれたユーザアカ

ウントがなく、ディレクトリサーバに接続していない場合、そのサーバは標準構成です。）

サーバを選択します

サーバ上のアカウント

を指定します
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このパネルは、Macでネットワーク上に標準構成のLeopardServer が検出された場合にのみ表
示されます。ユーザは、このパネルでワークグループ構成の LeopardServer を選択することは
できません。（ディレクトリサーバに接続されている場合、そのサーバはワークグループ構成で

す。136ページの「ディレクトリサーバに接続する」を参照してください。）

ユーザがこのパネルでの入力を完了すると、次のようになります：

Â ローカルのユーザアカウントがユーザのMac上に、サーバ上で指定したアカウントに基づいて
作成されます。両方のアカウントで同じロングネーム、ユーザ名、パスワードが使用されます。

Â ホームフォルダが、ユーザのコンピュータ上で設定されます。

Â ユーザのコンピュータが自動的にサーバに接続され、サーバのサービスを使用できるように構

成されます。コンピュータがサービスを使用する方法については、83ページの「Leopardユー
ザのMacを自動的に設定する」を参照してください。

いくつかの理由により、「MacOSXServer に接続」パネルでの入力を完了できない場合があり
ます。たとえば、次の理由が考えられます：

Â ユーザがサーバの名前を知らないか、またはサーバ上にユーザアカウントがありません。この

ような場合、ユーザは「次のMacOSXServerを使用」の選択を解除して、「MacOSXServer
に接続」パネルでの入力を省略できます。

Â ユーザの Mac が、初期設定中にネットワークに接続されていません。この場合、「MacOSX
Serverに接続」パネルでなく「ローカルアカウントの作成」パネルが表示され、サーバアカウ
ントに基づかない新規アカウントが作成されます。

ユーザが何らかの理由で「MacOSXServer に接続」パネルでの入力を完了していない場合でも、
ユーザは初期設定を完了して、Mac を構成し、サーバのサービスを使用できます。ユーザがこれ
を行う方法については、89ページの「「ディレクトリユーティリティ」を使用してMac を設定す
る」を参照してください。
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案内メールでLeopardユーザを設定する
一部のユーザがすでにMacOSXv10.5Leopardの設定を完了しており、そのユーザアカウント
がすでにディレクトリサーバから読み込まれている場合は、これらのユーザに、サーバに接続す

るよう案内するメールを送信することができます。Leopardユーザは案内メールの中のボタンを
クリックして、アシスタントの使用を開始できます。このアシスタントが、ユーザのコンピュー

タをサーバに接続し、アプリケーションがサービスを使用するよう設定します。アシスタントに

ついて詳しくは、次の「「ディレクトリユーティリティ」を使用してMacを設定する」を参照し
てください。

参考：読み込まれたユーザが案内メールを受信するには、ディレクトリサーバ上のそのユーザの

アカウントにメールアドレスが含まれている必要があります。読み込まれたユーザアカウントの

ユーザのみが案内メールを受信します。サーバ上で作成されたアカウントのユーザは案内メール

を受信しません。次の2つのセクションでは、ユーザのコンピュータがどのように設定されるか
を説明します。

Leopardユーザが案内メールのボタンをクリックし、アシスタントを使用すると、アシスタント
はサーバ上で、現在ユーザのコンピュータにログイン中のローカル・ユーザ・アカウントに一致

するロングネームまたはユーザ名を持つユーザアカウントがあるかをチェックします。一致する

アカウントが見つかると、アシスタントはユーザに、そのサーバアカウントにローカルアカウン

トを関連付けるかどうかを確認するメッセージを表示します。ユーザが関連付けに同意すると、

サーバ上のアカウントのパスワードを使用するよう、ローカルアカウントが変更されます。ユー

ザのホームフォルダは、ユーザのコンピュータ上に残ります。

ユーザは、サーバのサービスを使用するようアプリケーションを設定するかどうかを選択しま

す。アプリケーションがどのように設定されるかについては、83ページの「Leopard ユーザの
Mac を自動的に設定する」を参照してください。
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案内メールで自動的に生成される標準メッセージテキストに管理者の名前、メールアドレス、お

よび自己紹介を追加する方法については、79ページの「サーバ案内メールをカスタマイズする」
を参照してください。

「ディレクトリユーティリティ」を使用してMacを設定する
MacOSXv10.5Leopardを実行するMacがサーバに接続されておらず、Leopardがネットワー
ク上でサーバを検出した場合は、「ディレクトリユーティリティ」が自動的に開きます。Mac を
サーバに接続して、アプリケーションがサービスを使用するよう設定するアシスタントが表示さ

れます。ユーザは、「ディレクトリユーティリティ」を手動で開くこともでき、サーバが検出さ

れると、アシスタントが表示されます。
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アシスタントの使用中に次の操作を行います：

Â ユーザは、サーバのサービスを使用するようMac を設定するかどうかを決定します。「ディレク
トリユーティリティ」が、サービスを提供できる複数のサーバを検出した場合は、それらのサー

バのコンピュータ名とIPアドレスのリストが表示されるため、選択するサーバを識別する必要
があります。リストに含まれるのは、標準構成またはワークグループ構成の LeopardServer で
動作するサーバのみです。

Â サーバ上のユーザアカウントの名前とパスワード、およびユーザのコンピュータにログイン中

のローカルのユーザアカウントのパスワードを入力します。サーバのパスワードアカウントは

ローカルアカウントのパスワードに変更されます。ユーザのホームフォルダは、ユーザのコン

ピュータ上に残ります。

Â ユーザは、サーバのサービスを使用するようアプリケーションを設定するかどうかを選択しま

す。アプリケーションがサービスを使用する方法については、83ページの「Leopard ユーザ
のMacを自動的に設定する」を参照してください。
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ユーザのコンピュータを手動で設定する
MacOSXv10.4Tiger以前を使用するユーザまたはWindowsを実行するユーザは、アプリケー
ションを手動で構成して、サーバのサービスを使用できます。次の表の設定を使用できます。フォ

ントの違うプレースホルダは、サーバのDNS名とユーザのユーザ名に置き換えてください。

アプリケーション 設定
Finder
（ファイル共有） 

afp://myserver.example.com
smb://myserver.example.com

iChat
（XMPPインスタント・メッセージ・
アプリケーション）

アカウントの種類：  Jabber
サーバ名：  myserver.example.com
JabberID：  usershortname@myserver.example.com
認証：Kerberosv5を推奨
ポート：  5223

Mail
（メールアプリケーション）

アカウントの種類： IMAP またはPOP
受信メールサーバ：  myserver.example.com

送信メールサーバ：  myserver.example.com

メールアドレス：  usershortname@myserver.example.com
認証：Kerberosv5を推奨 

iCal
（CalDAVカレンダーアプリケーション）

照会先：  http://myserver.example.com:8008/principals/
users/usershortname

カレンダーアプリケーションがSSL をサポートする場合は、
次のサイトを照会します：
https://myserver.example.com:8443/principals/users/
usershortname
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MacユーザのVPN接続を設定する
「サーバ環境設定」を使用して、Macユーザが開くとVPN 構成が自動的に作成されるファイルを
生成できます。その後、ユーザは、サーバとそのネットワークへのインターネット経由のVPN 接
続を作成できます。この構成ファイルはMacOSXv10.3 以降で機能します。構成ファイルの生
成については、130ページを参照してください。

生成したVPN構成ファイルをMacユーザに渡すときに、次のような構成ファイルの使用方法も
伝えてもかまいません。

Safari
（Webブラウザ）

Webサイト：  http://myserver.example.com
グループWiki：  http://myserver.example.com/groups
ユーザブログ：  http://myserver.example.com/users
Webメール：  http://myserver.example.com/webmail

インターネット接続
（VPN接続）

次の「Macユーザの VPN接続を設定する」、または
94ページの「ユーザの VPN接続を手動で設定する」を参照

アプリケーション 設定
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VPN構成ファイルを使用する
サーバを管理するユーザからVPN構成ファイルを入手しており、MacOSXバージョン10.3以
降を使用している場合は、そのファイルを使用してコンピュータを設定し、サーバへのVPN接
続を作成できます。構成ファイルには、サーバ上の自分のユーザアカウントの名前とパスワー

ドを除き、サーバへのVPN接続の作成に必要なすべての情報が含まれています。

VPN構成をファイルから読み込むには：
1 ファイルを開き、読み込んだ構成の置き場所を尋ねられたら、VPN（L2TP）を選択します。

2「アカウント名」フィールドに自分のユーザアカウントの名前を入力します。

3 自分のユーザアカウントのパスワードの入力をサーバ管理者から指示された場合は、「パス
ワード」フィールドに入力します。

MacOSXv10.5Leopardの場合は、「認証設定」をクリックすると、「パスワード」フィール
ドが表示されます。

セキュリティのため、管理者が、この時点でパスワードを入力しないよう指示する場合もあ

ります。

4 アプリケーションを終了し、確認画面で変更を保存するか適用するかを選択します。

ファイアウォールを備えたネットワークからのVPN接続を作成する場合は、VPN 接続を構成し
て、UDPポート500および4500上、およびIPプロトコル50上のトラフィックを許可します。 

VPN の構成を保存する前に自分のパスワードを入力しなかった場合は、サーバへのVPN接続を
行うたびにパスワードの入力を求められます。
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ユーザのVPN接続を手動で設定する
ユーザが構成ファイルを持っていない、または構成ファイルを使用できないWindowsコンピュー
タを使用しているために、構成ファイルから VPN 設定を読み込めない場合があります。このよ
うなユーザは、手動でコンピュータを設定して、サーバへの VPN 接続を作成できます。新しい
VPN 構成を作成して、次のVPN接続設定を入力する必要があります：

Â VPNサーバまたはホスト：サーバのDNS名またはパブリックIPアドレス
Â VPNタイプ：L2TPoverIPSec

Â IPSec の共有シークレット（キー）：「編集」をクリックして「共有シークレットを表示」を選

択すると、「サーバ環境設定」の「VPN」パネルに表示される

Â アカウント名：サーバ上のユーザのアカウントのユーザ名

Â ユーザパスワード：サーバ上のユーザのアカウントのパスワード

ファイアウォールを備えたコンピュータまたはネットワークからの VPN 接続を作成するユーザ
は、ファイアウォールを構成して、UDPポート500および4500上、およびIPプロトコル 50 上
のトラフィックを許可する必要があります。
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LeopardユーザのMac上のディレクトリ情報を操作する
MacOSXv10.5Leopard を使用するユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用して、
ユーザ、グループ、場所、リソースに関する共有情報を表示できます。これらのユーザは、「ディ

レクトリ」を使用して、コンタクトの共有、グループの追加と削除、グループメンバーシップの

変更、グループサービスの設定、自分のコンタクト情報の管理を実行できます。
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ユーザがほかのユーザに関する情報を検索したときに表示されるのは、コンタクト情報のみでは

ありません。「ディレクトリ」は、ユーザが提供したピクチャ、ユーザが所属するパブリックグ

ループのリスト、ユーザのマネージャと直属の上司、ユーザの場所を正確に示す地図を表示でき

ます。

「ディレクトリ」は、いくつかのMacOSXアプリケーションと連携します。ユーザは、「アドレ
スブック」のエントリーから共有コンタクトを作成したり、メールアドレスをクリックして

「Mail」でメールを送信したり、「Safari」でグループの WikiWeb サイトにアクセスしたりでき
ます。

「ディレクトリ」により、サーバのディレクトリにあるレコードがユーザに表示されます。サー

バがディレクトリサーバに接続されている場合は、「ディレクトリ」によりディレクトリサーバ

のレコードも表示されます。

参考：ユーザが「ディレクトリ」で行った変更は、「サーバ環境設定」に表示されます。「ディレ

クトリ」で行った最新の変更を反映させるには、「サーバ環境設定」で「表示」＞「リフレッシュ」

をクリックする必要があります。

「ディレクトリ」の使用方法については、「ディレクトリ」を開いて「ヘルプ」メニューを参照し

てください。「ディレクトリ」は「/アプリケーション/ ユーティリティ/」にあります。
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7 グループを管理する

「グループ」パネルを使用して、グループの追加と削除、グループメン
バーシップの表示と変更、またはグループサービスの構成を実行します。

「グループ」パネルでは、グループの作成、Wikiやブログなどのグループサービスの設定、グルー
プメンバーの追加と削除、不要なグループの削除を実行します。このパネルでの設定や制御につ

いて詳しくは、「サーバ環境設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」ボタンをクリックして

ください。
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新しいグループを作成する
サーバのユーザに自分用メーリングリスト、共有グループフォルダ、Wikiとブログ、カレンダー、
またはメーリング・リスト・アーカイブが必要となったときはいつでも、新しいグループを作成

できます。管理者は、各グループがこれらのサービスのどれを使用するかを決定します。

新しいグループを作成するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで「追加」（＋）ボタンをクリックします。

2 グループの名前を入力し、必要に応じてユーザ名を変更して、「グループを作成」をクリックし
ます。

グループの名前は255文字以内（1バイト文字は255文字まで、 2バイト文字は85文字まで）で
入力します。空白を含めることができます。

アカウントの作成後にユーザ名を変更することはできません。自動的に生成されたユーザ名を使

用したくない場合は、新しいユーザ名を入力します。

ユーザ名は通常、8文字以下ですが、255文字以内の1 バイト文字を使用できます。A～Z、0 ～
9、_（アンダースコア）、または -（ハイフン）だけを使ってください。 

3 このグループが使用するサービスを選択します。

「ファイル共有フォルダ」：共有グループフォルダが設定され、グループメンバーは、この共有グ

ループフォルダからファイルを取得したり、このフォルダにファイルを置いたりできます。この

フォルダはグループのユーザ名と同じ名前が付けられ、サーバの起動ディスクの「 / グループ/」
に置かれます。

「メーリングリスト」：グループのメールアドレスがグループのユーザ名で設定され、グループメ

ンバーは、このグループアドレスに送信されたすべてのメールを受信します。

「Wiki とブログ」：グループメンバーは、Web ブラウザを使用して、グループのWiki の表示や
Wikiへの書き込みを行うことができます。
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「Web カレンダー」：グループメンバーは、Webブラウザを使用して、グループのカレンダーを
チェックしたり、カレンダーにイベントを追加したりできます。

「メーリングリストの Web アーカイブ」：グループメンバーは、グループのメールアドレスに送

信され、アーカイブされたメールを読むことができます。

4「メンバー」をクリックして、グループにユーザを追加します。また、「外部メンバー」をクリッ
クして、組織のディレクトリサーバからユーザとグループを追加します。

手順については、101ページの「グループのメンバーを追加する／取り除く」および103ページ
の「グループの外部メンバーを追加する／取り除く」を参照してください。

「外部メンバー」タブ（103ページの図を参照）が表示されない場合は、サーバがディレクトリ
サーバに接続されていません。139ページの「ディレクトリサーバに接続する」を参照してくだ
さい。

グループサービスにアクセスするためにグループメンバーは、自分のユーザアカウント名とパス

ワードを使用して認証される必要があります。グループサービスが使用可能かどうかは、ファイ

ル共有サービス、iCalサービス、Webサービス、メールサービスが有効かどうかによります。

Leopard を使用するユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用してグループを追加で
きます。詳しくは、95ページの「LeopardユーザのMac上のディレクトリ情報を操作する」を
参照してください。
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グループを削除する
「サーバ環境設定」を使用して、不要になったグループを削除できます。

グループを削除するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで左側のリストから、削除するグループを選択します。

2「削除」（－）ボタンをクリックします。

グループを削除した後も、そのグループの共有フォルダとWeb サイトフォルダはサーバの起動
ディスク上に残ります。共有フォルダは「/グループ/」に、グループのWebサイトフォルダは
「/ライブラリ /Collaboration/Groups/」にあります。これらのフォルダは、そのまま残しておく
ことも「ゴミ箱」にドラッグすることもできます。

Leopard を使用するユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用してグループを削除で
きます。その操作方法については、「ディレクトリ」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してく

ださい。
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グループのメンバーを追加する／取り除く
「グループ」パネルで、「ユーザ」パネルで作成したユーザまたは読み込んだユーザであるグルー

プメンバーを追加したり、取り除いたりできます。（ユーザを読み込む場合は、サーバがディレ

クトリサーバに接続している必要があります。）
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グループのメンバーを追加する、または取り除くには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで左側のリストから、編集するグループを選択します。

2「メンバー」、「メンバーシップを編集」とクリックします。

3 グループのメンバーにする各ユーザの隣にあるチェックボックスを選択します。グループのメン
バーにしない各ユーザの隣にあるチェックボックスの選択を解除します。

4 完了したら、「メンバーシップを編集」を再度クリックします。グループメンバーの静的リスト
が表示されます。

Leopard を使用しているユーザは、「ディレクトリ」アプリケーションを使用して、グループメ
ンバーを追加したり、取り除いたりできます。詳しくは、95ページの「LeopardユーザのMac
上のディレクトリ情報を操作する」を参照してください。

ユーザアカウントの追加、削除、または構成について詳しくは、第 5章「ユーザを管理する」を
参照してください。
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グループの外部メンバーを追加する／取り除く
サーバがディレクトリサーバに接続している場合は、ディレクトリサーバのユーザとグループを

グループメンバーに追加することができます。外部メンバーのユーザアカウントはサーバ上に作

成されませんが、外部メンバーは、そのグループのWikiWeb サイトを使用できます。「グルー
プ」パネルを使用して、外部グループメンバーを追加したり、取り除いたりできます。
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外部グループメンバーを追加する／取り除くには：
1 外部グループメンバーを追加する前に、グループの案内メールが必要に応じた内容であることを
確認します。

詳しくは、80ページの「グループ案内メールをカスタマイズする」を参照してください。

2「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで、変更するグループを左側のリストで選択し、「外部
メンバー」をクリックします。

「外部メンバー」タブが表示されない場合は、サーバがディレクトリサーバに接続されていませ

ん。139ページの「ディレクトリサーバに接続する」を参照してください。

3 外部グループメンバーを取り除くには、右側のリストでそのメンバーを選択し、リストの下の
「削除」（－）ボタンをクリックします。

4 グループメンバーを追加するには、メンバーのリストの下にある「追加」（＋）ボタンをクリッ
クします。

5 これからメンバーにするユーザをリストで選択し、必要に応じて「追加されたユーザにメール案
内を送信」を選択して、「グループに追加」をクリックします。

ユーザまたはグループを検索するには、検索ボックスに名前の最初の部分を入力します。

見出しの下のユーザとグループを表示したり、非表示にしたりするには、見出しの三角形をク

リックします。

6 メンバーの追加が完了したら、「完了」をクリックします。

ユーザアカウントの追加、削除、または構成について詳しくは、第 5章「ユーザを管理する」を
参照してください。







第7章   グループを管理する 105

グループの設定を変更する
グループ名の変更またはグループサービスの設定を行うには、「サーバ環境設定」の「ユーザ」パ

ネルにある「グループ」をクリックします。グループサービスには、共有グループフォルダ、グ

ループのメーリングリスト、Wiki とブログを含むグループのWeb サイト、Web カレンダー、
Web メーリング・リスト・アーカイブがあります。このパネルでの設定や制御について詳しく
は、「サーバ環境設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。
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グループ名を変更する
「サーバ環境設定」を使用して、グループの名前を変更できます。

グループの名前を変更するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで、変更するグループを左側のリストで選択し、「グ
ループ設定」をクリックします。

2「グループ名」フィールドを編集します。

名前は255 文字以内（1バイト文字は255文字まで、2バイト文字は85文字まで）で入力しま
す。空白を含めることができます。

「サーバ環境設定」で、ユーザ名を変更することはできません。

グループのファイル共有フォルダを設定する
「サーバ環境設定」を使用して、グループの共有フォルダを設定できます。グループメンバーは、

共有グループフォルダからファイルを取得したり、ファイルをこのフォルダに置いたりできま

す。このフォルダはグループのユーザ名と同じ名前が付けられ、サーバの起動ディスクの「/ グ
ループ/」に置かれます。

グループにファイル共有フォルダを設定するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで、左側のリストでグループを選択するか、新しいグ
ループを作成し、「グループ設定」をクリックします。

詳しくは、98ページの「新しいグループを作成する」を参照してください。

2「ファイル共有フォルダ」を選択します。
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3「すべてを表示」＞「ファイル共有」とクリックします。ファイル共有サービスおよび「グルー
プ」共有フォルダへのアクセスが有効であることを確認します。

グループメンバーは、そのユーザアカウントの名前とパスワードで、グループの共有フォルダへ

のアクセスを認証されます。

グループのメーリングリストを設定する
「サーバ環境設定」を使用して、グループのメーリングリストを設定できます。グループのメー

ルアドレスは、グループのユーザ名を使用して設定されています。サーバは、そのアドレスに送

信されたメールを受信すると、それをグループの各メンバーのメールアドレスに配信します。

グループのメーリングリストを設定するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで、左側のリストでグループを選択するか、新しいグ
ループを作成し、「グループ設定」をクリックします。 

2「メーリングリスト」を選択します。

3「すべてを表示」をクリックし、メールサービスが有効なことを確認します。

グループのWikiWebサイトを設定する
「サーバ環境設定」を使用して、Wikiとブログを含むグループのWebサイトを設定できます。こ
のWebサイトには、カレンダーやメーリング・リスト・アーカイブを含めることもできます。グ
ループメンバーは、Webブラウザを使用して、グループの Wikiとブログの表示とそれらへの書
き込み、グループカレンダーのチェックとカレンダーへのイベントの追加を実行できます。また、

グループのメールアドレスに送信され、アーカイブされたメールを読むこともできます。
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グループのWikiWebサイトを設定するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで、左側のリストでグループを選択するか、新しいグ
ループを作成し、「グループ設定」をクリックします。 

2「Wikiとブログ」を選択します。 

3 グループのWebサイトにイベントの共有カレンダーを含める場合は、「Webカレンダー」を選択
します。

4 グループのWebサイトにグループのメーリングリストのアーカイブを含める場合は、「メーリン
グリストのWebアーカイブ」と「メーリングリスト」を選択します。

5「すべてを表示」をクリックして「Web」をクリックします。Web サービスが有効であり、「グ
ループWikiを有効にする」オプションが選択されていることを確認します。

6 手順3でWebカレンダーを有効にした場合は、「すべてを表示」をクリックして、iCalサービスが
有効なことを確認します。

7 手順4でWebメーリングリストの Webアーカイブを有効にした場合は、「すべてを表示」をクリッ
クして、メールサービスが有効なことを確認します。

グループのWikiWeb サイトを開くには、「Wiki とブログ」の隣にある矢印のリンクをクリック
します。グループのWeb カレンダーを開くには、「Web カレンダー」の隣にある矢印のリンク
をクリックします。

Wiki、ブログ、カレンダー、メーリング・リスト・アーカイブの使用については、グループの
Web サイトに組み込みのヘルプを参照してください。

グループメンバーは、次のURLでそのWebサイトを参照できます：

http://serverDNSname/groups/groupshortname

フォントの違うプレースホルダは、サーバのDNS 名とグループのユーザ名に置き換えてくださ
い。サーバのDNS名は、「サーバ環境設定」の「情報」パネルに表示されています。
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グループメンバーは、自分のユーザアカウント名とパスワードを使用してログインし、グループ

のWiki、ブログ、 Webカレンダー、またはWebメーリング・リスト・アーカイブにアクセスします。

グループサービスへのアクセスは、「ディレクトリ」アプリケーション（「/ アプリケーション /
ユーティリティ/」にあります）を使用して制御できます。「ディレクトリ」の使用については、
「ディレクトリ」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。

グループのカレンダーを設定する
「サーバ環境設定」を使用して、グループのWikiWebサイトの一部としてグループのカレンダー
を設定できます。ユーザは、Web ブラウザを使用して、グループのカレンダーをチェックした
り、カレンダーにイベントを追加したりできます。

WikiWeb サイトでグループのWebカレンダーを設定するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで、「グループ設定」をクリックし、WikiWeb サイトを
持つグループを左側のリストで選択します。

2「Webカレンダー」を選択します。

3「すべてを表示」＞「iCal」とクリックします。iCalサービスが有効なことを確認します。

グループのWeb カレンダーを開くには、「Web カレンダー」の隣にある矢印のリンクをクリッ
クします。

グループメンバーは、次のURLでそのWebカレンダーを参照できます：
http://serverDNSname/groups/groupshortname/calendar

フォントの違うプレースホルダは、サーバのDNS 名とグループのユーザ名に置き換えてくださ
い。サーバのDNS名は、「サーバ環境設定」の「情報」パネルに表示されています。
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グループメンバーは、そのユーザアカウントの名前とパスワードでログインして、グループの
Web カレンダーにアクセスします。

グループのメーリング・リスト・アーカイブを設定する
「サーバ環境設定」を使用して、グループのWikiWeb サイトの一部としてメーリング・リスト・
アーカイブを設定できます。このサービスを使用して、グループのメールアドレスに送信され、

アーカイブされたメールをWebブラウザで読むことができます。

メーリングリストのWebアーカイブを設定するには：
1「サーバ環境設定」の「グループ」パネルで、「グループ設定」をクリックし、WikiWeb サイトを
持つグループを左側のリストで選択します。

2「メーリングリストのWebアーカイブ」と「メーリングリスト」を選択します。

3「すべてを表示」＞「Mail」とクリックします。メールサービスが有効なことを確認します。

グループメンバーは、次のURLでそのメーリングリストのWebアーカイブを参照できます：
http://serverDNSname/groups/groupshortname/mailinglist

フォントの違うプレースホルダは、サーバのDNS 名とグループのユーザ名に置き換えてくださ
い。サーバのDNS名は、「サーバ環境設定」の「情報」パネルに表示されています。

グループメンバーは、そのユーザアカウントの名前とパスワードでログインして、グループの

メーリングリストのWebアーカイブにアクセスします。





8







111



8 サービスをカスタマイズする

「サーバ環境設定」を使用して、ファイル共有、iCal、iChat、メール、
Web、VPNの各サービスの設定を変更します。

ファイル共有サービスを管理する
「ファイル共有」パネルを使用して、ファイル共有サービスを有効または無効にしたり、「グルー

プ」および「Public」の各共有フォルダへのアクセスを制御したりします。また、自分の共有フォ
ルダ（共有ポイントとも呼ばれます）を追加したり、削除したりすることもできます。このパネ

ルでの設定や制御について詳しくは、「サーバ環境設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」ボ

タンをクリックしてください。
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ファイル共有サービスについて
MacOSXServer ファイル共有サービスを使用すると、ユーザは共有フォルダにアクセスして、
サーバ上にファイルを保管できます。ユーザはMacintosh、Windows、またはUNIXコンピュー
タから、特別なソフトウェアを使用せずに、AFP やSMB などのネイティブのファイルプロトコ
ルを使用して、自分のファイルや共有フォルダにアクセスできます。Windowsユーザには、「マ
イネットワーク」の中にMacOSXServer ファイルサーバが、Windowsファイルサーバと同様
に表示されます。

共有フォルダを追加する
ユーザがサーバに接続してファイル共有を行うときに選択する、ユーザ用の共有フォルダを追加

できます。Mac ユーザには、共有フォルダが「Finder」内に共有ディスクとして表示されます。
Windows ユーザの場合は、共有フォルダが「マイネットワーク」内に表示されます。共有フォ
ルダは共有ポイントとも呼ばれます。

共有フォルダを追加するには：
1 存在していないフォルダを共有するには、フォルダを作成して、「Finder」で名前を付けます。

2「サーバ環境設定」の「ファイル共有」パネルで、「追加」（＋）ボタンをクリックし、共有する
フォルダを選択して「開く」をクリックします。

サーバ上で「サーバ環境設定」を使用している場合、共有したいフォルダを「Finder」ウインド
ウから、「ファイル共有」パネルのリストにドラッグすることもできます。 

3 ログインせずにユーザがこの共有フォルダにアクセスできるようにしたり、この共有フォルダに
アクセスできるユーザのリストを変更したりするには、「アクセス権を編集」をクリックします。

具体的な手順については、113ページの「共有フォルダへのアクセスを制御する」を参照してく
ださい。
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グループのファイル共有フォルダを設定する場合は、「サーバ環境設定」の「グループ」パネル

を使用します。グループのファイル共有フォルダは「/グループ/」共有フォルダにあります。詳
しくは、106ページの「グループのファイル共有フォルダを設定する」を参照してください。

共有フォルダを取り除く
「サーバ環境設定」を使用して、ファイル共有に使用しなくなった共有フォルダを取り除くこと

ができます。共有フォルダを取り除いても、フォルダとその内容はサーバのディスクに残ります。

共有フォルダを取り除くには：
m「サーバ環境設定」の「ファイル共有」パネルで、取り除く共有フォルダを選択して、「削除」（－）

ボタンをクリックします。

共有フォルダへのアクセスを制御する
「サーバ環境設定」の「ファイル共有」パネルのリストにある各共有フォルダへのアクセスを有

効または無効にすることができます。各共有フォルダとその内容への読み出し／書き込みのアク

セス権を、サーバ上にアカウントがあるすべてのユーザに与えるか、または選択したユーザとグ

ループのみに与えるかを指定できます。また、各共有フォルダへのゲストアクセスを有効にする

か、無効にするかを選択することもできます。共有フォルダへのアクセスを有効にすると、ユー

ザはAFP およびSMB ファイル共有プロトコルを使用してフォルダにアクセスできます。ゲスト
は、ログインせずに共有フォルダにアクセスできます。

共有フォルダの設定を変更するには：
1「サーバ環境設定」の「ファイル共有」パネルで、リストから共有フォルダを見つけます。

2 共有フォルダへのアクセスを有効にするには、そのチェックボックスを選択します。

3 サーバ上にアカウントがあるすべてのユーザに、共有フォルダとその内容への読み出し／書き込
みのアクセス権を与えるには、「アクセス権を編集」をクリックして「すべての登録ユーザ」を

選択します。
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4 共有フォルダとその内容への読み出し／書き込みのアクセス権を制限するには、「アクセス権を
編集」をクリックして「以下の登録ユーザおよびグループのみ」を選択し、読み出し／書き込み

のアクセス権を与える各ユーザおよびグループの隣のチェックボックスを選択します。

グループに読み出し／書き込みのアクセス権を与えると、個々のメンバーのチェックボックスが

選択されていない場合も、そのメンバー全員に読み出し／書き込みのアクセス権が与えられます。

5 ゲストユーザに共有フォルダの内容の読み出しを許可するには、「アクセス権を編集」をクリッ
クして「ゲストに読み出し専用アクセスを許可」を選択します。ゲストのアクセスを禁止するに

は、このオプションの選択を解除します。

共有フォルダへのアクセスを有効にすると、ユーザは、最も一般的なファイル共有プロトコル

（AFPとSMB）を使用してフォルダにアクセスできます。

共有フォルダまたはフォルダ内の項目へのアクセス権は、「Finder」の「情報」ウインドウを使
用して変更することもできます。フォルダとファイルへのアクセス権の設定については、

「Finder」に切り替えて、「ヘルプ」メニューを参照してください。

サーバのファイル共有アドレスを見つける
ユーザおよびゲスト（設定されている場合）は、次のアドレスにあるAFP またはSMB プロトコ
ルを使用してサーバの共有フォルダに接続できます：

Â



smb://serverDNSname

Â



afp://serverDNSname

フォントの違うプレースホルダは、サーバのDNS 名に置き換えてください。この DNS 名は「サー
バ環境設定」の「情報」パネルに表示されています。
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ユーザが、ゲストアクセスが無効な共有フォルダにアクセスするには、サーバ上の自分のユーザ

アカウントの名前とパスワードを使用してログインする必要があります。ログイン後にユーザ

は、自分が属する各グループの共有フォルダにアクセスできます。共有フォルダでゲストアクセ

スが有効な場合は、ユーザはログインしなくても接続できます。詳しくは、113ページの「共有
フォルダへのアクセスを制御する」を参照してください。

iCalサービスを管理する
「iCal」パネルを使用して、iCalカレンダーサービスを有効または無効にしたり、添付ファイルの
サイズや各ユーザのカレンダー・データの合計を制限したりします。
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「iCal」パネルを構成するには：
m 次の情報を参考にして、使用可能な設定を変更します：

「入」／「切」：iCalサービスの状態を示します。「入」／「切」スイッチをクリックすると、サー
ビスの有効／無効が切り替わります。

「各カレンダーイベントのサイズの上限：__ MB」：イベント、ToDo項目、またはその他のカレ
ンダーオブジェクトの合計サイズの最大値を設定します。合計サイズには、すべての添付ファイ

ルの合計サイズも含まれます。ユーザがこのサイズより大きいカレンダーオブジェクトを保存し

ようとすると、サーバがユーザのカレンダーアプリケーションにエラーメッセージを送信します。

「各ユーザのカレンダーの合計サイズの上限：__ MB」：サーバ上でユーザのイベント、ToDo 項
目、その他のカレンダーデータに使用できるディスク領域を制限します。ユーザがこの制限を

超えて使用すると、サーバがユーザのカレンダーアプリケーションにエラーメッセージを送信し

ます。

iCalサービスについて
MacOSXServerのカレンダーサービスである「iCal サーバ」を使用すると、カレンダーの共有、
会議の予約、イベントの予定が容易になります。社員は、互いのスケジュールの確認、会議の提

案または受諾、会議室の予約、プロジェクタの使用予約などをすばやく簡単に実行できます。「iCal
サーバ」で、会議の議題やToDo項目と共に参加依頼が送信され、その返信が集計されます。 

MacOSX バージョン10.5Leopard を実行するコンピュータでは、「iCal サーバ」を使用するた
めに「iCal」アプリケーションを自動設定することができます。83ページの「Leopard ユーザの
Mac を自動的に設定する」を参照してください。

「iCal サーバ」は、標準CalDAV プロトコルをサポートする、ほかの一般的なカレンダーアプリ
ケーションにも対応しています。
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iChatサービスを管理する
「iChat」パネルを使用して、iChat インスタント・メッセージ・サービスを有効または無効にし
たり、すべてのユーザをメンバーにしたりできます。また、ほかのインスタント・メッセージ・

システムでチャットを有効にしたり、すべてのチャットのログとアーカイブを設定したりするこ

ともできます。このパネルでの設定や制御について詳しくは、「サーバ環境設定」ウインドウの

右下隅にある「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。

iChatサービスについて
iChatサービスでMacintosh、Windows、Linuxのユーザは、セキュリティ保護されたインスタ
ントメッセージ（IM）を使用できます。チームのメンバーは、部外者による機密情報の傍受を心
配することなく、問題の解決方法を話し合ったり、計画を立てたり、URLを交換したり、ファイ
ルを転送したりできます。iChatサービスを使用すると、2 名以上のユーザ間でテキストメッセー
ジを交換できます。また、iChat は、オーディオ、ビデオ、および多方向のオーディオとビデオ
によるセッションのためのユーザ間の直接接続を容易にします。
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ユーザのiChatアカウント情報は、サーバ上に保管されます。ユーザは、どのMacからでも自分
のアカウントにアクセスでき、画面には同じメンバーリストやグループなどが表示されます。 

MacOSXバージョン10.5Leopardを実行するコンピュータでは、サーバのiChatサービスを使
用するために「iChat」アプリケーションを自動設定することができます。 83ページの「Leopard
ユーザのMacを自動的に設定する」を参照してください。

iChatサービスは、Windows、Linux、および一般的なPDAで使用可能な、 Jabber 互換のイン
スタント・メッセージ・ソフトウェアにも対応しています。

すべてのユーザをメンバーにする
サーバ上にアカウントがあるすべてのユーザのJabberID（スクリーン名）が、各ユーザのJabber
メンバーリストに自動的に追加されるようにすることができます。ユーザの画面では、「iChat」
（またはほかのXMPPインスタント・メッセージ・アプリケーション）に自分のJabber メンバー
リストが表示され、ユーザはメンバーを追加したり、取り除いたりできます。

すべてのユーザをJabberメンバーにするには：
1「サーバ環境設定」の「iChat」パネルで、「すべてのユーザを自動的にメンバーにする」を選択
します。

2



iChatサービスを再起動するときは、「入」/「切」を2回クリックします。

iChatサービスの設定変更は、iChat サービスの再起動後に有効になります。

「すべてのユーザを自動的にメンバーにする」の選択を解除すると、ユーザが自動的には互いの

メンバーリストから取り除かれなくなります。自動的にメンバーリストに追加されたメンバー

は、取り除くことができます。
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「Googleトーク」およびその他のXMPPサービスのユーザとチャットする
サーバのユーザが、「Googleトーク」や、XMPPプロトコルを使用するほかのインスタント・メッ
セージ・システムのユーザとインスタントメッセージを交換できるようにすることができます。

「Googleトーク」やその他の XMPPサービスを介してチャットするには： 
1「サーバ環境設定」の「iChat」パネルで、「サーバ間通信を有効にする」を選択します。

2



iChatサービスを再起動するときは、「入」/「切」を2回クリックします。

iChatサービスの設定変更は、iChat サービスの再起動後に有効になります。

インスタントメッセージを保存してアーカイブする
iChatサービスで、すべてのインスタントメッセージの記録をテキストファイルに保存できます。
iChatサービスにより写しが圧縮され、アーカイブとして週に 1回、保存されます。最新の記録
と圧縮されたアーカイブは「/var/jabberd/message_archives/」にあります。

インスタントメッセージを保存し、アーカイブするには：
1「サーバ環境設定」の「iChat」パネルで、「すべてのチャットをログに記録してアーカイブ」を
選択します。

2



iChatサービスを再起動するときは、「入」/「切」を2回クリックします。

iChatサービスの設定変更は、iChat サービスの再起動後に有効になります。
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メールサービスを管理する
「Mail」パネルを使用して、メールサービスを有効または無効にしたり、新規ユーザに送信され
るウェルカムメッセージを編集したりできます。また、送信メール用リレーサーバの指定や、ジャ

ンクメールとウイルスのフィルタリングの調整も実行できます。このパネルでの設定や制御につ

いて詳しくは、「サーバ環境設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」ボタンをクリックして

ください。

メールサービスについて
メールサービスでユーザは、任意のメールアプリケーションを使用して、ローカルネットワーク

とインターネットでメールを送受信できます。メールサービスではグループ用メーリングリスト

を利用できます。また、ジャンクメールとウイルスからユーザを保護するフィルタが含まれてい

ます。

ユーザアカウントを持つすべてユーザにはメールアドレスが与えられます。MacOSX バージョ
ン10.5Leopardを実行するコンピュータでは、サーバのメールサービスを使用するために「Mail」
アプリケーションを自動設定することができます。83ページの「LeopardユーザのMacを自動
的に設定する」を参照してください。
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メールサービスは、標準のメールプロトコルを使用する、ほかの一般的なメールアプリケーショ

ンにも対応しています。ユーザはメールを、IMAP またはPOP プロトコルを使用して受信でき、
SMTPプロトコルを使用して送信できます。

メール・リレー・サーバを指定する
メールサービスでは、送信メールをほかのサーバに中継させることができ、このリレーサーバに

よりメールが宛先に転送されます。

Â 商用インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）を使用している場合は、ISPの規定により、
すべての送信メールが指定サーバでリレーされる場合があります。

Â インターネットサービスが組織により提供されている場合は、サーバがファイアウォール経由

で送信メールを配信するために、リレーサーバの使用が必要である場合があります。この場合、

ファイアウォールを経由したメールのリレー用のサーバは、組織が指定します。

重要：リレーサーバは、ISP または組織で必要である場合にのみ使用してください。許可がない
のに別のサーバを介してメールをリレーさせると、サーバがメールサービスを悪用しているよう

に見える可能性があります。

別のサーバを介して送信メールをリレーするには：
1「サーバ環境設定」の「Mail」パネルで、「ISP を経由して送信メールをリレー」を選択します。

このオプションがすでに選択されている場合は、その隣の「編集」ボタンをクリックします。

リレーサーバ接続の詳細を入力するためのダイアログが表示されます。 

2



ISPまたは組織から提供されたリレーサーバのDNS 名またはIPアドレスを入力します。

3



ISPまたは組織で、メール送信前にサーバによる認証も要求する場合は、「SMTPリレー認証を有
効にする」を選択し、ISPまたは組織から提供されたユーザ名とパスワードを入力します。
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迷惑メールとウイルスのフィルタリングについて
メールサービスでは、配信前に受信メールを振り分けて、ウイルスや迷惑メールが含まれていな

いかをチェックできます。MacOSXServerでは、SpamAssassin（spamassassin.apache.org）
を使用してメッセージのテキストを分析し、迷惑メールである確率を評価します。

どのような迷惑メールフィルタを使ったとしても、不要なメールを100％の精度で識別すること
はできません。このため、MacOSXServer は、迷惑メールの削除は実行しません。代わりに、
「***JUNKMAIL***」というテキストを件名に追加したメールを配信します。受信者は、そのメー
ルが実際に迷惑メールであるかどうかを判断し、その結果に基づいてメールを処理します。

分類されたメッセージは分析されて、単語の使用頻度の統計が保存されます。迷惑メールと同じ

言葉をより多く含むメールメッセージには、迷惑メールである確率がより高いと評価されます。

MacOSXServer では、ClamAV（www.clamav.net）を使用してメールメッセージをスキャン
し、ウイルスを検出します。ウイルスに感染している可能性のあるメールは削除され、「サーバ

環境設定」の「情報」パネルで指定した通知メールアドレスに通知が送信されます。サーバでは

毎日1回、インターネット経由で自動的にウイルス定義がアップデートされます。

受信迷惑メールおよびウイルスをスキャンする
メールサービスで、受信メッセージに含まれる迷惑メールやウイルスをスキャンできます。既知

のウイルスを含むメッセージは削除されます。迷惑メールである可能性のあるメッセージには、

「***JUNKMAIL***」というマークが付けられて配信されます。

メールサービスで迷惑メールやウイルスをスキャンするには：
1「サーバ環境設定」の「Mail」パネルで、「迷惑メールとウイルスのフィルタを有効にする」を選
択します。

2 つまみを調整して、受信メッセージが迷惑メールであることを示すフィルタの許容度を設定し
ます。
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「強」：迷惑メールフィルタで、迷惑メールである兆候がほとんど許容されません。

「中」：迷惑メールフィルタで、迷惑メールである兆候がある程度許容されます。

「弱」：迷惑メールフィルタでは、迷惑メールの兆候が多く含まれる場合にのみ、受信メッセージ

に迷惑メールのマークを付けます。

Web サービスを管理する
「Web」パネルを使用して、Webサービスを有効または無効にしたり、 Web サイトのホームペー
ジの場所を変更したりできます。また、グループのWikiWeb サイトやその他のWeb サービス
を使用可能にすることができます。このパネルでの設定や制御について詳しくは、「サーバ環境

設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。
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Webサービスについて
Web サービスでは、従来のWebサイトを運営したり、グループWebサイトを提供したりでき
ます。このグループWebサイトにはWikiとブログが含まれており、オプションのカレンダーと
メーリング・リスト・アーカイブも含まれます。ほかのWebサービスにより、メールへのWeb
アクセスが提供されます。

グループのすべてのメンバーは、自分のWebブラウザから簡単にWikiコンテンツの表示、検索、
編集を実行できます。付属のテンプレートを使用したり、独自のテンプレートを作成したりして、

マークアップコードや特殊な構文の知識がなくても無理なくコンテンツの追加、削除、編集、お

よび書式設定を実行できます。2、3回クリックするか、ドラッグとドロップを行うだけで、ファ
イルやイメージの添付、Podcast への公開、キーワードの割り当て、ほかのWiki ページまたは
Web サイトへのリンクを実行できます。また、Wiki の変更履歴全体を表示したり、前のページ
に戻ったりすることもできます。さらに、共有カレンダー、ブログ、メーリングリストを表示し

たり、それらに書き込んだりすることもできます。

ブログを使用すると、技術者以外のユーザでも、プロジェクト、自分が作業中のファイル、ピク

チャ、Podcastの最新情報をほかの社員に提供できます。一連のプロフェッショナルな内蔵テン
プレートを使って、ドラッグ・アンド・ドロップだけで簡単に、ユーザは自分のブログを公開で

きます。

Web メールを使用すると、ユーザはインターネットに接続している場所ならどこでもWebブラ
ウザを使用してメールを送受信できます。ユーザのコンピュータ上で MacOSXMailまたはほか
のメールアプリケーションを使用しているかのように、すべてのメールにアクセスできます。
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サーバのWebサイトアドレスを見つける
サーバのWebサイトアドレスは次の通りです：
http://serverDNSname

フォントの違うプレースホルダは、サーバのDNS 名に置き換えてください。この DNS 名は「サー
バ環境設定」の「情報」パネルに表示されています。

サーバのWebサイトがグループWikiである場合は、グループメンバーの名前とパスワードを使
用してログインする必要があります。

従来のWebサイトを運営する 
MacOSXServerにより設定されたグループ WikiWebサイトを使用する代わりに、静的なHTML
ファイルからなる従来のWeb サイトをサーバで運営できます。自分で選んだWeb 開発ソフト
ウェアを使用して作成するか、またはほかの人に作成してもらったWebサイトのファイルをサー
バにコピーします。

従来のWeb サイトを運営するには：
1


Web サイトのメインページの名前がindex.htmlまたはindex.phpであることを確認します。

2「/ライブラリ /WebServer/Documents/」フォルダにあるサーバのWebサイトを開き、必要に応
じて、プレースホルダファイルを削除します。

3 このWeb サイトフォルダにWebサイトファイルをコピーします。

4「サーバ環境設定」の「Web」パネルで、「ホームページ」ポップアップメニューから「サーバの
ホームページ」を選択します。

5



Web サービスが有効になっていない場合は、「Web」パネルの「入」/「切」スイッチをクリック
します。
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グループWikiサービスを設定する
「サーバ環境設定」の「Web」パネルを使用して、すべてのグループ WikiWeb サイトをネット
ワーク上で使用可能または使用不可能にすることができます。グループ WikiWebサイトが使用
可能なときは、各グループメンバーがグループのWiki やブログにアクセスできます。オプショ
ンのカレンダーやメーリング・リスト・アーカイブにもアクセスできます。「グループ」パネル

で、各グループのWiki を有効にして、そのオプションを個別に設定できます。

すべてのグループのWikiサービスを有効にするには：
1「サーバ環境設定」の「Web」パネルで、「グループWikiを有効にする」を選択し、Web サービス
が有効であることを確認します。

Web サービスが有効になっていない場合は、「入」/「切」スイッチをクリックします。

2 すべてのグループのWikiへのリンクを含むWikiページを表示する場合は、「グループWikiを有効
にする」の隣にある矢印のリンクをクリックします。 

3 新しいグループまたは既存のグループのWikiを設定する場合は、「WikiWebサイトを使って新規
グループを作成します」をクリックします。

このリンクをクリックすると、「グループ」パネルに移動します。そこで、新しいグループを作

成するか、または既存のグループを選択した後にグループのWiki を設定します。グループの作
成とグループWikiの設定については、98ページの「新しいグループを作成する」および107ペー
ジの「グループのWikiWebサイトを設定する」を参照してください。
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Webメールサービスを設定する
「サーバ環境設定」を使用して、Web メールサービスを有効または無効にすることができます。
このサービスを使用すると、すべてのサーバのユーザが、Webブラウザを使用してインターネッ
ト経由で自分のメールにアクセスできるようになります。

Webメールサービスを有効または無効にするには：
m「サーバ環境設定」の「Web」パネルで「Webメール」を選択するか、または選択を解除します。

このオプションが選択されている場合は、その隣の矢印のリンクをクリックすると、Webメール
のWebサイトが開きます。

ユーザがサーバのWebメールにアクセスするには、サーバの Webサイトアドレスの末尾に
「/webmail」を付加します。たとえば、次のように操作します：

http://server.example.com/webmail

ユーザブログを設定する
「サーバ環境設定」を使用して、ユーザブログのWebサービスを有効または無効することができ
ます。このサービスを使用すると、すべてのサーバユーザがWeb ブラウザを使用して自分のブ
ログを作成できます。

ユーザブログを有効または無効にするには：
m「サーバ環境設定」の「Web」パネルで「ユーザブログ」を選択するか、または選択を解除します。

このオプションが選択されている場合は、その隣の矢印のリンクをクリックすると、ユーザブロ

グのWeb サイトが開きます。

ユーザが自分のブログにアクセスするには、「/users/ ＜ユーザ名＞」をサーバのWeb サイトア
ドレスの末尾に付加します。たとえば、次のように操作します：
http://server.example.com/users/rpatel
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VPNサービスを管理する
「VPN」パネルを使用して、VPNリモート・アクセス・サービスを有効または無効にしたり、VPN
シークレットを調べて変更したりできます。また、VPN ユーザの IP アドレス範囲の設定や、
MacOSXユーザの VPN構成ファイルの保存を実行できます。このパネルでの設定や制御につい
て詳しくは、「サーバ環境設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」ボタンをクリックしてく

ださい。

VPNサービスについて
VPN（VirtualPrivateNetwork）サービスを使用すると、ユーザは、自宅またはほかのリモート
の場所からインターネット経由でネットワークに接続できます。ユーザは、セキュリティ保護さ

れた VPN 接続を確立して、ファイル共有、メール、iChat、iCal、Web などのワークグループ
サービスにアクセスします。VPN サービスは、機密性、認証、通信の整合性を保証するために、
共有シークレットを含むL2TPプロトコルを使用します。
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セキュリティ保護された共有シークレットは、サーバの設定時に自動的に生成されます。共有

シークレットは、VPN接続のためのクライアント・コンピュータ・ユーザの認証には使用されま
せん。その代わりに、サーバは共有シークレットを持つクライアントコンピュータを信頼でき、

クライアントコンピュータはシークレットを持つサーバを信頼できます。

サーバとクライアントコンピュータの両方が共有シークレットを持っている必要があります。
MacOSXバージョン10.5Leopardを実行するコンピュータでは、自動的に共有シークレットが
取得されてサーバのVPNサービスに接続するように設定できます。83ページの「Leopardユー
ザのMacを自動的に設定する」を参照してください。

ほかのMac およびWindowsコンピュータを異なる方法で構成して、VPN サービスに接続させ
ることができます。92ページの「MacユーザのVPN 接続を設定する」および94ページの「ユー
ザのVPN接続を手動で設定する」を参照してください。

VPN共有シークレットを変更する
「サーバ環境設定」を使用して、サーバとクライアントコンピュータがVPN 接続を行うときの認
証に使用する共有シークレットを変更できます。共有シークレットを定期的に変更すると、VPN
のセキュリティが強化されますが、ユーザがVPN接続に使用するコンピュータの共有シークレッ
トも変更する必要があるため、不便です。 

VPN共有シークレットを変更するには：
1「サーバ環境設定」の「VPN」パネルで「編集」をクリックします。 

2 シークレットを参照したり、新しいシークレットを入力したりできるよう「共有シークレットを
表示」を選択し、「OK」をクリックします。

共有シークレットは8 文字以上である必要がありますが、英字、数字、記号を含み、空白を含ま
ない12文字以上のものを推奨します。初期状態の共有シークレットは32文字のランダムの文字
です。
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「パスワードアシスタント」を使用すると、新しい共有シークレットを作成しやすくなります。一

時的に「ユーザ」パネルに切り替えて、「アカウント」＞「パスワードをリセット」とクリック

します。「新しいパスワード」フィールドの右の「キー」ボタンをクリックして、「キャンセル」

をクリックし、「VPN」パネルに戻ります。「パスワードアシスタント」は開いたまま残るため、
それを使用して、新しい共有シークレットを生成できます。このシークレットは「候補」フィー

ルドからコピーして、「共有シークレット」フィールドにペーストできます。

ここでシークレットを変更した後は、すべてのVPNユーザが自分の VPN構成を同様に変更する
必要があります。この変更については、94ページの「ユーザのVPN 接続を手動で設定する」を
参照してください。

VPN構成ファイルを作成する
「サーバ環境設定」を使用して、Mac ユーザが開くとVPN 構成ファイルが自動的に作成される
ファイルを作成できます。VPN構成を作成した後は、ユーザが、サーバとそのネットワークへの
インターネット経由のVPN接続を行うことができます。この構成ファイルはMacOSXv10.3 以
降で機能します。

VPN構成ファイルを作成するには： 
1「サーバ環境設定」の「VPN」パネルで「別名で保存」をクリックし、VPN構成ファイルの場所を
選択して「保存」をクリックします。

2 保存した構成ファイルを、Mac上でのVPN構成の設定が必要なユーザに配布します。
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ユーザは、管理者が生成したVPN構成ファイルを開くだけで、Mac を設定できます。このファ
イルを開くと、「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルまたは「インターネット接続」が

（MacOSXのバージョンに応じて）開かれ、VPN 接続に必要なすべての情報と共にVPN構成が
読み込まれます。ただし、サーバ上のユーザアカウントの名前とパスワードは読み込まれません。

「インターネット接続」から、読み込んだ構成の置き場所を尋ねるメッセージが表示された場合

は、「VPN（L2TP）」を選択する必要があります。「VPN（PPTP）」またはほかのオプションを選
択しないでください。

「ネットワーク」環境設定または「インターネット接続」によるVPN構成の読み込みが終了した
ら、ユーザがアカウント名を入力する必要があります。また、パスワードも入力できます。その

後、アプリケーションの終了時にそれらを VPN構成の一部として保存する必要があります。ユー
ザがアカウントの名前とパスワードの両方を VPN 構成の一部として保存した場合は、だれでも
そのコンピュータを使用して自動的にログインし、サーバへのVPN接続を行うことができます。

セキュリティのため、ユーザには、アカウント名を入力し、パスワードは空白のままでアプリ

ケーション（「システム環境設定」または「インターネット接続」）を終了するよう指示してくだ

さい。ユーザがコンピュータ上に、VPN 構成の一部としてパスワードを保存していない場合は、
サーバへのVPN接続を行うたびに、ログインを要求する画面が表示されます。

ユーザに伝えるVPN 構成ファイルの使用方法については、92ページの「Mac ユーザのVPN 接
続を設定する」を参照してください。

VPNのIPアドレス範囲を変更する
「サーバ環境設定」を使用して、リモートコンピュータに割り当てるためにサーバで予約するア

ドレスの範囲を変更できます。このアドレスは、リモートコンピュータがサーバに VPN 接続を
行うときに割り当てられます。たとえば、より大きな範囲を指定すると、より多くのIP アドレス
をVPN接続に使用できます。
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重要：サーバのネットワーク上にはアドレスがあり、それらは、ネットワーク上のほかのコン

ピュータや装置が使用することはできません。このアドレス範囲には、ネットワーク上で使用中

の静的なIPアドレスは含まれず、 DHCPサーバが割り当てるアドレスの範囲とも重複しません。 

VPNサービスのIP アドレス範囲を変更するには：
1「サーバ環境設定」の「VPN」パネルで、範囲内の最初または最後の IPアドレス、またはその両方
を変更します。

アドレスの範囲は、同時に VPN 接続を行うリモートコンピュータの最大数に十分対応できる大
きさである必要があります。VPN サービスは、VPN接続が行われている間だけ IPアドレスを割
り当て、接続が切断されたリモートコンピュータに割り当てたアドレスは解放します。

2



AirMac ベースステーション、またはDHCP サービスを提供するほかのインターネットルーター
（ゲートウェイ）がある場合は、DHCPとVPNのアドレス範囲が重複しないよう、そのIPアドレ
ス範囲の調整が必要となる場合があります。

インターネットルーターの設定変更については、インターネットルーターのマニュアルを参照し

てください。

リモートコンピュータがVPN 接続を行うと、サーバは、予約されたアドレス範囲の中から、使
用されていない IP アドレスをそのリモートコンピュータに割り当てます。この IP アドレスは、
リモートコンピュータがすでにインターネットへの接続に使用している IPアドレスに代わって使
用されるわけではありません。リモートコンピュータは、この IP アドレスと使用中のほかの IP
アドレスを保持し、VPN用に割り当てられたIPアドレスを追加します。
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インターネットルーター経由でVPN サービスを提供する
サーバがVPN サービスを、AirMacベースステーションまたはほかのインターネットルーター経
由で提供しており、ユーザのコンピュータが自分のベースステーションまたはインターネット

ルーター経由でVPN 接続を行う必要がある場合は、サーバがVPNユーザのコンピュータとは別
のIP サブネット上にある必要があります。つまり、10.0.1または192.168.1. など、サーバのIP ア
ドレスの先頭の3組の数字がVPNユーザのIPアドレスのものとは異なっている必要があります。

この重複は、AirMac ベースステーションまたはほかのインターネットルーター、サーバ、およ
びほかのコンピュータという、サーバのローカルネットワーク上にあるすべての装置のIPアドレ
スの3組目の数字を変更することで回避できます。2～254までの数字のいずれかを使用します。
たとえば、サーバとそのネットワーク上のほかの装置に、「10.0.1」で始まるIPアドレスが割り当
てられている場合は、この数字を「10.0.2」または「10.0.100」に変更します。サーバや装置の IP
アドレスが「192.168.1」で始まる場合は、「192.168.5」や「192.168.70」で始まるアドレスに変更
することもできます。また、172.16.0～172.31.255の数字も使用できます。これらのすべての場
合に、255.255.255.0 というサブネットマスクを使用します。

AirMac ベースステーション、ほかのインターネットルーター、またはDHCPサーバによりネッ
トワーク上のコンピュータにIP アドレスが割り当てられる場合は、サーバのIP アドレスと同じ
3組の数字で始まるIPアドレスが割り当てられるよう変更します。可能な場合は、サーバを設定
する前にこの変更を行います。この変更は、AirMacベースステーションで「AirMacユーティリ
ティ」（「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）を使用して行います。操作方法に
ついては、「AirMac ユーティリティ」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。ほかの
種類のインターネットルーターまたはゲートウェイの構成については、それぞれのマニュアルを

参照してください。

サーバの IP アドレスの変更については、138ページの「サーバのIP アドレスを変更する」を参
照してください。
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AirMacベースステーションまたはほかのインターネットルーターの IPアドレスを変更した後に、
新しいアドレスをルーターのアドレスとして使用するよう、サーバとそのネットワーク上のほか

のコンピュータを変更します。この変更は、サーバおよびほかのMacの「システム環境設定」の
「ネットワーク」パネルで行います。ほかの装置のIPアドレスの変更については、それぞれのマ
ニュアルを参照してください。

高度なアプリケーションを使用してサービスをカスタマイズする
標準構成またはワークグループ構成の LeopardServer は、「サーバ環境設定」と「サーバ状況」
ウィジェットを使用して管理するのが最善ですが、「サーバ管理」、「ワークグループマネージャ」、

および29ページの「高度なツールとアプリケーション」のリストにあるほかの高度なアプリケー
ションやツールも使用できます。高度なアプリケーションおよびツールを使用して、詳細オプ

ションを変更し、サービスをカスタマイズできます。また、QuickTimeStreamingServer など、
標準構成またはワークグループ構成に含まれていないサービスも有効にすることができます。高

度なサービス、アプリケーション、および詳細オプションについては、「サーバ管理」および、
148ページの「 MacOSXServerの管理ガイド」に記載されたその他の詳細な管理者ガイドを参
照してください。

重要：「サーバ管理」、「ワークグループマネージャ」、またはほかの高度なツールとアプリケー

ションを使用して標準構成またはワークグループ構成を変更する前に、構成を元に戻すことが必

要になった場合に備え、現在の設定を詳しく書き留めておいてください。たとえば、設定を変更

する前に、各パネルやダイアログのスクリーンショットを取っておくことができます。（スクリー

ンショットについて詳しくは、「Finder」に切り替えて「ヘルプ」メニューを参照してください。）
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9 サーバ情報を管理する

「サーバ環境設定」を使って、一般的な情報を参照したり、サービスロ
グを確認したり、サーバの利用状況のグラフを見たり、ファイアウォー
ルの設定を変更したりします。

サーバ情報を管理する
「サーバ環境設定」の「情報」パネルを使って、取り付けられているハードウェアとインストー

ルされているソフトウェア、ネットワーク名とアドレス、シリアル番号など、サーバに関する情

報を取得します。サーバのコンピュータ名とシリアル番号を変更することもできます。このパネ

ルの設定とコントロールについては、「サーバ環境設定」ウインドウの右下隅にある「ヘルプ」ボ

タンをクリックしてください。
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シリアル番号またはサイトライセンスの詳細を変更する
「サーバ環境設定」を使って、MacOSXServer ソフトウェアのシリアル番号またはサイトライ
センス情報を変更することができます。

ソフトウェアのシリアル番号またはサイトライセンスを変更するには： 
1「サーバ環境設定」の「情報」パネルで、「サーバ使用許諾契約」情報の横にある「編集」ボタン
をクリックします。

2 必要に応じて別のシリアル番号を入力するか、サイトライセンスの詳細を編集し、「保存」をク
リックします。

通知設定を変更する
「サーバ環境設定」を使って、ディスク領域が残り少ないとき、ソフトウェア・アップデート、お

よびウイルスに感染したメールの削除に関するメッセージの送信先メールアドレスを変更でき

ます。各種類の通知のオンとオフを切り替えることもできます。

通知のメールアドレスを変更するには：
1「サーバ環境設定」の「情報」パネルで、「通知」行の「編集」ボタンをクリックします。 

2「通知メール」フィールドに目的のメールアドレスを入力します。

通知を送信したくない場合は、「通知メール」フィールドを空白のままにしておきます。

3 サーバから送信したい通知の種類を選択し、「保存」をクリックします。

「ディスク領域が残り少ないとき」：ディスクまたはパーティションの使用可能な空き領域が 
5パーセント以下になったとき、メールを送信します。

「ソフトウェア・アップデートが入手可能なとき」：新しいソフトウェア・アップデートがサーバ

で入手可能になったとき、メールを送信します。

「受信メールでウイルスが検出されたとき」：メール・ウイルス・フィルタがウイルスを検出した

とき、メールを送信します。
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サーバの名前を変更する
「サーバ環境設定」を使って、サーバのコンピュータ名を変更することができます。コンピュー

タ名は、DNS名ではなく、コンピュータ名で識別されるネットワーク・ファイル・サーバ、プリ
ントキュー、またはその他のネットワークリソースをブラウズするクライアントコンピュータの

サーバを識別します。

サーバのコンピュータ名を変更するには：

m「サーバ環境設定」の「情報」パネルで、「コンピュータ名」フィールドを編集します。

空白を含めて63 文字以下のローマ字の名前を指定します。「=」、「:」、または「@」は使用しな
いでください。MacOSXによって、コンピュータ名がSMBファイル共有で有効なフォームに自
動的に変換されます。

サーバのローカルホスト名を変更するには、サーバの「システム環境設定」の「共有」パネルを

使用します。サーバのローカルネットワーク（IPサブネット）上のほかのコンピュータは、サー
バのローカルホスト名を使用してサーバに接続できます。サーバのローカルホスト名を変更する

と、ほかのコンピュータのユーザがサーバの新しいローカルホスト名を使用するためには、ブッ

クマークその他の設定を変更する必要があることがあります。「システム環境設定」の使用につ

いては、「システム環境設定」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。

サーバのDNS名を変更できるのは、DNSサービスの管理者だけです。サーバのDNS名を変更す
ることは避けてください。変更すると、サーバのサービスのユーザはコンピュータを構成し直す

必要があります：

Â



MacOSXv10.5Leopardのユーザは、「ディレクトリユーティリティ」を使ってコンピュータ
をサーバから接続解除し、「ディレクトリユーティリティ」を使ってもう一度サーバに接続する

必要があります。
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Â 古いバージョンのMacOSXを使用するユーザまたはWindowsを実行しているユーザは、共有
カレンダー照会、iChatアドレス、メールアドレス、サーバのWebサイトアドレス、グループ
のWikiアドレス、およびサーバの VPNアドレスの変更に対応する必要があります。

サーバのIPアドレスを変更する
サーバのIP アドレスは、「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルにあるネットワーク接
続設定の1つです。「ネットワーク」環境設定の変更については、サーバの「システム環境設定」
を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。

重要：DNSサービスがISPまたはネットワーク上の別のサーバから提供されている場合は、新し
いIP アドレスを使用するようにサーバのDNSレコードを変更してください。

サーバのIPアドレスを変更すると、ユーザのMacOSXv10.5Leopardがインストールされてい
るコンピュータの接続が混乱することがあります。その場合、ユーザは「ディレクトリユーティ

リティ」を使ってコンピュータをサーバから接続解除し、「ディレクトリユーティリティ」を使っ

てもう一度サーバに接続する必要があります。
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ディレクトリサーバに接続する
組織にディレクトリサーバがあっても、設定時にサーバをそのディレクトリサーバに接続しな

かった場合は、ここでサーバをディレクトリサーバに接続できます。その後、ワークグループ内

のユーザのユーザアカウントをディレクトリサーバから読み込むことができます。ほかのユーザ

アカウントを外部のグループメンバーにすることで、ワークグループのサービスに対するディレ

クトリサーバのアクセスでほかのユーザアカウントを指定することもできます。詳しくは、
67ページの「ユーザのグループを自動的に読み込む」および 103ページの「グループの外部メ
ンバーを追加する／取り除く」を参照してください。

「ディレクトリユーティリティ」アプリケーション（「/アプリケーション/ユーティリティ/」に
あります）を使って、ディレクトリサーバに接続します。ディレクトリサーバへの接続について

は、「ディレクトリユーティリティ」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。

サーバがディレクトリサーバに接続されている場合、そのサーバはワークグループ構成と見なさ

れます。
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ファイアウォールの設定を変更する
「サーバ環境設定」の「ファイアウォール」パネルを使って、ほかのネットワークまたはインター

ネット上のユーザからサーバを保護するファイアウォールを設定します。ファイアウォールは、

サーバのローカルネットワーク（IPサブネット）の外から来る受信接続を制御します。ファイア
ウォールでは、個々のサービスがサーバのローカルネットワークの外にあるコンピュータから来

る受信接続を受け付けるのを許可したり、選択したサービスがサーバのローカルネットワーク上

のコンピュータから来る受信接続のみを受け付けるように制限したりできます。ファイアウォー

ルを開始して、受信接続を制限するサービスを選択できます。ファイアウォールを停止して、サー

バのローカルネットワークの外から来るすべてのサービスへの受信接続を許可することもでき

ます。
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ファイアウォールの設定を変更するには： 
1「サーバ環境設定」の「ファイアウォール」パネルで、「入」/「切」スイッチをクリックしてファ
イアウォールの有効／無効を切り替えます。

リストにあるサービスごとに個別に受信接続を制御したい場合は、ファイアウォールを有効にし

ます。

ファイアウォールを無効にして、サーバのローカルネットワークの外部から着信する接続をすべ

てのサービスで受け入れることを許可することもできます。

2 サービスのリストで、あるサービスがサーバのローカルネットワークから来る受信接続のみを受
け付けるようにしたい場合は、そのサービスのチェックボックスを選択します。

あるサービスがインターネットを含むすべてのネットワークから来る受信接続を受け付けるよ

うにしたい場合は、そのサービスのチェックボックスを選択解除します。

サービスのリストで行った設定は、ファイアウォールがオンになっているときにのみ有効になり

ます。

ファイアウォールについて
MacOSXServer には、サーバとの不必要なネットワーク通信をブロックするのに使用できる
ファイアウォールソフトウェアが用意されています。このファイアウォールは「アプリケーショ

ンファイアウォール」と呼ばれます。これは、このファイアウォールが、受信接続を受け付けよ

うとする特定のアプリケーション、サービス、またはその他のソフトウェアモジュールに基づい

てその接続を受け付けるか、または拒否するためです。このファイアウォールでは、送信ネット

ワークトラフィックは制御されません。「サーバ環境設定」の「ファイアウォール」パネルの設

定では、「システム環境設定」にある「セキュリティ」パネルの「ファイアウォール」パネルの

設定と同じファイアウォールを制御します。
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MacOSXServer には、違う仕方で機能する別のファイアウォールもあります。「IP ファイア
ウォール」と呼ばれるこのファイアウォールは、送信先ポートや送信元 IP アドレスなど、トラ
フィックの属性に基づいて受信トラフィックおよび送信トラフィックを受け付けるか、または拒

否します。IP ファイアウォールは、アプリケーションファイアウォールと同時に使用できます。
IP ファイアウォールについては、「ネットワークサービスの管理」（148ページの「MacOSX
Serverの管理ガイド」で説明されています）を参照してください。

サーバログを確認する
「サーバ環境設定」の「ログ」パネルを使って、MacOSXServer ソフトウェアコンポーネント
がサービスを提供するときに記録したメッセージログを表示します。これらのログには、警告ダ

イアログに表示されるメッセージ、およびほかのどこにも表示されない通常の動作、警告、エ

ラーに関するメッセージが含まれます。ダイアログにエラーメッセージが表示される場合は、そ

の問題に関する追加の詳細がログに表示されることがあります。
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ログメッセージはどちらかというと技術的なもので一般のユーザにはあまり意味がありません

が、技術者が問題を解決するのに役立つことがあります。
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「ログ」パネルの使いかたを次に示します：

m「表示」ポップアップメニューからログを選択します。

ログのファイル名とサーバ上での場所がログの内容の上に表示されます。

m ある単語または語句を含むログエントリーのみを表示するには、ウインドウの上部にある「フィ

ルタ」フィールドにその単語または語句を入力します。

m 選択したログのすべてのエントリーを表示するには、「フィルタ」フィールドの内容を削除する

か、このフィールドの「X」ボタンをクリックします。

サーバの「コンソール」（「/ アプリケーション/ユーティリティ /」にあります）を使って、
MacOSXServer ログやその他のログを表示することもできます。たとえば、「コンソール」を
使って「console.log」ファイルを表示できます。このファイルには、サーバで開いているアプリ
ケーションからの重要なメッセージが含まれています。「コンソール」の使用については、「コン

ソール」を開いて「ヘルプ」メニューを参照してください。
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サーバグラフを監視する
「サーバ環境設定」の「グラフ」パネルを使って、サーバの利用状況を時間の経過と共に視覚的

に表示します。サーバが通常ビジー状態になる時間、サーバが限界に近い状態で動作しているか

どうか、および使用率が最も低い傾向のある時間が分かります。
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「グラフ」パネルの使いかたを次に示します：

m 利用状況の種類と期間をポップアップメニューから選択します。

「プロセッサ使用率」：サーバのプロセッサ（CPU（CentralProcessingUnit）とも呼ばれます）
の負荷を監視します。

「ネットワークのトラフィック」：サーバがネットワークを介して転送する受信データおよび送信

データの量を追跡します。

「ディスク領域」：マウントされているディスクまたはボリューム（パーティション）ごとに、使

用されている領域および使用可能な領域を表示します。

「ファイル共有トラフィック」：ファイル共有サービスがネットワークを介して転送する受信デー

タおよび送信データの量を追跡します。

「Web トラフィック」：Web サービスがネットワークを介して転送する受信データおよび送信
データの量を追跡します。

サーバまたはネットワーク上の別のコンピュータの「サーバ状況」ウィジェットを使って、サー

バの利用状況を監視することもできます。詳しくは、51ページの「「サーバ状況」ウィジェット
を使用する」を参照してください。

サーバにディスプレイがある場合は、サーバの「アクティビティモニタ」（「/アプリケーション/
ユーティリティ/」にあります）を使用できます。「アクティビティモニタ」には、コンピュータ
で現在開いているプロセスおよびアプリケーションが表示されます。「アクティビティモニタ」を

使って、短期のプロセッサ負荷、ディスクの利用状況、およびネットワークの利用状況を監視す

ることもできます。「アクティビティモニタ」の使用については、「アクティビティモニタ」を開

いて「ヘルプ」メニューを参照してください。





10







147



10 その他の情報

MacOSXServerの使用について詳しくは、オンスクリーンヘルプ、
一連の詳細なガイド、およびWebを参照してください。

オンスクリーンヘルプを使用する
作業の手順は、LeopardServerを管理するときにオンスクリーンのヘルプシステムで参照するこ
とができます。ヘルプは、サーバまたは管理用コンピュータで表示できます。（管理用コンピュー

タとは、LeopardServer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。詳しくは、36ページの「管理用コンピュータを準備する」を参照してください。）

標準構成またはワークグループ構成のLeopardServerのヘルプを表示するには：
m「サーバ環境設定」を開いて、次のように操作します：

Â「ヘルプ」＞「サーバ環境設定」と選択し、ブラウズしてヘルプトピックを探します。

Â「サーバ環境設定」のヘルプボタンをクリックします。

Â「ヘルプ」メニューを使って、実行したい作業を探します。

「サーバ環境設定」のオンスクリーンヘルプには、このガイドに記載されている、標準構成また

はワークグループ構成の LeopardServer を管理するためのすべての手順が含まれています。
「サーバ環境設定ヘルプ」には、特殊な作業に関して、このガイドよりも的を絞った追加のトピッ

クが含まれています。
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LeopardServerの詳細な構成に関するヘルプを表示するには：
m「サーバ管理」または「ワークグループマネージャ」を開いて、次のように操作します：

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、ブラウズしてヘルプトピックを探します。

Â「ヘルプ」メニューを使って、実行したい作業を探します。

ヘルプには、「サーバ管理」、および次の「MacOSXServerの管理ガイド」に記載されているそ
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。

サーバの最新のヘルプトピックを表示するには：
m ヘルプを表示するときに、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

ことを確認します。

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

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

シュされているヘルプトピックを表示します。

MacOSXServerの管理ガイド
「お使いになる前に」では、標準構成およびワークグループ構成の MacOSXServerのインストー
ルと設定について説明しています。詳細構成については、「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。以下に示したその他の一連のガ

イドでは、詳細な計画、設定、および個々のサービスの管理について説明しています。これらの

ガイドは、MacOSXServerのマニュアルのWebサイトからPDF形式で入手できます：
www.apple.com/jp/server/documentation

http://www.apple.com/jp/server/documentation/
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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、標準構成また
はワークグループ構成を設定する方法について説明

します。

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

UNIXのコマンドラインツールおよび構成ファイル
を使って、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プロトコルを使っ
て、選択したサーバのボリュームまたはフォルダを

サーバのクライアント間で共有する方法について説

明します。

iCal サービスの管理 iCal共有カレンダーサービスを設定および管理する
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・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 企業や政府の顧客の要求に応じて、MacOSXコン
ピュータ（クライアント）のセキュリティを強化す

る方法について説明します。

Mac OS X Server Security Configuration 企業や政府の顧客の要求に応じて、MacOSXServer
とそれがインストールされているコンピュータのセ

キュリティを強化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 ディレクトリと認証サービスを設定および管理する

方法、およびクライアントを構成してディレクトリ

サービスにアクセスする方法について説明します。
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Podcast プロデューサーの管理 Podcastプロデューサーサービスを設定および管理
して、Podcastを記録、処理、および配信する方法
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 Streamingおよび Broadcasting 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、QuickTime
ストリーミングサービスを設定および管理して、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を

実行し、複数のサービスまたはサーバ全体に適用され

るオプションを管理する方法について説明します。

システムイメージおよびソフトウェア・
アップデートの管理 

NetBoot、NetInstall、および「ソフトウェア・アッ
プデート」を使って、クライアントコンピュータで

使用するオペレーティングシステムおよびその他の

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。

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のデータおよびサービスの設定を利用
する方法について説明します。

ガイド名 ガイドの内容
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PDFのガイドをオンスクリーンで表示する
PDF版のガイドをオンスクリーンで読むときに、次のことができます：

Â ブックマークを表示してガイドの概要を確認したり、特定の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したりできます。

Â 単語または語句を検索すると、ガイド内で出現する個所を一覧表示できます。一覧表示された

場所をクリックして、その単語または語句が出現するページを表示できます。

Â 相互参照をクリックすると、参照先のセクションにジャンプできます。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。

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システムの計算クラスタとMacコンピュー
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 サーバおよびストレージ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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PDF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、以下の手順を実行して用紙とインクを節約し、読みやすくプリ

ントすることができます：

Â インクまたはトナーを節約するには、表紙をプリントしないようにします。

Â カラープリンタのカラーインクを節約するには、「プリント」ダイアログのパネルを見て、グレ

イまたは白黒でプリントするオプションを選択します。

Â プリントする書類の量を少なくして用紙を節約するには、1 枚の用紙に複数のページをプリン
トします。「プリント」ダイアログで、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。プリンタが両面プリント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。プリンタが両面プリント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、「スケール」を 115％（「お使いになる前に」の場合は155％）に
変更します。

Â



PDFから「お使いになる前に」をプリントする場合は、1枚に2ページプリントしない場合でも
CDサイズのページを拡大することができます。「スケール」を155%に変更してみてください。

MacOSXv10.4以前を使用している場合、「スケール」の設定は「ページ設定」ダイアログにあ
ります。
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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新しいオンスクリーン・ヘルプ・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て、サーバアプリ

ケーションのメイン・ヘルプ・ページの「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形式の最新のガイドをダウンロードするときは、 MacOSXServerの製品ドキュメントの
Web サイトにアクセスしてください：

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 

ReadMe 書類（「MacOSXServerInstall」ディスクおよび「AdministrationTools」ディスクに収録さ
れています）
重要なアップデートや特別な情報を記載しています 

MacOSXServer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 

MacOSXServer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百もの記事を利用できます 

AppleDiscussionsWeb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

アップルのメーリングリスト Web サイト（www.lists.apple.com）
メーリングリストを照会して、メールを使ってほかの管理者と意見の交換ができます（英語による情報です）

http://www.apple.com/jp/server/macosx
http://www.apple.com/jp/support/macosxserver/
http://discussions.info.apple.co.jp
http://www.lists.apple.com/
http://www.apple.com/jp/server/documentation/
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A



MacOSXServerのインストール用に
ディスクを準備する

ディスクの内容を消去したり、ディスクを複数のボリュームに分割した
り、RAIDセットを設定したりする必要がある場合は、「インストーラ」、
「サーバアシスタント」、または「ディスクユーティリティ」を使います。

使用するアプリケーション 作業内容 使用するタイミング

インストーラ 一般的なフォーマットで対象ディス

クの内容を消去します

ローカルインストール時

サーバアシスタント 最も一般的なフォーマットである
MacOSX拡張（ジャーナリング）で
対象ディスクの内容を消去します

リモートインストール時

ディスクユーティリティ あまり一般的でないフォーマットで

対象ディスクの内容を消去したり、

ディスク全体を複数のボリュームに

分割したり、RAIDセットを設定した
りします

ローカルインストール時

リモートインストールの前
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インストール時の「インストーラ」、「サーバアシスタント」、および「ディスクユーティリティ」

の使いかたについては、第 2章「MacOSXServer をインストールする」を参照してください。
リモートインストールを行う前に「AppleRemoteDesktop」（別途購入できます）を使ってリ
モートの別のコンピュータから「ディスクユーティリティ」を制御する方法については、「サー

バ管理」（148ページの「MacOSXServerの管理ガイド」で説明されています）を参照してくだ
さい。

「インストーラ」を使って消去する
MacOSXServer インストーラの使用時に対象ディスクの内容を消去することができます。「イ
ンストーラ」で対象ディスクを選択すると、インストール時に対象ディスクを消去するオプショ

ンを選択することもできます。2つのディスクフォーマットから選ぶことができます：

Â Mac OS拡張（ジャーナリング）をお勧めします。これは、MacOSXServer起動ボリューム
用の最も一般的なフォーマットです。

Â Mac OS拡張（大文字／小文字を区別、ジャーナリング）は、グループの WikiWebサイトで
はなく、静的なWebコンテンツを使用する従来のWeb サイトをサーバで管理することを計画
している場合に、検討する価値があります。大文字／小文字を区別するボリュームでは、ファ

イルとURLのより直接的なマッピングを使って静的なWeb コンテンツを管理できます。

警告：サーバ上でディスクをパーティションに分割したり、RAIDセットを作成したり、ディス
クまたはパーティションを消去する前に、保存しておきたいユーザデータは別のディスクにコ

ピーして保管してください。
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重要：他社製のソフトウェアを大文字／小文字を区別するボリュームにインストールした場合、

大文字／小文字の予期しない不一致のために正しく機能しないことがあります。たとえば、

「PlugIns」という名前のフォルダを持つアプリケーションの場合、そのアプリケーションの一部
ではそのフォルダを「Plugins」と表記することがあります。その場合、MacOS拡張（ジャーナ
リング）フォーマットのボリュームでは機能しますが、MacOS 拡張（大文字／小文字を区別、
ジャーナリング）フォーマットのボリュームでは機能しません。

「サーバアシスタント」を使って消去する
「サーバアシスタント」を使ってリモートからMacOSXServerをインストールするときに、対
象ディスクにすでにMacOSXServer またはMacOSXがインストールされている場合、「サー
バアシスタント」ではMacOS拡張（ジャーナリング）フォーマットのみを使ってディスクを消
去できます。

「ディスクユーティリティ」を使って消去する
その他のフォーマットオプションとして、「インストーラ」の「ユーティリティ」メニューを使っ

て「ディスクユーティリティ」アプリケーションを開き、「ディスクユーティリティ」を使って

対象ディスクの内容を消去することができます。前のページで説明されているフォーマットを選

ぶか、ジャーナリングでないフォーマットとしてMacOS拡張またはMacOS拡張（大文字／小
文字を区別）を選ぶことができます。ZFSフォーマットは MacOSXServer 起動ディスクに使用
しないでください。

以前のバージョンのMacOSX とMacOSXServerでは、UNIXFileSystem（UFS）フォーマッ
トでディスクを消去することもできます。UFS フォーマットはMacOSXServer起動ディスクに
使用しないでください。
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ハードディスクをパーティションに分割する
ハードディスクをパーティションに分割することで、サーバ・システム・ソフトウェア用のボ

リュームと、データやその他のソフトウェア用のボリュームを1つ以上作成します。インストー
ルパーティションの最小推奨サイズは20GBです。標準またはワークグループの構成では、これ
より大きいボリュームをお勧めします。これらの構成では、サーバソフトウェアと一緒に共有

フォルダやグループのWebサイトを起動ボリュームに保持するためです。ハードディスクにパー
ティションを作成するときは、「ディスクユーティリティ」を使用します。

RAIDセットを作成する
複数の内蔵ハードディスクドライブを搭載したコンピュータにLeopardServer をインストール
する場合は、RAID（RedundantArrayofIndependentDisks）セットを作成して、記憶領域を
最適化したり、パフォーマンスを向上させたり、ディスク障害時の信頼性を向上させたりできま

す。たとえば、ミラーされたRAID セットでは、一度に2 つ以上のディスクにデータを書き込む
ことで信頼性が向上します。あるディスクに障害が発生すると、RAID セット内のほかのディス
クの1つを使用して自動的にサーバが起動します。 

RAIDセットを設定するときは、「ディスクユーティリティ」を使用します。パーティションを作
成していないディスクにインストールする場合は、MacOSXServer のインストール後にRAID
ミラーリングを設定できます。データの消失を防ぐために、できるだけ早くRAIDミラーリング
を設定してください。RAIDセットの設定については、「ディスクユーティリティ」を開いて、「ヘ
ルプ」メニューを参照してください。
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B インターネットルーターを構成する

AirMac ベースステーションまたはインターネットルーターを構成し
て、サーバのサービスをインターネット上で利用できるようにします。

ローカルネットワーク上のコンピュータ間でインターネット接続を共有するインターネット

ルーターまたはゲートウェイ装置がある場合は、それによってローカルネットワークがインター

ネットから分離されます。各サービスに対する要求をサーバに転送するようにルーターが構成さ

れていない場合、インターネット上のコンピュータはサーバによって提供されるサービスを利用

できません。各サービスは論理番号の付いた通信ポートを介して通信するため、このプロセスは

ポート転送またはポートマッピングと呼ばれます。これらのポートは、コンピュータの Ethernet
ポートのような物理的なポートではありません。

AirMacExtremeベースステーションのポートマッピングを構成する
標準構成またはワークグループ構成のMacOSXServerバージョン10.5Leopard では、AirMac
Extreme ベースステーション（802.11n）のポートマッピングを自動的に構成できます。AirMac
Extremeは、 iChat、メール、Web、およびVPNサービスをインターネット上で利用できるよう
にするように構成されます。AirMacExtreme は、サービスの開始および停止時にサービスごと
に個別に構成されます。









160 付録Bインターネットルーターを構成する

サーバは、デフォルトのパスワード（public）を使用するAirMac ベースステーションのポート
マッピングを自動的に構成できます。ベースステーションのパスワードが別のパスワードである

場合は、サーバをローカルで設定するときにそのパスワードを入力すれば、サーバはベースス

テーションのポートマッピングを構成できるようになります。リモートからサーバを設定する場

合は、ベースステーションでデフォルトのパスワードを使用する限り、サーバはポートマッピン

グを自動的に構成できます。ただし、デフォルトのパスワードはかなりよく知られているので、

デフォルトのパスワードを使用するとワイヤレスネットワークのセキュリティを危険にさらす

ことになります。

AirMac ベースステーションを自動構成するには、「AirMac ユーティリティ」アプリケーション
（「/ アプリケーション/ ユーティリティ /」にあります）で「IPv6 のモード」の設定を「トンネ
ル」にする必要があります。AirMac ベースステーションは、Ethernetでベースステーションに
接続されたコンピュータとインターネット接続を共有するように設定する必要があります。

AirMac ベースステーションを自動的に構成するのは、標準構成およびワークグループ構成の
LeopardServerだけです。詳細構成のLeopardServerでは、管理者がポートマッピングを行い
ます。

参考：サーバのアカウントを持つユーザは、サーバへの VPN 接続を確立すれば、インターネッ
ト経由ですべてのサービスに安全なリモートアクセスができます。AirMacExtreme でポート転
送を自動的に行うように設定しても、次に説明するように手動で行うように設定しても、イン

ターネット上で利用できるようになるサーバのサービスは一部だけです。
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インターネットルーターのポートマッピングを手動で構成する
ほとんどのインターネットルーターのポートマッピングは、構成用のソフトウェアを使って手動

で構成できます。構成用ソフトウェアは通常、複数のWeb ページでできています。「Safari」を
使って、ポートマッピングまたはポート転送の設定のある Webページに移動します。場合によっ
ては、Web やVPN などの標準的なサービスを選択して、各サービスがサーバの  IP アドレスに
マップされるように指定することもできます。または、サービスのポート番号を入力して、サー

ビスごとにサーバのIPアドレスを入力する必要がある場合もあります。

次の表に、ポートマッピングまたはポート転送を設定できるサービスと対応するポートを示しま

す。インターネットルーターによっては、各ポートのTCPまたはUDPを指定するように要求す
るものと、要求しないものがあります。インターネットルーターのポート転送を構成する方法に

ついて詳しくは、インターネットルーターのマニュアルを参照してください。

サービス ポート  TCPまたは UDP

iChat サービス
iChat-サーバ間
iChat-ファイル転送プロキシ

 
5269
7777


TCP
TCP

メールサービス
SMTP


25


TCP


Web サービス
HTTP


80


TCP


VPNサービス
ISAKMP/IKE
L2TP
PPTP
IKENATTraversal

500
170
1723
4500

UDP
UDP
TCP
UDP





索
引



163

索引

数字
64ビットのコンピューティン

グ  19

A



AFP（AppleFilingProtocol）
サービス  114

AirMacベースステーション
～経由のVPN133
～のDHCPサービス  132
セキュリティ  33
ポートマッピング  159

AppleFilingProtocol サービス→
「AFP」を参照 

AppleRemoteDesktop40,156

C



ClamAV122
CIFS（CommonInternetFile

System）→「SMB」を参
照  113

CommonInternetFileSystem→
「SMB」を参照

D


DHCPサーバ  39,132,133

DNS（DomainNameSystem）
サービス  114,138

DNS 名  137
DVDドライブ  32

E



Ethernetポート  42,45

I



iCal サービス
～について  14,116
管理する  115
グループカレンダー  109
添付ファイルのサイズ  116
ユーザデータの制限  116
ユーザの設定  91

iChatサービス
Google トーク  119
～について  117
XMPP サービス  119
管理する  117
ポートマッピング  161
メッセージをアーカイブす

る  119
メッセージを保存する  119
メンバーの設定  117

ユーザの設定  91
IPアドレス

VPNサービス  131,132
ゲートウェイ  42,45
サーバの～を変更する  138
リモートサーバ  39,46

ISP（インターネット・サービス・
プロバイダ）  121,138

L



L2TP（LayerTwoTunneling
Protocol）  128

LayerTwoTunnelingProtocol→
「L2TP」を参照  9

Leopard サーバ→「MacOSX
Server」を参照

Leopard ユーザ
サーバのDNS 名  137
サーバのIP アドレス  138
設定する  83,86,88,89
ディレクトリ情報  85,95

LocalAdministratorアカウン
ト  63,76





164 索引

M



MacOSXServer
～について  10
アップデートする  56
インストールする  31
設定する  41

P



Podcastプロデューサー  17
「Public」フォルダ  111

R



RAID（RedundantArrayof
IndependentDisks）  158

S



ServerMessageBlock→「SMB」
を参照

SMB（ServerMessageBlock）プ
ロトコルサービス  114

Spotlight18
「Spotlight」で検索する  18
「Spotlight」で見つける  18
SSH33

T



Tigerユーザ  91
TimeMachine55

U



UCE（不要な広告メール）→「迷
惑メールの振り分け」を参
照

UNIX19

V



VirtualPrivateNetwork→
「VPN」を参照

VNC33
VPN（VirtualPrivateNetwork）

IP アドレス  131
～について  128
インターネットルーター  133
管理する  128
共有シークレット  129
構成ファイル  130
ファイアウォール  93,94
ポートマッピング  161
ユーザ接続  92,94

W


Webサービス
～について  124
Wiki124,126
管理する  123
ポートマッピング  161
ユーザのブログ  124,127

Webサイト 
Wiki107,109,110,124
アドレス  125,127

従来の～を運営する  125
Web メール  127
Wiki

Web サービス  124
～について  15
グループサービス  107

X



XMPPメッセージシステム  119

あ
アーカイブする

インスタントメッセージ  119
グループのメーリングリス

ト  110
アカウント

管理者  44,63,76
読み込む  66,67,76,79
→「グループアカウント」、

「ユーザアカウント」も参
照

アクセス

グループ  99
フォルダ  113
ユーザ  73,75,106
ルートユーザ  44

アクセス権,root44
アクセス権,ファイル  113,114
アクティビティモニタ  146
アップデートする  56,153



索引 165

アプリケーション  28,29
→個々のアプリケーションも
参照

アレイ,ディスク→「RAID」を参
照

い
インスタントメッセージ→

「iChat サービス」を参照
インストーラ  34,55,156
インストール

新しい～  34,37
～について  31
～の準備  32,36,156
～の情報  31
～の前にバックアップ  156
高度な～  31
サーバソフトウェア  31,34,

37
システム要件  32
自動～  31
新規～  34,37
セキュリティ  33
ターゲットディスク  34,38
物理的な場所  32
リモート  37
ローカル  34

インターネットルーター

～経由のVPN133
～のDHCPサービス  132
ポートマッピング  161

インターフェイス ,ネットワーク
→「ポート,Ethernet」を参照

う
ウイルス対策ツール→「ウイルス

の振り分け」を参照
ウイルスの振り分け  122,136
ウェブログ→「ブログ」を参照

か
カレンダー  64
カレンダー→「iCalサービス」を

参照
環境設定→「サーバ環境設定」、

「システム環境設定」を参
照

管理者

～用アカウント  44,63,76
構成  44,63,76

管理用コンピュータ  36,53

き
共有シークレット  129
共有フォルダ

→「ファイル共有」を参照
共有ポイント→「ファイル共有」

を参照
共有リソース  95
→「ファイル共有」を参照

く
クライアントコンピュータ

→「ユーザのコンピュータ」

を参照
グラフ,サーバ  51,145
グループ

Wiki107,109,110,126
アクセス制御  99
カレンダーの共有  109
共有フォルダ  106,111
設定  97,105
名前を付ける  106
メーリングリスト  107,110
メンバーシップ  74,101,103
読み込む  67
→「グループアカウント」、

「ユーザ」も参照
グループアカウント

削除する  95,100
設定  105
追加する  95,98
名前を付ける  106
メンバー  101,103
→「グループ」、「ユーザアカ

ウント」も参照
「グループ」フォルダ  106,111

け
ゲートウェイ,～としてのサー

バ  42,45
→「インターネットルーター」

も参照





166 索引

こ
構成

AirMacベースステーショ
ン  33,132,133,159

インターネットルーター  133,
161

管理者  44,63,76
～について  20
ポートマッピング  159
ユーザ  60
→「詳細構成」、「標準構成」、

「ワークグループ構成」も
参照

コンタクト情報,ユーザ  72
コンピュータ名  137

さ
サーバ

IPアドレス  138
アップデートする  56
アドレス  114,125,127
インストール  31
グラフ  51,145
～に関する情報  135
～のシリアル番号  32,33,39,

136
～のバックアップ  55
～を管理する  49
設定  41
ソフトウェア  31
名前  137

復元する  55
物理的な場所  32
利用状況の監視  51
ログ  142
→「ディレクトリサーバ」、

「リモートサーバ」、「サー

ビス」も参照
サーバアシスタント  36,37,41,

42,45
サーバ環境設定

～について  49
設定を見つける  53
リモートで使用する  53,54

サーバ管理  55,134
「サーバ状況」ウィジェット  51
サーバを復元する  55
サービス

グループ  98
～について  26
～を管理する  49
ポートマッピング  159
ユーザアクセスの制御  73
利用状況の監視  51
ログ  142
→個々のサービスも参照

し
システム環境設定 

TimeMachine55
コンピュータのセキュリ

ティ  64
サーバのIPアドレス  138

ユーザアカウント  62,63,84
ローカルホスト名  137

システム要件  32
自動インストール  31
詳細構成

アプリケーション  29
サービス  26
～からユーザを読み込む  76
～について  20,26
～に変換する  20
マニュアル  148

シリアル番号

ソフトウェア  32,136
ハードウェア  33,39

せ
セキュリティ

AirMacベースステーショ
ン  33

root44
インストール  33
管理者  44,64
共有シークレット  129
認証  60,99,129
ファイアウォールの設定  140
ワイヤレスネットワーク  33
→「アクセス」、「パスワード」

も参照
設定,サーバ
リモート  45
ローカル  42
→「構成」も参照



索引 167

そ
ソフトウェア→「MacOSX

Server」を参照
ソフトウェア・アップデート  56

ち
チャットサービス→「iChat」を

参照

つ
通知  136

て
ディスク

消去する  156
ターゲットインストール  34,

38
パーティションを作成す

る  156,158
フォーマット  156,157

ディスクアレイ→「RAID」を参
照  113

ディスクユーティリティ  157,
158

ディスクミラーリング→「ミラー
リング,ディスク」を参照

「ディレクトリ」アプリケーショ

ン  85,95
ディレクトリサーバ

グループメンバー  80,104
グループを読み込む  67
～に接続する  139

ユーザを読み込む  61,66
ディレクトリユーティリ

ティ  137,138,89

に
認証

VPN129
グループサービス  99
メール・リレー・サーバ  121
ユーザ  62
ワイヤレスネットワーク  33
→「パスワード」も参照

ね
ネットワーク

IP アドレス  132,138
VPN128
セキュリティ  33
ファイアウォール  140,141

は
ハードディスク→「ディスク」を

参照
パスワード

管理者  44,63,76
共有シークレット  130
ユーザアカウント  66,75
ルートユーザ  44

バックアップ

インストールの前  156
サーバ  55
～から復元する  55

ひ
ピクチャ,ユーザ  77
標準構成

iCalサービス  115
iChatサービス  117
VPNサービス  92,94,128,

131
Web サービス  123,125
アプリケーション  28
管理者パスワード  44
グラフ  51,145
サーバ情報  51,135
サーバをバックアップする  55
サーバを復元する  55
設定  53
ソフトウェアをアップデート

する  56
～について  20,22,26
～に含まれるサービス  26
ファイアウォールの設定  140
ファイル共有  111
マニュアル  147,153
メールサービス  120,122
リモート管理  53,54
ログ  142
→「グループアカウント」、

「サービス」、「ユーザアカ

ウント」も参照  59





168 索引

ふ
ファイアウォールの設定  93,94,

140
ファイル共有

「Public」フォルダ  111
アクセス制御  113
管理する  111
「グループ」フォルダ  106,

111
サーバのアドレス  114
～について  112
フォルダを追加する  112
フォルダを取り除く  113

フォーマット,ディスク  156,157
プリンタ共有  12
ブログ  15,124,127
プロトコル

AFP114
CalDAV116
IMAP121
L2TP128
POP121
SMB114
SMTP121
XMPP119

へ
ヘルプ,使用する  147

ほ
ポート,Ethernet42,45

ポート ,ファイアウォール  93,94
ポート転送→「ポートマッピン

グ」を参照
ポートマッピング  159
ボリューム,インストール  39

ま
マニュアル  148,151,152,153

み
ミラーリング,ディスク  158

め
命名規則

グループ  106
コンピュータ名  137
ユーザ  65,75

迷惑メール（スパムメール）→

「迷惑メールの振り分け」

を参照
迷惑メールの振り分け  122
メーリングリスト  107,110
メール→「メールサービス」、

「メッセージ」を参照
メールアドレス  60,98,136
メールサービス

Webメール  127
ウイルスの振り分け  122,136
管理する  120
グループのメーリングリス

ト  107,110
ポートマッピング  161

迷惑メールの振り分け  122
～について  120
ユーザの設定  91
リレーサーバ  121

メッセージ

ウェルカム  78
グループ案内  80,104
サーバ案内  79,88
通知  136
→「iChatサービス」、「メール
サービス」も参照

ゆ
ユーザ

iCalデータの制限  116
root44
アクセス制御  73,75,106
コンタクト情報  72
設定  60
名前  65,75
認証  60
ピクチャ  77
ブログ  15,124,127
～について  59
～の管理  83
～へのメッセージ  78,79,80,

88,104
ワークグループマネージャ  76
→「グループ」、「ユーザアカ

ウント」、「ユーザのコン

ピュータ」も参照



索引 169

ユーザアカウント

グループメンバーシップ  74
削除する  69
設定  70
追加する  64
名前  65,75
パスワード  66,75
標準  44,64
～について  60,63
読み込む  66,76,79
ローカル  62
ワークグループマネージャ  76
→「管理者」、「グループアカ

ウント」、「ユーザ」も参照
ユーザのコンピュータ

管理する  83
共有シークレット  129
サーバに接続する  83,87,88,

89
設定する  83
ディレクトリ情報  95

ユーザ名  65,98

よ
要件,システム  32
読み込む

グループ  67
ユーザアカウント  66,76,79

り
リモートサーバ

設定  45

インストール  37
サーバ環境設定  53,54
サーバ状況  51

リレーサーバ,メール  121

る
ルーター→「インターネットルー

ター」を参照
ルートユーザ  44

ろ
ローカルサーバ

インストール  34
設定  42

ローカルホスト名  137
ログ,サーバ  142

わ
ワークグループ構成

iCal サービス  115
iChatサービス  117
VPNサービス  92,94,128,

131
Webサービス  123,125
アプリケーション  28
管理者パスワード  44
グラフ  51,145
サーバ情報  51,135
サーバをバックアップする  55
サーバ情報  55
設定  53

ソフトウェアをアップデート

する  56
ディレクトリ接続  139
ファイアウォールの設定  140
ファイル共有  111
マニュアル  147,153
メールサービス  120,122
リモート管理  53,54
ログ  142
～について  20,24,26
～に含まれるサービス  26
→「グループアカウント」、

「サービス」、「ユーザアカ

ウント」も参照
ワークグループマネージャ  134,

76








	目次
	Mac OS X Serverの紹介
	Leopard Serverの新機能
	簡単な設定
	サーバ環境設定とサーバ状況
	iCalサーバ
	Wikiとブログのグループサービス
	ディレクトリ
	Podcastプロデューサー
	Spotlightサーバ
	UNIX準拠
	64ビットのコンピューティング

	サーバ構成
	実行中のLeopard Server
	ワークグループのLeopard Server
	サービス
	アプリケーションとユーティリティ
	高度なツールとアプリケーション

	Mac OS X Serverをインストールする
	Leopard Serverのインストールに必要な事項
	ローカルでインストールする
	管理用コンピュータを準備する
	リモートでインストールする

	Mac OS X Serverを設定する
	ローカルでサーバを設定する
	サーバのセキュリティを保つ
	System Administrator（root）アカウントを保護する
	リモートでサーバを設定する

	サーバを管理する
	「サーバ環境設定」を使用する
	「サーバ状況」ウィジェットを使用する
	「サーバ環境設定」で設定を見つける
	「サーバ環境設定」をリモートサーバに接続する
	「サーバ環境設定」の接続を終了する
	サーバのバックアップと復元を行う
	Leopard Serverを最新の状態に保つ

	ユーザを管理する
	ユーザアカウントについて
	管理者アカウントについて
	ユーザアカウントを追加する
	ユーザを読み込む
	ユーザのグループを自動的に読み込む
	ユーザアカウントを削除する
	ユーザのアカウント設定を変更する
	ユーザのコンタクト情報を変更する
	ユーザによるサービスへのアクセスを制御する
	ユーザのグループメンバーシップを変更する
	ユーザの名前またはパスワードを変更する
	ユーザのピクチャを変更する
	ウェルカムメールをカスタマイズする
	サーバ案内メールをカスタマイズする
	グループ案内メールをカスタマイズする

	ユーザのコンピュータを管理する
	LeopardユーザのMacを自動的に設定する
	新規Leopardユーザのためにサービスを設定する
	案内メールでLeopardユーザを設定する
	「ディレクトリユーティリティ」を使用してMacを設定する

	ユーザのコンピュータを手動で設定する
	MacユーザのVPN接続を設定する
	ユーザのVPN接続を手動で設定する

	LeopardユーザのMac上のディレクトリ情報を操作する

	グループを管理する
	新しいグループを作成する
	グループを削除する
	グループのメンバーを追加する／取り除く
	グループの外部メンバーを追加する／取り除く
	グループの設定を変更する
	グループ名を変更する
	グループのファイル共有フォルダを設定する
	グループのメーリングリストを設定する
	グループのWiki Webサイトを設定する
	グループのカレンダーを設定する
	グループのメーリング・リスト・アーカイブを設定する

	サービスをカスタマイズする
	ファイル共有サービスを管理する
	ファイル共有サービスについて
	共有フォルダを追加する
	共有フォルダを取り除く
	共有フォルダへのアクセスを制御する
	サーバのファイル共有アドレスを見つける

	iCalサービスを管理する
	iCalサービスについて

	iChatサービスを管理する
	iChatサービスについて
	すべてのユーザをメンバーにする
	「Googleトーク」およびその他のXMPPサービスのユーザとチャットする
	インスタントメッセージを保存してアーカイブする

	メールサービスを管理する
	メールサービスについて
	メール・リレー・サーバを指定する
	迷惑メールとウイルスのフィルタリングについて
	受信迷惑メールおよびウイルスをスキャンする

	Webサービスを管理する
	Webサービスについて
	サーバのWebサイトアドレスを見つける
	従来のWebサイトを運営する
	グループWikiサービスを設定する
	Webメールサービスを設定する
	ユーザブログを設定する

	VPNサービスを管理する
	VPNサービスについて
	VPN共有シークレットを変更する
	VPN構成ファイルを作成する
	VPNのIPアドレス範囲を変更する
	インターネットルーター経由でVPNサービスを提供する

	高度なアプリケーションを使用してサービスをカスタマイズする

	サーバ情報を管理する
	サーバ情報を管理する
	シリアル番号またはサイトライセンスの詳細を変更する
	通知設定を変更する
	サーバの名前を変更する
	サーバのIPアドレスを変更する

	ディレクトリサーバに接続する
	ファイアウォールの設定を変更する
	ファイアウォールについて

	サーバログを確認する
	サーバグラフを監視する

	その他の情報
	オンスクリーンヘルプを使用する
	Mac OS X Serverの管理ガイド
	PDFのガイドをオンスクリーンで表示する
	PDFのガイドをプリントする
	製品ドキュメントのアップデート版を入手する
	その他の情報

	Mac OS X Serverのインストール用にディスクを準備する
	「インストーラ」を使って消去する
	「サーバアシスタント」を使って消去する
	「ディスクユーティリティ」を使って消去する
	ハードディスクをパーティションに分割する
	RAIDセットを作成する

	インターネットルーターを構成する
	AirMac Extremeベースステーションのポートマッピングを構成する
	インターネットルーターのポートマッピングを手動で構成する

	索引
	数字
	A
	C
	D
	E
	I
	L
	M
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	あ
	い
	う
	か
	き
	く
	け
	こ
	さ
	し
	せ
	そ
	ち
	つ
	て
	に
	ね
	は
	ひ
	ふ
	へ
	ほ
	ま
	み
	め
	ゆ
	よ
	り
	る
	ろ
	わ


