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序
章

このガイドについて

このガイドでは、MacOSXLeopardServer を詳細構成モードで管
理するための概要について説明します。計画、実行、ツール、インス
トール、展開など、「サーバ管理」を使った管理についての説明が記
載されています。

「サーバ管理」は、詳細モードのサーバを管理するときに必要なガイドであると同時に、「サーバ
管理」を使ったMacOSXServer の計画、インストール、および保守の概要を説明するガイド
にもなっています。

サーバ管理の新機能
MacOSXServerv10.5 の「サーバ管理」は、強力で柔軟性に優れ、あらゆる機能を備えたアッ
プルのサーバ管理ツールです。「サーバ管理」の標準対応および信頼性が強化されています。さ

らに、以下の点についても拡張されています：

Â さらに洗練され、使いやすくなったインターフェイス

Â 共有ポイントの管理（「ワークグループマネージャ」から移行された機能）

Â イベント通知

Â 階層化された管理（管理アクセス権の委任）

Â 必要に応じてサービスを隠す／表示する機能

Â


1つのサーバのサーバ状況に関する詳細な概要、または複数のサーバのサーバ状況に関する簡
単な概要

Â サーバのグループ

Â サーバのスマートグループ

Â サービス構成を簡単に保存して復元する機能

Â「サーバ管理」環境設定を簡単に保存して復元する機能
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このガイドの構成
このガイドには、次の章があります：

Â 第 1章「システムの概要および対応している標準」では、MacOSXServerのシステムと標準
について簡単に説明します。

Â 第 2章「計画する」を読むと、MacOSXServerを使用するための計画を簡単に作成できます。
Â 第 3章「管理ツール」は、サーバを管理するために使用するツールのリファレンスです。
Â 第 4章「セキュリティ」では、セキュリティのポリシーと作業について簡単に説明します。
Â 第 5章「インストールと展開」は、MacOSXServerのインストールガイドです。
Â 第 6章「サーバの初期設定」では、インストール後のサーバを設定する方法について説明し
ます。

Â 第 7章「管理」では、MacOSXServerとサービスの管理方法について説明します。
Â 第 8章「監視する」では、MacOSXServer の監視方法およびログイン方法について説明し
ます。

参考：アップルではソフトウェアの新しいバージョンやアップデートを必要に応じてリリースす
るため、このガイドに示されている図は、画面の表示と異なる場合があります。

オンスクリーンヘルプを使用する
LeopardServer の管理方法については、管理中に「ヘルプビューア」でオンスクリーンで確認
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。）

MacOSXLeopardServer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」メニューを使って、実行したい作業を探します。

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

と選択し、ブラウズしてヘルプトピックを探します。

オンスクリーンヘルプには、「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。
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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

ガイド名 ガイドの内容

「お使いになる前に」および「イン
ストールと設定のワークシート」

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

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

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

ファイルサービスの管理 AFP、NFS、FTP、およびSMB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。

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。

http://www.apple.com/jp/server/documentation/
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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。

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、以下の手順で用紙とインクを節約できます：

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、「サイズ調整」を115％（「お使いになる前に」の場合は
155%）に変更します。次に、名称未設定のポップアップメニューから「レイアウト」を選択
します。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。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、必
要に応じて「境界線」メニューから「極細線」を選択します。（MacOSXv10.4以前を使用し
ている場合には、「サイズ調整」設定は「ページ設定」ダイアログ、「レイアウト」設定は「プ

リント」ダイアログにあります。）

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。

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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両面でプリントしたくない場合でも、PDF のページサイズが標準プリント用紙より小さいため
に、プリントするページを拡大したい場合があります。「プリント」ダイアログまたは「ページ

設定」ダイアログで、「サイズ調整」を115%（「お使いになる前に」の場合は、ページサイズが
CDサイズなので、155%）に変更してみてください。

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：

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

この書類はサーバディスクにあります。

Â Mac OS X ServerのWebサイト（www.apple.com/jp/server/macosx）—製品およびテクノ
ロジーに関するさまざまな情報を入手できます。

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

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

バイスをほかの管理者と共有できる場です。

Â アップルのメーリングリストWebサイト（www.lists.apple.com）—メーリングリストに照会
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。

http://www.apple.com/jp/server/documentation/
http://www.apple.com/jp/server/macosx/
http://www.apple.com/jp/server/macosx/
http://www.apple.com/jp/support/macosxserver/
http://www.apple.com/jp/support/macosxserver/
http://discussions.info.apple.co.jp/
http://discussions.info.apple.co.jp/
http://www.lists.apple.com/
http://www.lists.apple.com/
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1 システムの概要および対応している
標準

MacOSXServerは、標準ベースのワークグループとインターネット
サービスを提供するために必要なあらゆるものを備えており、展開お
よび管理が容易な世界標準の UNIX ベースサーバソリューションに
なっています。

この章では、MacOSXServer をどこにどのように展開するかを決定するために必要な情報につ
いて説明します。構成オプション、使用する標準プロトコル、基盤にしている UNIX、および
MacOSXServerの管理に必要なネットワークとファイアウォールの構成について、概要情報を
提供します。

MacOSXServerをインストールするためのシステム要件
MacOSXServerv10.5Leopard をインストールするMacintosh デスクトップコンピュータま
たはサーバは、以下の要件を満たしている必要があります：

Â


Intel、PowerPCG4、またはG5プロセッサ（867MHz以上）

Â 内蔵FireWire

Â


1GB（ギガバイト）以上のランダム・アクセス・メモリ（RAM）

Â


10GB（ギガバイト）以上の空きディスク領域

Â


MacOSXServer10.5 用の新しいシリアル番号
以前のバージョンのMacOSXServerで使用されたシリアル番号は、v10.5の登録には使用で
きません。

内蔵DVD ドライブがあると便利ですが、必須ではありません。

ディスプレイとキーボードは付いていなくてもかまいません。サーバソフトウェアは、ディスプ

レイとキーボードのないコンピュータでも、管理用コンピュータを使ってインストールできま

す。詳しくは、139ページの「管理用コンピュータを設定する」を参照してください。
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サーバの構成を理解する
MacOSXServerは、標準、ワークグループ、詳細の3つの異なる構成で運用できます。詳細構
成のサーバは、最も柔軟性が高い構成で、最も高度な管理技術が必要になります。この構成は、

さまざまな目的および要件に応じてカスタマイズできます。

詳細構成のMacOSXServer は、経験豊富なシステム管理者であれば、さまざまなビジネス要
件に対応するためにサービス構成を詳細に制御することができます。「設定アシスタント」を使っ

て初期設定を行った後に、「サーバ管理」や「ワークグループマネージャ」などの強力な管理ア

プリケーション、またはコマンドラインツールを使って、サーバから提供する必要のあるサービ

スの詳細設定を構成します。

その他の2つの構成は、詳細構成が提供できるサービスと機能の一部を提供する構成です。これ
らの構成には、組織内のより権限の少ないユーザを対象として、簡易版の管理アプリケーション

（「サーバ環境設定」）が用意されています。

ワークグループ構成のMacOSXServer は、既存のディレクトリサーバを運用する、組織内の
ワークグループのために使用されます。ワークグループ構成は、組織内の既存のディレクトリ

サーバに接続し、組織のディレクトリからワークグループ・サーバ・ディレクトリ内のユーザと

グループを使用します。

標準構成のMacOSXServer は、小規模な組織のスタンドアロンサーバの設定を自動化して、簡
単に管理できるようになっています。

次の表は、各構成の特徴と機能の概要を示しています。

機能 詳細 ワークグループ 標準

サービス設定の変更に使用

する方法

サーバ管理 サーバ環境設定 サーバ環境設定

サービス設定の状態 構成されていない いくつかの共通デフォル

トにあらかじめ設定され
ている

共通デフォルトにあらか

じめ設定されている

ユーザとグループの管理に
使用する方法

ワークグループマネージャ サーバ環境設定 サーバ環境設定

ユーザサービスが自動的に
設定されているかどうか

いいえ はい はい

スタンドアロンサーバとし
て使用できるかどうか

はい いいえ はい

OpenDirectoryのマス
ターとして使用できるかど

うか

はい いいえ はい

OpenDirectoryの複製と
して使用できるかどうか

はい はい いいえ

専用ネットワークゲート

ウェイとして使用できるか
どうか

はい いいえ はい

ActiveDirectoryの複製と
して使用できるかどうか

はい いいえ いいえ
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標準構成とワークグループ構成、およびデフォルトでそれらに有効になっているサービスについ

て詳しくは、「お使いになる前に」を参照してください。

詳細構成の例
次の図は、大規模な組織向けのいくつかの詳細構成MacOSXServerを示しています。

各サーバは、いくつかのサービスを提供するように設定されています。たとえば、あるサーバは、

組織のために「iCal」、「iChat」、およびメールサービスを提供しています。別のサーバは、
QuickTimeメディアストリーミングと「Podcastプロデューサー」を提供しています。

ホームフォルダと共有ポイントの高可用性を確保するために、マスター・ファイル・サーバと

バックアップ・ファイル・サーバには IP フェイルオーバーが構成されているので、マスターに
障害が発生した場合には、自動的にバックアップに引き継がれます。マスター・ファイル・サー

バとバックアップ・ファイル・サーバは、Xsan ストレージ・エリア・ネットワークを使って同
じRAIDストレージにアクセスしますが、問題が発生することはありません。

ディレクトリサービスの高可用性を確保するために、OpenDirectory のマスターがオフライン
になった場合には、OpenDirectory の複製がディレクトリサービスを提供します。

監視およびバックアップに

使用する方法

システム管理者が実装した

すべての方法

サーバ環境設定 サーバ環境設定

既存のサービスインフラス

トラクチャに依存関係を持
つかどうか

いいえ はい いいえ

既存の正しい形式のDNS
システムに依存関係を持つ

かどうか

はい はい いいえ

機能 詳細 ワークグループ 標準

インターネット

AirMac
Extreme

DHCP、DNS、
RADIUS、VPN

Open Directoryの複製

ファイル共有
ホームフォルダ

システムイメージおよび
ソフトウェア・アップデート

QuickTimeストリーミング

iCal、iChat、メール

Open Directoryのマスター

Wikiとブログを含むWeb
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OpenDirectory のドメインでは、ユーザ、グループ、個々のコンピュータ、およびコンピュー
タグループのアカウントが管理されます。このため、MacOSX のユーザ環境設定を、グループ
およびコンピュータグループのレベルで管理できます。

Web サービスは、インターネット上で組織のWeb サイトを管理しています。また、イントラ
ネット上で組織のグループのためにWikiWebサイトを提供しています。

MacOSXServerLeopardの機能拡張
MacOSXServerには、250 を超える新しい機能が導入されています。これは、MacOSXServer
が投入されて以来、このサーバオペレーティングシステムの最も大きな拡張となっています。

機能拡張の一部を紹介します：

Â


Xgrid2サービス： Xgrid2サービスを使用すると、専用または共有のMacOSXコンピュータ
のコレクションに計算を分散することで、スーパーコンピュータレベルの性能を達成できま

す。Xgrid2では、GridAnywhere機能により、コントローラまたはエージェントを設定しな
くても好きな場所でXgrid対応ソフトウェアを実行できます。また、Scoreboard機能により、
各ジョブが使用するエージェントの優先順位を設定できます。クラスタコントローラによっ

て、計算クラスタと呼ばれる分散型コンピューティングプールへのアクセスを集中管理でき

ます。

Â ファイルサービス： ファイルサービスが改善されています。たとえば、各ネットワーク・ファ
イル・サービスのパフォーマンスとセキュリティが向上し、SMBサポートが大幅に拡張され、
Kerberos認証およびAutoFSを使うことによりNFSv3のセキュリティが向上しています。

Â


iChatServer2： iChatServer2を使って、iChatユーザのコミュニティとほかのXMPP
（ExtensibleMessagingandPresenceProtocol）メッセージングシステム（「Googleトーク」
など）のコミュニティを接続すれば、iChatサーバコミュニティのメンバーが接続先コミュニ
ティのメンバーとチャットすることができます。

Â メールサービス： Xsan でメールサービスを使用するときに、メール保存場所のクラスタを作
成できるようになりました。バケーションメッセージ機能も統合されています。また、SMTP、
IMAP、およびPOP のメールサービスが64ビット化されたことにより、パフォーマンスが向
上しています。

Â


OpenDirectory4： この新しいバージョンのOpenDirectory では、新しいLDAPプロキシ機
能、ドメイン間承認、カスケードレプリケーション、レプリカセットなどが導入されています。

Â


RADIUS 認証： AirMacベースステーション経由でネットワークに接続されたクライアントの
認証を、RADIUSで行うことができます。

Â



QuickTimeStreamingServer6： QuickTimeStreamingServerが拡張されて、3GPP
Release6ビットレートに対応するようになり、ネットワークが混雑していても携帯電話への
快適なストリーミングが可能になっています。また、コンテンツを配信するときの認証がサー

バ上のOpenDirectory と統合され、64 ビットサービスによりパフォーマンスが向上してい
ます。
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Â



Webサービス： Webサーバ管理者が、Apache2.2（クリーンインストールおよびサービスの
アップグレードインストールの場合）または 1.3（システムがアップグレードされたサーバの
場合）を使用できるようになりました。MySQL5、PHP、および Apache が統合されていま
す。Web ベースのアプリケーションを簡単に開発できるように、RubyonRails とMongrel
が組み込まれています。

対応している標準
MacOSXServer は、標準ベースのワークグループおよびインターネットサービスを提供しま
す。アップル独自のサーバ技術を開発する代わりに、Samba3、OpenLDAP、Kerberos、Postfix、
Apache、Jabber、SpamAssassin などの優れたオープン・ソース・プロジェクトに基づいて構
築されています。MacOSXServerでは、これらの安定性に優れた技術が統合され、さらに一貫
性のある1つの管理インターフェイスを使って拡張されています。

MacOSXServerは、オープン標準に基づいて構築されているので、既存のネットワークおよび
コンピュータインフラストラクチャと互換性があります。ディレクトリサービス、ファイル共有、

プリンタ共有、およびMac、Windows、Linux クライアントへの安全なネットワークアクセス
を提供するときには、ネイティブプロトコルが使用されます。ディレクトリサービスのアーキテ

クチャが標準ベースなので、任意のLDAPサーバを使って（MicrosoftActiveDirectory などの
専用サーバも使用できます）ネットワークリソースを集中管理することができます。オープン

ソースでUNIXベースのインフラストラクチャなので、既存のツールをMacOSXServerに移植
して展開することも簡単です。

MacOSXServerを拡張する標準ベースの技術について、いくつか紹介します：
Â


Kerberos： MacOSXServerは、安全なネットワークリソースへのシングル・サインオン・ア
クセスを提供するために、MIT のKerberosテクノロジー（RFC1964）に基づいて認証局を統
合しています。

シングルサインオンでは、強力なKerberos認証を使用することで、ネットワークリソースの
セキュリティを最大限に保証しながら、さまざまなKerberos 対応ネットワークサービスに簡
単にアクセスできるようになっています。

Kerberos に対応していないサービスの場合は、統合されたSASL サービスとできるだけ強力
な認証プロトコルがネゴシエートします。

Â



OpenLDAP： MacOSXServerには、Mac、Windows、およびLinuxクライアントにディレク
トリサービスと認証サービスを提供するために、強力なLDAP ディレクトリサーバとセキュリ
ティ保護されたKerberos パスワードサーバが組み込まれています。OpenDirectory サーバ
がOpenLDAP（最も普及しているオープンソースのLDAP サーバ）に基づいて構築されてい
るので、Mac だけの環境およびプラットフォームが混在している環境の両方でディレクトリ
サービスを提供できます。管理者が異なるプラットフォームの情報を統合してすべてのネット

ワークリソースのために1 つの名前空間を定義できるように、LDAPによってディレクトリに
アクセスするための共通の言語が提供されます。つまり、ネットワーク上のすべてのMac、
Windows、およびLinux システムが、1つのディレクトリに統合されることになります。
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Â



RADIUS： RADIUS（RemoteAuthenticationDial-InUserService）は、モバイル構成または
固定構成のクライアントによるネットワークアクセスを制御するために、 802.1xセキュリティ
標準によって使用される認証、承認、およびアカウント管理のためのプロトコルです。
MacOSXServer は、RADIUS によって、MAC アドレス集中管理フィルタデータベースとし
て機能するAirMac ベースステーションと統合されます。RADIUS とOpenDirectory を構成
することによって、ワイヤレスネットワークにアクセスするユーザを制御できます。
MacOSXServer では、FreeRADIUS サーバプロジェクトが使用されます。FreeRADIUS は、
RADIUSの要件を満たしており、LDAP、MySQL、PostgreSQL、Oracleデータベース、EAP、
EAP-MD5、EAP-SIM、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、およびCiscoLEAP サブタイプにも
対応しています。MacOSXServerは、プロキシ、フェイルオーバー、および負荷分散に対応
しています。

Â メールサービス： MacOSXServerでは、オープン・ソース・コミュニティの強力なテクノロ
ジーを使って、包括的で使いやすいメール・サーバ・ソリューションが提供されます。IMAP
（InternetMessageAccessProtocol）、POP（PostOfficeProtocol）、SMTP（SimpleMail
TransferProtocol）といったインターネット・メール・プロトコルに完全に対応しているの
で、Mac、Windows、およびLinux システム上の標準ベースのメールクライアントとの互換
性が確保されます。

Â


Webテクノロジー： MacOSXServerのWebテクノロジーは、インターネット上で最も広く使
用されているHTTP サーバである、オープンソースのApacheWebサーバを基盤にしていま
す。MacOSXServerのためにApacheのパフォーマンスが最適化されているので、動的なコ
ンテンツおよび高度なWebサービスを提供するために最適な、速度と信頼性に優れたWebホ
ストおよび拡張性の高いアーキテクチャとなっています。MacOSXServerのWeb サービス
はApacheを基盤にしているので、プラグインモジュールを使って高度な機能を追加できます。
MacOSXServer には、プロのWeb マスターが高度なWeb サービスを展開するために必要
とするあらゆるものが組み込まれています。たとえば、共同で公開するための統合ツール、イ

ンラインスクリプト、Apache モジュール、カスタム CGI、JavaServerPages、Java サーブ
レットなどを利用できます。データベースを使用するサイトを、内蔵のMySQLデータベース
にリンクすることもできます。ほかのデータベースソリューションに対して、ODBC または
JDBCを使って接続することもできます。 

Web サービスには、WebDAV（Web-basedDistributedAuthoringandVersioning）のサ
ポートも含まれています。

Â ファイルサービス： MacOSXServerのファイルサービスを構成することで、クライアントか
らネットワーク上の共有ファイル、アプリケーション、およびその他のリソースにアクセスで

きるようになります。MacOSXServerは、互換性を最大限に確保するために、主要なサービ
スプロトコルのほとんどに対応しています：

Â AFP（Apple Filing Protocol）。Macintoshコンピュータを使用するクライアントとリソー
スを共有するためのプロトコルです。

Â SMB（Server Message Block）。Windowsコンピュータを使用するクライアントとリソー
スを共有するためのプロトコルです。このプロトコルは、Samba オープン・ソース・プロ
ジェクトで使用されます。
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Â NFS（Network File System）。ファイルおよびフォルダをUNIXクライアントと共有するた
めのプロトコルです。

Â FTP（File Transfer Protocol）。FTPクライアントソフトウェアを使用するユーザとファイ
ルを共有するためのプロトコルです。

Â


IPv6： IPv6は、「InternetProtocolVersion6」（RFC2460）の省略形です。IPv6 は、現在のイ
ンターネットプロトコルであるIPVersion4（IPv4、またはIP）を置き換える目的で設計され
た、次世代のインターネットプロトコルです。IPv6 では、ルーティングおよびネットワーク
自動構成が改善されます。ネットワークアドレス数が3×10 38 個以上に増え、NAT を使用す
る必要性がなくなります。IPv6は何年もかけて徐々に IPv4に取って代わる計画で、移行中は
両方が共存します。MacOSXServerのネットワークサービスは、完全にIPv6 に対応してい
るので、次世代アドレス方式に移行できる状態ですが、IPv4 でも問題なく運用できます。

Â


SNMP： SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol）は、ネットワークに接続されて
いる装置の動作状況を監視するために使用されます。SNMP は、ネットワーク管理のために
IETF（InternetEngineeringTaskForce）が設計した標準で、アプリケーション層プロトコル、
データベース・スキーマ、およびさまざまなデータオブジェクトで構成されます。MacOSX
Serverでは、オープンソースの net-snmpを使って、SNMPv3（RFC3411 ～3418）サービス
を提供します。

MacOSXServerが基盤にしているUNIX
MacOSXServerは、Machマイクロカーネルを中核として構築されたUNIXベースのオペレー
ティングシステムで、BSD（BerkeleySoftwareDistribution）オープン・ソース・コミュニティ
の最新の技術が取り込まれています。このためMacOSXServer は、サーバベースのアプリケー
ションとサービスを展開するために最適な、安定性およびパフォーマンスに優れた64 ビット・
コンピューティング・プラットフォームになっています。

MacOSXServerは、Darwin と呼ばれるオープンソースのオペレーティングシステム上に構築
されています。Darwinは、UNIX ベースシステムであるBSDファミリーのオペレーティングシ
ステムです。BSDは、バークレー版のUNIXを基盤とする、 UNIX 改良版のファミリーです。ま
た、MacOSXServerには、アップル独自の拡張を適用したり、アップルが作成した拡張機能を
追加しているだけでなく、100を超えるオープン・ソース・プロジェクトが組み込まれています。

MacOSX カーネルのBSD 部分は、主にFreeBSD（4.4BSD 版）を基盤にしています。4.4BSD
は、高度なネットワーク、パフォーマンス、セキュリティ、および互換性を特長とするオペレー
ティングシステムです。一般的に、BSDをベースとするオペレーティングシステムは、カリフォ
ルニア大学バークレー校のCSRG（ComputerSystemsResearchGroup）が開発した4.4BSD-
LiteRelease2 から派生しています（間接的な派生の場合もあります）。MacOSX のBSD 部分
は、主に FreeBSD から派生していますが、一部変更が行われています。これらの細かい変更に
ついて詳しくは、アップルのDarwin向けデベロッパ製品ドキュメントを参照してください。
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2 計画する

MacOSXServer をインストールして設定する前に、計画を作成し、
使用するオプションを適切に選択してください。

計画段階の主な目的は、以下の点を確認することです：

Â 展開するサーバによって、サーバのユーザと管理者の要求が実現されること

Â インストールおよび初期設定に影響するサーバとサービスの要件が確認されていること

インストール計画の作成は、MacOSXServerを既存のネットワークに統合する場合、古いバー
ジョンのMacOSXServerから移行する場合、または複数のサーバの設定を準備する場合に、特
に重要になります。ただし、単一サーバ環境の場合でも、サーバを使って処理したい要件を簡単

に評価しておくと、役に立つことがあります。

この章は、計画作成のヒントとして使ってください。ここでは、詳細な計画方法については説明

しません。また、特定のサービスを実装するかどうかを決定して、そのリソース要件を評価する

ために必要な詳細な情報についても説明しません。この章は、お使いの環境でMacOSXServer
の利点を最大限に引き出す方法を検討するための機会として利用してください。

計画の作成は、設計と同じように、直線的に進める必要はありません。この章の各セクションは、

この順序で読む必要はありません。この章の各セクションでは、同時にまたは繰り返し実行でき

る作業の場合は、そのことを指摘してあります。

計画する
計画の段階では、MacOSXServerをどのように使用するかを決定し、MacOSXServerを設定
する前に必要な準備があるかどうかを確認します。

たとえば、既存のサーバをv10.5 に変換して、ネットワーク上のクライアントに提供するディ
レクトリサービス、ファイルサービス、およびメールサービスをそのまま使用したいことがあり

ます。

また、サーバソフトウェアをインストールする前に、新しいサーバに移行するデータの準備や、

別の方式のディレクトリサービスを実装するかどうかの検討が必要な場合もあります。
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計画段階では、構築するシステム環境に最も適したインストールオプションとサーバ設定オプ

ションも判断します。たとえば、「お使いになる前に」には、標準構成モードのサーバを使用す
る規模の小さな会社でサーバのインストールと初期設定を行う例が紹介されています。

MacOSXServerv10.5へのアップグレードまたは移行を計画する
以前のバージョンのMacOSXServer を使用していて、データと設定を再利用したい場合は、
v10.5にアップグレードまたは移行できます。

MacOSXServerv10.4Tigerまたはv10.3Pantherを使用していて、サーバハードウェアを交換
する必要がない場合は、LeopardServer にアップグレードできます。既存の設定とデータが移
行されるため、アップグレードは簡単に行うことができます。アップグレードは、この章で説明

するインストール方法またはこのガイドで説明する高度なインストール方法を使って実行でき

ます。

たとえば、起動ディスクを再フォーマットしたり、サーバハードウェアを交換したりする必要が

あって、アップグレードを実行できない場合は、LeopardServer をインストールしたコンピュー
タにデータと設定を移行できます。

最新版のMacOSXServerv10.4Tiger、MacOSXServerv10.3.9Panther、MacOSXServer
v10.2.8Jaguar、およびWindowsNT4以降からの移行がサポートされます。データと設定を別
のMac またはXserve に移行する方法の詳細については、「アップグレードおよび移行」を参照
してください。アップグレードおよび移行ガイドでは、次の両方のシナリオでデータと設定を再

利用するための詳しい手順について説明しています。

計画チームを結成する
インストール計画プロセスには、さまざまな視点を持ち、以下の質問の答えを出すために役立つ

メンバーに参加を依頼します：

Â ユーザの日常業務にどのような要件があり、そのうちどの要件をサーバによって実現する必要

がありますか？サーバのユーザおよびワークグループはどのような処理をサーバで実行する

予定ですか？

サーバを教室で使用する場合、通常は、教師がサービスを管理し、サーバに毎日入力される内

容を管理します。

Â どのようなユーザ管理要件を実現する必要がありますか？ユーザのコンピュータをディスク

レスにするので、NetBoot を使って起動できるようにする必要がありますか？Macintosh ク
ライアント管理およびネットワーク・ホームフォルダは必要ですか？

サーバ管理の経験があるユーザは、専門知識のないサーバユーザと協力して、どのサービスが

管理者とユーザにとって役立つかを理解する必要があります。
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Â



ActiveDirectoryなど、既存のアップル以外のサービスのうち、どのサービスをサーバに統合
する必要がありますか？
WindowsNT コンピュータの交換を計画している場合は、MacOSXServer の採用を検討し
てください。MacOSXServerには、Windows クライアント向けにさまざまなサポートが組
み込まれています。計画を作成するときには、これらのアップル以外のシステムに精通した管

理者が参加するようにしてください。

Â サーバをインストールするネットワークにはどのような特性がありますか？電源やスイッチ

などのネットワークコンポーネントをアップグレードする必要がありますか？サーバを収容

する設備のレイアウトを整備する必要がありますか？

システムおよびネットワークの知識があるユーザが、これらの項目の判断と付録の

「Mac OS X Server 詳細ワークシート」の作成に協力できます。

設定の必要なサーバを判断する
サーバの現在の状況を把握します：

Â 何台のサーバがありますか？

Â サーバをどのように使用していますか？

Â 引き続き使用するサーバの場合、それらの使用方法を効率化できますか？

Â 既存のサーバのうち、使用を停止する必要のあるサーバはありますか？どのサーバを
MacOSXServerと置き換えることができますか？

Â アップル以外のサーバのうち、どのサーバをMacOSXServerと統合する必要がありますか？
それはなぜですか？

Â バージョン10.5へのアップグレードが必要な MacOSXServer コンピュータはありますか？

Â 設定を必要とする新しいMacOSXServer コンピュータは何台ですか？

各サーバが管理するサービスを決定する
使用するMacOSXServer およびアップル以外のサーバを決定したら、それらが管理するサー
ビスを判断します。

各サーバにサービスを分散するには、ユーザとサービスの両方を理解する必要があります。各

サーバに分散するサービスを決定するときに、どのようなサービスオプション、ハードウェア要

件、およびソフトウェア要件が関係するかを理解するために、いくつかの例を挙げます：

Â ディレクトリサービスを実装するときには、アップル以外のサーバで管理されている既存の
ディレクトリやKerberos 認証を利用する場合から、世界中に分散されているサーバにOpen
Directory のディレクトリを設定する場合など、さまざまな実装方法が考えられます。ディレ
クトリサービスの実装には、十分な分析と計画が必要になります。どのようなオプションがあ

り、どのようなときに使用するかについては、「Open Directory の管理」を参照することを
お勧めします。
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Â ネットワークユーザのホームフォルダは、1つのサーバに統合したり、複数のサーバに分散す
ることができます。ホームフォルダは移動できますが、多数のユーザおよび共有ポイントのレ

コードを変更する必要があるため、将来にわたって持続的に使用できる計画を作成する必要が

あります。ホームフォルダについては、「ユーザの管理」を参照してください。

Â 一部のサービスでは、各ユーザが使用するディスク領域を制御することができます。たとえ

ば、ホームフォルダとメールのクオータをユーザに設定できます。クオータを使用することに

よって、ホームフォルダとメールデータベースを保管するサーバ上で、ディスクの空きを最大

化できないかどうかを検討してください。ホームフォルダとユーザのメールクオータについて

は、「ユーザの管理」を参照してください。サービス全体のメールクオータについては、「メー
ルサービスの管理」を参照してください。

Â 必要なディスク領域は、サーバが管理しているファイルの種類も関係します。さまざまなメ

ディアを制作する環境では、大きなメディアファイルを格納するために大容量記憶領域が必要

ですが、小学校の教室では、それほど大きなファイル記憶領域は必要ではありません。ファイ

ル共有については、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

Â ストリーミングメディアサーバを設定する場合は、必要な容量のストリームビデオまたはオー

ディオを保管するために、十分なディスク領域を割り当ててください。ハードウェア要件、ソ

フトウェア要件、および設定例については、「QuickTime Streaming および Broadcasting の
管理」を参照してください。

Â サーバに接続できるNetBootクライアントコンピュータの数は、そのサーバのEthernet接続、
ユーザの数、使用可能なRAM とディスクの領域、およびその他の要因によって決まります。
DHCPサービスが利用できる必要があります。NetBoot の領域を計画するときには、「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」を参照してください。

Â


MacOSXServerでは、Windows ユーザ向けにさまざまなサービスを用意しています。
Windows ユーザ向けのサービスは、PDC サービスを提供するサーバに統合したり、複数の
サーバに分散することができます。オプションについては、「Open Directory の管理」と
「ファイルサービスの管理」を参照してください。

Â ソフトウェアRAIDを使ってディスクをストライピングまたはミラーリングする場合は、サー
バに複数のドライブが必要になります（FireWireドライブは使用できません）。詳しくは、「ディ
スクユーティリティヘルプ」を参照してください。

各サービスを管理するサーバを確定する前に、展開したいサービスの管理ガイドの説明をよくお
読みください。

移行方法を定義する
MacOSXServerv10.2 ～10.4またはWindowsNT サーバを使用している場合は、データと設
定をMacOSXServerv10.5に移行できるかどうかを検討します。

古いバージョンのMacOSXServerからアップグレードする／移行する
MacOSXServer バージョン10.2、10.3、または10.4 が搭載されているコンピュータを使用し
ている場合は、それらを詳細構成のMacOSXServerv10.5Leopardにアップグレードまたは移
行することを検討します。
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MacOSXServerv10.4 またはv10.3を使用していて、別のコンピュータハードウェアに変更す
る必要がない場合は、アップグレードインストールを実行できます。既存の設定とデータが移行

されるため、アップグレードは簡単に行うことができます。

このアップグレード方法を利用できない場合でも、データと設定を移行することはできます。次

の場合には、アップグレードではなく、移行が必要になります：

Â バージョン10.3または10.4のサーバのハードディスクを再フォーマットする必要がある場合、
またはそのサーバがLeopardServerに必要なシステム要件を満たしていない場合。詳しくは、
79ページの「MacOSXServerをインストールするためのシステム要件」を参照してください。

Â


v10.3または10.4のサーバで使用していたデータと設定を別のサーバハードウェアに移動した
い場合。

Â


v10.2のサーバで使用していたデータと設定を移動したい場合。

最新版のMacOSXServerv10.4、v10.3、およびv10.2からの移行がサポートされます。移行時
には、詳細構成のLeopardServerをインストールおよび設定し、古いサーバからそのサーバに
ファイルを復元して、必要に応じて手動で調整を加えます。

詳しくは、「アップグレードおよび移行」を参照してください。

WindowsNTから移行する
詳細構成のLeopardServerでは、MicrosoftWindows95、98、ME、XP、NT4、および2000
コンピュータのユーザにさまざまなサービスを提供できます。これらのサービスを利用すること

により、小規模なワークグループではWindowsNTサーバをLeopardServerと交換することが
できます。

WindowsNT サーバのユーザ、グループ、ファイルなどをMacOSXServer に移行する方法に
ついて詳しくは、「アップグレードおよび移行」を参照してください。

統合方法を定義する
MacOSXServerを異機種環境に統合するときには、次の2つの構成手順を検討します。
Â 既存のサービスを利用するようにMacOSXServerを構成する
Â


MacOSXServerを使用するように既存のアップル以外のコンピュータを構成する

最初の構成手順では、ディレクトリサービスの統合が重要な作業になります。既存のディレクト

リ（ActiveDirectory、LDAPv3、NIS ディレクトリなど）と既存の認証設定（Kerberos など）
を使用するMacOSXServer コンピュータを決定する必要があります。オプションと手順につ
いては、「Open Directory の管理」を参照してください。この統合は、「ディレクトリユーティ
リティ」オプションを使用可能にする場合と同じくらい簡単です。既存のサービスとMacOSX
Serverの設定の調整が必要になる場合もあります。

2番目の構成手順では、MacOSXServerのWindowsコンピュータユーザ向けのサービスを決
定することが重要な作業になります。提供できるサービスについては、「ファイルサービスの管
理」と「Open Directory の管理」を参照してください。
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物理的なシステム環境要件を定義する
サーバのインストールと設定を行う前に、施設の環境またはネットワーク環境の調整が必要かど

うかを決定します。

Â だれがサーバを管理しますか？管理者はどのようなサーバアクセス権を必要としますか？

教室のサーバの場合は、教師が簡単にアクセスできる必要があります。一方、ネットワーク全

体のディレクトリ情報を管理するサーバの場合は、支店のビルや中央コンピュータ施設では、

アクセス権を制限して保護する必要があります。

MacOSXServerの管理ツールには、サーバをリモート管理するためのサービスが豊富に用意
されているため、管理者がサーバを直接操作しなければならない機会はほとんど発生しません。

Â 必要な空調要件または電源要件のうち、不足しているものはありますか？このような情報につ

いては、サーバに付属の製品ドキュメントを参照してください。

Â ケーブル、スイッチ、電源などの機器をアップグレードすることを検討していますか？この機

会にアップグレードすることをお勧めします。

Â


TCP/IPネットワークとサブネットの構成は、展開するサービスとサーバに対応していますか？

サーバ設定のシステム環境要件を定義する
サーバ設定のシステム環境を構成しているサービスとサーバは、ほかのサービスまたはサーバが

依存しているため、早い段階に設定する必要があります。

たとえば、MacOSXServer を使用して、DHCP サービス、ネットワーク・タイム・サービス、
またはBootP サービスをほかのサーバに提供することを計画しているとします。このような場
合は、それらのサービスを提供するすべてのサーバの設定を完了し、サービスを開始してから、

それらのサービスに依存するサーバを設定する必要があります。または、ディレクトリに保存さ

れている設定データを使用してサーバの設定を自動化する場合は、 DHCP サーバとディレクトリ
サーバを設定する必要があります。

システム環境に必要な設定量は、施設の構成や実現したい設定によって異なります。一般的に、
DHCP サービス、DNS サービス、およびディレクトリサービスは、中規模および大規模のサー
バネットワークにとって、設定することが望ましいか設定しなければならないサービスです。

Â システム環境の最も基本的なレイヤーは、DHCPやDNSなどのネットワークサービスで構成さ
れます。
DNSサービスをネットワーク上に提供すると、すべてのサービスの効率が向上します。また、
多くのサービスでは、DNS サービスが適正に動作していることが必要です。DNSサービスを
提供していない場合は、ユーザ専用のサーバを設定するときに、DNS サーバの管理者の協力
が必要になります。個々のサービスのDNS 要件は、サービス固有の管理ガイドに記載されて
います。

DHCPの設定には、使用しているネットワークの物理的な環境が影響します。
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Â ディレクトリサービスも、システム環境にとって重要な要素です。サービス、サーバ、および

ユーザのコンピュータ間でデータを共有するときには、ディレクトリサービスが必要です。最

も一般的な共有データは、ユーザおよびグループのデータですが、構成情報も共有されます。

たとえば、マウントレコードなどのディレクトリデータも共有されます。

ディレクトリサービスの環境は、プラットフォーム間認証を提供する場合や、複数のサービス

が同じ名前とパスワードを共有する場合に必要になります。

ここでは、DNS、DHCP、ディレクトリサービスなどのサーバ環境を設定する手順の例を紹介し
ます。これらのサービスは、同一サーバに設定することはもちろん、それぞれ異なるサーバに設

定することもできます：
1


DNSサーバを設定します。

2



DHCPを設定します。

3



DNSサーバのアドレスをDHCPに指定して、DNSサーバのアドレスがDHCPクライアントに渡さ
れるようにします。

4 ディレクトリサーバを構成します。必要に応じて、WindowsPDCサービスも構成します。

5 ユーザ、グループ、ホームフォルダなどのデータをディレクトリに保存します。

この手順では、ユーザとグループを読み込んだり、共有ポイントを設定したり、管理された環境

設定を設定するなどの方法を利用できます。

6 ディレクトリサーバのアドレスをDHCPに指定して、ディレクトリサーバのアドレスがDHCPク
ライアントに渡されるようにします。

これらの手順は、システム環境の要件に応じて変わることがあります。たとえば、VPN、NAT、
またはIP ファイアウォールサービスを使用する場合は、DNS およびDHCP を設定するときに、
それらの設定も行います。

必要なサーバハードウェアが使用可能であることを確認する
サーバの設定は、すべてのハードウェアが使用可能になってから行うことをお勧めします。

たとえば、ミラーリングしたいデータを保管するサーバは、ミラーリングの設定を必要とする

ディスクドライブがすべて使用可能になってから設定します。ホームフォルダサーバまたはその

ホームフォルダサーバを使用するその他のサーバは、RAID サブシステムの設定が完了してから
設定します。

設定後にサーバの位置を変更する必要を最小限にする
はじめてのサーバ設定をする前に、サーバをネットワーク上の最終的な位置（IP サブネット）に
設置するようにしてください。設定途中での、未承認アクセスや抜け駆けアクセスを回避したい

場合は、ファイアウォールを設定することで、構成を確定するまでの間サーバを保護できます。
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初期設定後にサーバを移動しなければならない場合は、ネットワーク上の位置に注意を要する設

定を変更してからサーバを使用する必要があります。たとえば、サーバの IP アドレスとホスト
名（サーバのディレクトリと構成ファイルの両方に保存されています）をアップデートする必要

があります。

サーバを移動するときは、次のガイドラインに従ってください：

Â サーバを一時的な位置に設置する時間を最小限にし、変更する必要のある情報量を制限します。

Â ネットワーク設定に依存するサービスの構成は、サーバを最終的な位置に設置してから行いま

す。ネットワーク設定に依存するサービスには、 OpenDirectoryの複製、Apache の設定（仮
想ドメインなど）、DHCP、およびほかのコンピュータが依存するその他のネットワーク環境
設定が含まれます。

Â 最終的なユーザアカウントの読み込みを待ちます。テストするアカウントを制限して、移動後

に変更が必要になるユーザ固有のネットワーク情報（ホームフォルダの場所など）を最小限に

します。

Â サーバを移動した後に、「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルで（または 

networksetupツールを使って）IPアドレスを変更できます。
MacOSXServerのIPアドレスまたは名前を変更してから数分すると、 changeipコマンドラ

インツールによって、そのサーバ上のOpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、およびサービス構成ファイルに保管されている名前、アドレス、およびその他の

データが自動的にアップデートされます。

場合によっては、サーバのDNSエントリーやDHCP静的マッピングなどのネットワーク構成
を、手動で調整する必要があります。 changeip ツールについては、そのマニュアルページ

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

Â 元の場所のサーバを使用するように構成されていたコンピュータ（ユーザのコンピュータや
DHCPサーバ）の検索方式を再構成します。

バックアップと復元の方法を定義する
すべてのストレージシステムで、いずれは問題が発生することになります。機器の劣化や破損、

予期しないできごと、または災害が発生すると、データや構成設定が失われる可能性があります。

データシステムをインストールするときには、データが失われることを防いだり最小限に抑える

ための計画を事前に作成することをお勧めします。

バックアップと復元の方法を理解する
バックアップと復元の方法を定義するのには、多くの理由があります。データは、劣化、自然災

害や人災、または単純な破損が原因で、物理的に障害が発生する可能性があります。データが失

われることを防ぐことができない場合もありますが、バックアップと復元の計画があれば、それ

らのデータを復元することができます。
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このようなバックアップと復元の方法は、状況、要件、およびどのデータをどのくらいの頻度で

保存し、その復元のためにどのくらいの工数を使用するかを評価した結果に応じて、カスタマイ

ズする必要があります。

バックアップを作成することは、時間、費用、管理工数、および多くの場合パフォーマンスを投

資することになります。しかし、それらの投資に対するリターンは、データの整合性が保証され

るという明らかな形で、手にすることができます。バックアップと復元の方法を適切に計画して

実行すれば、財務上、法律上、および組織上の費用を大幅に削減することができます。バックアッ

プと復元の方法に指定する手順と作業は、それぞれの復元要件を満たしている必要があります。

次の3 種類の復元が重要になります：
Â 削除されたファイルまたは破損したファイルを復元する

Â ディスク障害（またはファイルの壊滅的な削除）から回復する

Â 組織が必要とする一部のデータ（財務や法律など）をアーカイブする

それぞれの復元について、データのバックアップを作成するために、どのバックアップタイプを

使用し、どのくらいの頻度でバックアップを作成し、どのような方法で行うかを決定する必要が

あります。

すべてのファイルのバックアップを毎日作成することをお勧めします。このようにすると、ファ

イルが上書きまたは削除されても、それらのファイルを個別にすばやく復元できます。また、日

単位でファイルレベルの復元を行うことができます：つまり、次の日には、どのようなファイル

でもファイル単位で復元することができます。

ほかの単位でバックアップを作成することもできます。たとえば、ある1日のデータを一度に復
元する必要があるとします。この場合は、日単位でスナップショットを作成することになりま

す：つまり、指定した日付の組織のデータ全体をそのまま復元できます。このような日単位のス

ナップショットを組織が存続する限り毎日保管することは、実際には難しいかもしれません。そ

のような場合には、前月の分だけは日単位のスナップショットを復元できるように、スナップ

ショットを月単位で循環して保存することもできます。また、ほかの復元レベルが必要な場合に

は、1 年に4回や半年に1回などの単位も選択できます。

アーカイブとして保管したデータが必要になる場合があります。それらのデータには、異常な状

況が発生した場合にだけアクセスします。アーカイブデータは、永続的に保管されます。つまり、

いつか必要になるときのために保管され続けます。

組織は以下のことを決定する必要があります：

Â どのようなデータのバックアップを作成しますか？

Â どのような単位で復元する必要がありますか？

Â どのくらいの頻度でデータのバックアップを作成しますか？

Â どのくらいの時間でデータを利用できるようにしますか（データを復元するまでにどのくらい

の時間がかかりますか）？

Â バックアップまたは復元の手続きで、障害から回復するためにどのような手順が適切ですか？
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バックアップおよび復元の方法を定義するときには、これらの質問に答えることが大変重要にな

ります。

バックアップタイプを理解する
バックアップファイルにはさまざまなタイプがあり（後で説明します）、またタイプごとにさま

ざまな形式と方法が用意されています。バックアップタイプごとに目的が異なり、考慮事項も異

なります。

Â フルイメージ： フルイメージは、バイトレベルのデータコピーです。ハードディスクのすべて
の状態のバックアップが、最も基本的な保管単位で作成されます。これらのバックアップに

は、ディスクファイルシステムのコピーと、そのディスクの使用されていない部分（消去され

た部分）のコピーも保存されます。ソース・ディスク・メディアへのフォレンジック調査のた

めに使用することもできます。この方法で忠実なバックアップを作成すると、各ファイルの復

元の負荷が大きくなる可能性が高くなります。このため、多くの場合圧縮されて、ファイル

セット全体を復元する場合にだけ圧縮が解除されます。

Â ファイルレベルのフルコピー： ファイルレベルのフルコピーでは、バックアップファイルが複
製として保存されます。ソースディスク上の使用されていない部分については、詳細なバック

アップは作成されませんが、バックアップ時に存在していたファイルについては、すべてのレ

コードが保存されます。1つのファイルが変更されている場合には、次回のファイルレベルの
フルコピーのバックアップでは、データセット全体および変更されたファイルのコピーが作成

されます。

Â 増分バックアップ： 増分バックアップでは、最初はファイルレベルのコピーが作成されます
が、次回からは最後のバックアップ以降に変更されたファイルだけがコピーされます。変更が

発生するたびにそれらのすべてをコピーする方法なので、記憶領域が少なくて済む利点があり

ます。

Â スナップショット： スナップショットは、過去のデータのそのままのコピーです。スナップ
ショットは、さまざまなファイルから作成されるだけでなく、多くの場合、バックアップ・

ファイル・セットに含まれるほかのファイルへのリンクからも作成されます。スナップショッ

トは、変化の速いデータ（使用中のデータベースやメールを送受信するメールサーバなど、す

ぐに変化するデータ）のバックアップを作成するときに役立ちます。

これらのバックアップタイプは、さまざまに組み合わせて使用することができます。ここでは、

バックアップしたいデータのさまざまなコピー方法を分かりやすく説明しているだけです。たと
えば、MacOSX の「TimeMachine」では、基本的なバックアップとしてはファイルレベルの
フルコピーが使用され、特定の曜日のコンピュータデータのスナップショットを作成するときは

増分バックアップが使用されます。

バックアップスケジュールを理解する
ファイルのバックアップを作成するには、時間とリソースが必要です。バックアップ計画を決定

する前に、以下のいくつかの質問を検討してください：

Â バックアップのデータ量はどのくらいありますか？

Â バックアップにどのくらいの時間がかかりますか？

Â いつバックアップを作成しますか？
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Â その時間帯にコンピュータはほかにどんなタスクを実行していますか？

Â どのようなリソースを割り当てる必要がありますか？

たとえば、負荷に対応するためにどの程度のネットワーク帯域幅が必要ですか？バックアップ

ドライブにはどの程度の領域が必要ですか？または、バックアップテープは何本必要ですか？

バックアップ中に、どのようなコンピュータリソースが消費されますか？バックアップのため

にどのような要員が必要ですか？

バックアップの種類に応じて、これらの質問への答えは違ってきます。たとえば、増分バック

アップは、ファイルレベルのフルコピーよりも時間がかからず、コピーされるデータ量も少ない

傾向があります（これは、最後のバックアップから変更されているのは、対象のデータセットの

一部だけであるためです）。

つまり、増分バックアップの場合は、ユーザおよびシステムへの影響があまりないので、通常の

使用時間帯に実行するようにスケジュールを設定することになります。しかし、フルイメージの

場合は、通常の使用時間帯に実行すると、ユーザおよびシステムに非常に大きな影響を与えるこ

とになります。

バックアップのローテーション方式を選択する
バックアップのローテーション方式によって、特定の期間中における最も効率的なデータのバッ

クアップ方法を指定します。ローテーション方式の例として、GFS（Grandfather-Father-Son）
ローテーション方式があります。この方式では、毎日の増分バックアップ（Son）、毎週の完全
バックアップ（Father）、および毎月のバックアップ（Grandfather）を実行します。

GFS（Grandfather-Father-Son）ローテーション方式では、バックアップに使用するメディア
セットの数によって、保持できるバックアップ履歴の数が決まります。たとえば、毎日のバック

アップ用に8 つのバックアップセットを使用する場合は、8日ごとにメディアセットをリサイク
ルするので、8日分のバックアップ履歴を保持できます。

復元を理解する
バックアップ方法またはバックアップソリューションは、データの復元計画を作成することで完

了します。どのようなデータを復元するかに応じて、実行する作業と手順が異なる可能性があり

ます。たとえば、データの復元中に基幹システムをダウンさせておける時間は、組織によって異

なります。

以下の質問を検討することをお勧めします：

Â 各復元単位について、どのくらいの復元時間がかかりますか？

たとえば、削除したファイルまたはメールを復元するために、どのくらいの時間がかかります

か？ハードディスクの完全なイメージを復元するために、どのくらいの時間がかかりますか？

ネットワーク全体を3日前の状態に戻すために、どのくらいの時間がかかりますか？

Â 各復元タイプについて、どの工程が最も効果的ですか？

たとえば、1 つのファイルが失われた場合に、サーバ全体をロールバックする必要がありま
すか？

Â 各復元タイプについて、管理者はどのような作業が必要になりますか？管理者の時間を最も効

率的に使用するために、どのような自動化が必要ですか？
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Â どのような状況のときに、復元を開始しますか？だれが、何が起きたときに、どのような理由

で復元を開始しますか？

復元の作業と手順は、定期的にテストする必要があります。正しく復元されることが証明されて

いないバックアップデータセットは、信頼できるバックアップと見なすことはできません。バッ

クアップの整合性は、復元の忠実度によって測定されます。

バックアップの検証メカニズムを定義する
バックアップを使用しても失われたデータを復元できなければ、そのバックアップは無意味で

す。戦略の1つとして、定期的に復元のテストを実行する必要があります。他社製のソフトウェ
アの中には、この機能をサポートしているものがあります。ただし、独自のバックアップソリュー

ションを使用している場合は、必要なテスト手順を自分で開発する必要があります。

バックアップ方法のその他の考慮事項
バックアップ方法について、以下の点についても検討してください：

Â ファイル圧縮を使用する必要がありますか？必要な場合、その種類は？

Â オンサイト以外に、オフサイトのバックアップとアーカイブはありますか？

Â 格納するデータ・タイプについて、特別な考慮事項はありますか？たとえば、MacOSXファ
イルの場合、そのバックアップユーティリティでは、ファイルメタデータ、リソースフォー

ク、およびアクセス制御リスト（ACL）の権限を保存できますか？

バックアップメディアの種類を選択する
選択するメディアの種類を決定するときは、以下の点を考慮することをお勧めします：

Â 費用。GB 当たりの費用を基準にして、選択するメディアを決定します。たとえば、必要な記
憶領域がそれほど大きくない場合には、GB 当たりの費用が高くても問題になりませんが、大
きな記憶領域を必要とする場合には、費用が重要な決定要因になります。

ハード・ドライブRAID は、最も費用効率が良い記憶装置ソリューションの1 つです。ハー
ド・ドライブRAID は、GB 当たりの費用が少ないだけでなく、費用効率の良いそのほかのタ
イプの記憶装置（テープ装置など）で必要となるような特殊な操作がありません。

Â 容量。少量のデータのみをバックアップする場合は、容量の少ない記憶装置メディアで目的を
達成できます。一方、大量のデータをバックアップする必要がある場合は、RAID などの大容
量の記憶装置を使用します。

Â 速度。サーバをほとんど常に使用可能な状態に保つことが目的であれば、選択するメディアを
決定するときに、復元の速度が重要な要因になります。テープ・バックアップ・システムは費
用効率が非常に良い反面、速度がRAIDよりもかなり遅くなります。

Â 信頼性。優れたバックアップ戦略の最終的な目的は、復元に成功することです。失われたデー
タを復元できない場合は、データのバックアップに費やしたすべての労力と費用が無駄にな

り、サービスの可用性に対する信頼性が失われます。

したがって、データの損失を防止するために、信頼性が高いメディアを選択することが重要で

す。たとえば、テープは可動部分がないので、ハードディスクよりも信頼性が高くなります。
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Â アーカイブの寿命。バックアップされたデータが必要になる時期は、予測できません。した
がって、長期間の保存に耐えるように設計されたメディアを選択してください。ほこりや湿度

などの要因によって記憶装置メディアが損傷を受けて、その結果としてデータが失われる可能

性があります。

バックアップおよび復元用のコマンドラインツール
MacOSXServerには、データのバックアップおよび復元用のコマンドツールがいくつか用意さ
れています：

Â

 

rsync。このコマンドを使って、データのバックアップコピーと元のデータの同期状態を保ち

ます。 rsyncツールでは、変更されているファイルだけがコピーされます。

Â

 

ditto。このコマンドを使用して、完全バックアップを実行します。

Â

 

asr。このコマンドを使用して、ボリューム全体をバックアップおよび復元します。

これらのコマンドについて詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」
を参照してください。

Leopard の「TimeMachine」機能は、詳細構成サーバのサーバファイルおよびシステムのバッ
クアップには推奨されていません。

参考： launchdctlコマンドを使用すると、上記のコマンドによるデータのバックアップを自動
化できます。 launchd の使用方法について詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」を参照してください。
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3 管理ツール 

MacOSXServer を視覚的なアプリケーションまたはコマンドライ
ンツールを使って管理します。

MacOSXServerツールを利用して、さまざまな方法でサーバを管理できます：

Â



MacOSX Server の管理には、使用中のサーバ上で直接行う方法（ローカル管理）と、別の
サーバ、MacOSXコンピュータ、またはUNIXワークステーションから管理する方法（リモー
ト管理）があります。

Â「サーバ管理」や「ワークグループマネージャ」などのサーバ管理アプリケーションは、視覚

的に操作できるため使いやすく、リモート管理を行うときにも安全に接続できます。

これらのアプリケーションは、MacOSXServer 上（「/ アプリケーション/ サーバ/」）で使
用するだけでなく、MacOSX コンピュータにインストールして使用することもできます
（139ページの「管理用コンピュータを設定する」を参照してください）。

Â コマンドを使ってサーバを管理したい場合は、コマンドラインツールを使用できます。

サーバをリモート管理する場合は、SSH（SecureShell）セッションでコマンドを送信できま
す。コマンドを入力するときは、MacOSXServer コンピュータおよびMacOSXコンピュー
タの「ターミナル」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）
を使います。Macintosh以外のコンピュータからコマンドを送信することもできます。その場
合は、139ページの「MacOSX以外のコンピュータを管理に使用する」で説明するように設
定する必要があります。

サーバ管理
「サーバ管理」は、1 つまたは複数のMacOSXServerコンピュータのサービスを管理するとき
に使います。「サーバ管理」は、SSL 証明書の作成および管理、ファイル共有の管理、サービス
にアクセスできるユーザとグループの指定など、複数のサービスに対応する設定を指定するとき

にも使います。

「サーバ管理」を使用してサービスを管理する方法については、個々の管理ガイド、および「サー

バ管理」の「ヘルプ」メニューを使用して利用できるオンスクリーンの情報に記載されています。

「サーバ管理」を使ってサービスを管理する方法については、個々の管理ガイドと以下のセクショ

ンに記載されています。
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サーバ管理を開く／サーバ管理で認証する
「サーバ管理」は「/アプリケーション/サーバ/」にインストールされており、「Finder」で開く
ことができます。または、「Dock」の「サーバ管理」アイコンをクリックするか、「ワークグルー
プマネージャ」ツールバーの「サーバ管理」ボタンをクリックして「サーバ管理」を開くことが

できます。

操作するサーバを選択するときは、ログイン・ダイアログ・ボックスでサーバの IP アドレスま
たはDNS 名を入力するか、「使用可能なサーバ」をクリックしてリストからサーバを選択しま
す。サーバ管理者のユーザ名とパスワードを指定し、「接続」をクリックします。

サーバ管理のインターフェイス
「サーバ管理」のインターフェイスを示します。個々の要素については次の表で説明します。

A B

C

D

O

NMLK

E

G

F

H

I

J
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サーバ管理環境をカスタマイズする
「サーバ管理」の環境を制御するときに、以下のオプションを利用できます。

Â 管理するサービスのリストを制御するときは、147ページの「サーバ管理でサービスを追加す
る／取り除く」を参照してください。

Â「サーバ管理」リストの外観やリフレッシュレートなど、「サーバ管理」の動作を制御するとき

は、「サーバ管理」＞「環境設定」と選択します。

A サーバのリスト：  サーバ、グループ、スマートグループ、および必要に応じて各サーバの管理されたサー
ビスが表示されます。

グループに属しているすべてのコンピュータについて、それらの状況の概要を表示するときは、グループ
を選択します。

コンピュータの概要およびサーバ設定を表示するときは、コンピュータを選択します。

サービスを制御および構成するときは、サーバのそのサービスを選択します。
B コンテキストボタン：  利用できる情報と構成パネルが表示されます。

C ツールバー：  利用できるコンテキストボタンが表示されます。ボタンが灰色表示になっているかクリック
できない場合、そのボタンを利用するための管理権限が割り当てられていません。

D メイン作業領域：  状況および構成のオプションが表示されます。サービスおよび選択したコンテキストボ
タンによって、表示が異なります。

E 利用できるサーバ：  ローカルネットワークスキャナの一覧が表示されます。サーバリストに追加するサー
バを検出するときに使用できます。

F すべてのサーバ：  「サーバ管理」に追加されているすべてのコンピュータが、状況に関係なく表示されます。

G サーバ名：  管理されたサーバのホスト名が表示されます。選択すると、ハードウェア、オペレーティング
システム、有効になっているサービス、およびシステム状況の概要が表示されます。

H サービス：  特定のサーバの管理されたサービスが表示されます。選択すると、サービスの状況、ログ、お
よび構成オプションが表示されます。

I グループ：  管理者が作成したサーバグループが表示されます。選択すると、グループに属しているすべて
のコンピュータの状況の概要が表示されます。

詳しくは、142ページの「サーバを手動でグループ化する」を参照してください。
J スマートグループ：  事前に定義した条件に基づいて自動的に集められたサーバのグループが表示されます。

詳しくは、142ページの「スマートグループを使ってサーバをグループ化する」を参照してください。
K 追加ボタン：  サーバリストに追加する項目（サーバ、グループ、およびスマートグループ）のポップアッ

プメニューが表示されます。
L アクションボタン：  サーバの接続を解除したりサーバの画面を共有したりなど、選択したサービスまたは

サーバに実行できるアクションのポップアップメニューが表示されます。
M 更新ボタン：  サーバリストに表示されるすべてのコンピュータに対して状況要求を送信できます。

N サービスを開始／停止するためのボタン：  サービスを選択してこのボタンを押すと、そのサービスを開始
（停止しているとき）または停止（開始しているとき）できます。

O アクションバー：  サーバリストで選択したサーバまたはサービスに使用できるコマンドの、ボタンおよび
ポップアップメニューが表示されます。適用した変更を保存する／元に戻すときに、これをクリックしま
す。追加ボタン、アクションボタン、サービスを開始／停止するためのボタン、「保存」ボタン、および

「元に戻す」ボタンが表示されます。
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サーバアシスタント
「サーバアシスタント」は、次の操作を行うために使用します：

Â リモートサーバのインストール

Â ローカルサーバの初期設定

Â リモートサーバの初期設定

Â 詳細構成を自動的に設定するためのデータの準備

「サーバアシスタント」の最初のページはこのように表示されます。

「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」の使用方法については、「ヘルプ」ボタンをクリックするか、107ページ
の第 6章「サーバの初期設定」を参照してください。

ワークグループマネージャ
MacOSXServerの「ワークグループマネージャ」は、ユーザ、グループ、コンピュータ、およ
びコンピュータグループのアカウントを作成および管理するために使用する、ユーザ管理ツール

です。また、「インスペクタ」にアクセスするために使うこともできます。「インスペクタ」は、
OpenDirectoryのエントリーを直接編集できる、高度な機能を持つツールです。

「ワークグループマネージャ」は「/ アプリケーション / サーバ/」にインストールされており、
「Finder」で開くことができます。または、「サーバ管理」メニューバーで「表示」＞「ワークグ
ループマネージャ」とクリックして、「ワークグループマネージャ」を開くこともできます。
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「ワークグループマネージャ」は、ディレクトリドメインと密接に連携して動作します。ディレ

クトリドメインは、データベースのようなもので、アカウント情報の保管およびユーザの認証に

適した環境です。

「ワークグループマネージャ」の使いかたは、いくつかのマニュアルで説明しています：

Â「ユーザの管理」では、「ワークグループマネージャ」を使ってアカウントと環境設定を管理す
る方法について説明しています。このガイドでは、アカウントを読み込んだり書き出したりす

る方法についても説明しています。

Â「Open Directory の管理」では、「インスペクタ」を使用する方法について説明しています。

「ワークグループマネージャ」を開いてから、「サーバ」＞「新しいワークグループマネージャ
ウインドウ」と選択することで、「ワークグループマネージャ」ウインドウを開くことができます。

重要：サーバに接続するか、「ワークグループマネージャ」で認証を行うときは、入力する名前
の大文字／小文字が、サーバ管理者またはドメイン管理者のアカウントの名前と一致しているこ

とを確認してください。

ワークグループマネージャのインターフェイス
「ワークグループマネージャ」のインターフェイスを示します。個々の要素については次の表で

説明します。

B CA

E

D

F

G

H

I

J
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ワークグループマネージャ環境をカスタマイズする
「ワークグループマネージャ」環境を適合させる方法はいくつかあります：

Â「ワークグループマネージャ環境設定」を開くときは、「ワークグループマネージャ」＞「環境

設定」と選択します。
DNS名を解決するかどうか、「インスペクタ」を有効にするかどうか、レコードリストの検索
条件を入力する必要があるかどうか、表示するレコードの最大数などのオプションを構成でき

ます。

Â ツールバーをカスタマイズするときは、「表示」＞「ツールバーをカスタマイズ」と選択します。

Â あらかじめ定義されているユーザとグループをユーザとグループのリストに含めるときは、

「表示」＞「システムのユーザとグループを表示」と選択します。

Â「サーバ管理」を開くには、ツールバーの「サーバ管理」ボタンをクリックします。

ディレクトリ
「ディレクトリ」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。「ディレクトリ」を使って、アドレスデータの共有、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。

ユーザがほかのユーザの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。そのユーザがピクチャを使っていれば、その人の顔を見ることができます。その人の上司

および直属の部下を表示することもできます。その人が属している公開グループを確認すること

もできます。その人のいる場所が示された地図をプリントすることもできます。 

A サーバ管理：  クリックすると、「サーバ管理」アプリケーションが起動します。

B 設定ボタン：  アカウント設定を表示または編集するときは、「アカウント」をクリックします。環境設定を
表示または編集するときは、「環境設定」をクリックします。

C ツールバー：  これらのアイコンをクリックすると、さまざまなコマンドが実行されます。ツールバーはカ
スタマイズできます。

D ディレクトリのパス：  編集するディレクトリを表示するために使用します。ディレクトリドメインを選択
するときは、地球のアイコンをクリックします。認証を行うときは、カギをクリックします。

E レコードタイプのタブ：  ユーザ、グループ、またはコンピュータのレコード、およびすべてのレコードを
表示するときに使用します。「インスペクタ」が有効になっている場合は、「インスペクタ」タブも表示さ
れます。

F テキストフィルタ：  レコード名を絞り込むためのテキストを入力するときに使用します。

G レコードリストの表示：  選択したレコードタイプのすべてのレコード名を表示するために使用されます。

H 選択バー：  検出または選択されたレコード数を表示するために使用されます。

I メイン作業領域：  アカウント、環境設定、および構成オプションを操作するために使用します。ここの表
示は、ユーザ、グループ、または環境設定の種類ごとに異なります。

J アクションゾーン：  変更を保存する／元に戻すとき、または選択したレコードにプリセット構成を適用す
るときに使用します。
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「ディレクトリ」では、いくつかのMacOSXアプリケーションを利用できます。たとえば、「ア
ドレスブック」のエントリーから共有アドレスブックを作成したり、メールアドレスをクリック

して「Mail」を使ってメールを送信したり、「Safari」でグループWebサービスを読み込んだり
できます。

ディレクトリのインターフェイス
「ディレクトリ」のインターフェイスを示します。個々の要素については次の表で説明します。 

A 検索フィールド：  レコードタイプを検索するときに使用します。一致するレコード数を示す数値がレコー
ドタイプのボタンの左側に表示されます。

B レコードタイプのボタン：  クリックすると、そのタイプのディレクトリレコードが表示されます。

C 結果リスト：  レコード検索の結果を表示するために使用されます。

D レコード表示：  結果リストで選択したレコードを表示するために使用されます。

E 追加ボタン：  人、グループ、場所、またはリソースレコードを追加するときに使用します。

F 編集ボタン：  選択したレコードを編集するときにクリックします。

BA

C

E

D

F
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ディレクトリユーティリティ
「ディレクトリユーティリティ」は、MacOSX コンピュータから OpenDirectory、Active
Directory などのディレクトリのドメインに接続できるように設定したり、そのコンピュータの
検索方式やサービスを検出するためのプロトコルを定義するときに使用する、重要なアプリケー

ションです。

詳細構成オプションのときの「ディレクトリユーティリティ」のインターフェイスを示します。

「ディレクトリユーティリティ」は、MacOSXServer コンピュータおよびMacOSXコンピュー
タの「/アプリケーション/ユーティリティ /」にインストールされます。

「ディレクトリユーティリティ」の使用方法については、「Open Directory の管理」または「ディ
レクトリユーティリティヘルプ」を参照してください。

サーバモニタ
「サーバモニタ」を使用すると、ローカルおよびリモートのXserveハードウェアを監視し、注意
が必要な状況が発生したときにメールで通知することができます。「サーバモニタ」には、イン

ストールされているオペレーティングシステム、ドライブ、電源、筐体とプロセッサの温度、ブ

ロアー、セキュリティ、およびネットワークに関する情報が表示されます。
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「サーバモニタ」のインターフェイスを示します。

「サーバモニタ」は、サーバのインストール時または管理用コンピュータの設定時に、「/ アプリ
ケーション / サーバ /」にインストールされます。「サーバモニタ」を開くときは、「Dock」の
「サーバモニタ」アイコンをクリックするか、「/ アプリケーション/ サーバ/」の「サーバモニ
タ」アイコンをダブルクリックします。「サーバ管理」内から、「表示」＞「サーバモニタ」と選

択します。

監視する Xserve サーバを指定するときは、「サーバを追加」をクリックし、そのサーバを探し
て、サーバの管理者のユーザ名とパスワードを入力します。

データのリフレッシュ間隔を指定するときは、「情報」パネルの「リフレッシュ間隔」ポップアッ

プメニューを使用します。

監視するXserveサーバを複数のリストを使って管理するときは、「ファイル」＞「書き出す」ま
たは「ファイル」＞「読み込む」と選択します。複数のリストを1 つにまとめるときは、「ファ
イル」＞「結合」と選択します。

点検が必要なときは、Xserve サーバの前面および背面にあるシステム ID ランプが点灯します。
その場合は、「サーバモニタ」を使って、ランプが点灯した原因を調べます。また、サーバラッ

ク内の特定のXserveサーバを識別するためにランプを点灯させることもできます。その場合は、
サーバを選択し、「情報」パネルの「システムIDランプ」をクリックします。

Xserve サーバの状況が変化したときにメールで通知するように「サーバモニタ」を設定すると
きは、「通知を編集」をクリックします。各サーバについて、通知の対象となる状態を設定しま

す。メールメッセージは、「サーバモニタ」またはサーバから送られます。
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「サーバモニタ」では、各Xserve サーバに対する「サーバモニタ」の動作ログが記録されます。
ログを表示するときは、「ログを表示」をクリックします。たとえば、「サーバモニタ」がサーバ

に接続しようとした回数、接続が成功したかどうかなどがログに記録されます。また、ログには、

サーバの状況の変化も記録されます（ログには、サーバでのシステム稼動状況は含まれません）。

詳しくは、「サーバモニタルプ」を参照してください。

システムイメージの管理
次のMacOSXServerアプリケーションを使用して、NetBootのイメージとNetInstallのイメー
ジを設定および管理できます：

Â「システムイメージユーティリティ」では、MacOSX のディスクイメージを作成します。「シ
ステムイメージユーティリティ」は、MacOSXServerソフトウェアと一緒に「/アプリケー
ション/サーバ/」フォルダにインストールされています。

Â「サーバ管理」では、NetBootサービスとそれに対応しているサービスを有効にし、構成しま
す。「システムイメージユーティリティ」は、MacOSXServerソフトウェアと一緒に「/アプ
リケーション/サーバ/」フォルダにインストールされています。

Â「PackageMaker」では、ソフトウェアをディスクイメージに追加するときに使用するパッケー
ジファイルを作成します。「PackageMaker」には「XcodeTools」からアクセスします。「Xcode
Tools」のインストーラは、サーバインストールDVD の「OtherInstalls」フォルダにあります。

Â「Property List Editor」では、「NBImageInfo.plist」などのプロパティリストを編集します。
「PropertyListEditor」には「XcodeTools」からアクセスします。

「システムイメージユーティリティ」のインターフェイスを示します。

これらのすべてのアプリケーションの使用手順については、「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」で説明しています。



第3章    管理ツール 49



メディアストリーミングの管理
「QuickTime Streaming および Broadcasting の管理」では、「サーバ管理」を使用してQTSS
（QuickTimeStreamingServer）を管理する手順について説明しています。

「QuickTime Streaming および Broadcasting の管理」では、「QTSSPublisher」についても説
明しています。「QTSSPublisher」は、メディアを管理し、ストリーミングまたはプログレッシ
ブダウンロードできる状態に準備するための、使いやすいアプリケーションです。

コマンドラインツール
コマンドライン環境の操作に慣れている管理者の場合は、MacOSXServerでもコマンドライン
環境を利用できます。

MacOSXの「ターミナル」アプリケーションでは、MacOSX に組み込まれているUNIX シェ
ル（sh、csh、tsh、zsh、bash）を使って、サーバソフトウェアをインストールおよび設定する
ためのツールや、サービスを構成および監視するためのツールを利用できます。MacOSX以外
のコンピュータからコマンドを送信することもできます。

リモートサーバを管理するときには、安全な管理を行うために、SSH（SecureShell）セッショ
ンを利用します。

「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」では、「ターミナル」、SSH、サーバ
管理コマンド、および構成ファイルについて説明しています。
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XgridAdmin
「XgridAdmin」を使用して、ローカルまたはリモートのXgrid コントローラ、グリッド、およ
びジョブを監視できます。コントローラやエージェントをモニタに追加し、まだグリッドに参加

していないエージェントを指定します。「XgridAdmin」を使用して、ジョブを一時停止、停止、
または再起動することもできます。

「システムイメージユーティリティ」のインターフェイスを示します。

「XgridAdmin」は、サーバのインストール時または管理用コンピュータの設定時に、「/ アプリ
ケーション/ サーバ /」にインストールされます。「XgridAdmin」を開くには、「/ アプリケー
ション/サーバ/」にある「XgridAdmin」アイコンをダブルクリックします。

詳しくは、「XgridAdmin」のヘルプを参照してください。
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AppleRemoteDesktop
「AppleRemoteDesktop」（ARD）（別売品）は、使いやすいネットワークコンピュータ管理ア
プリケーションです。ARD を使うと、リモートコンピュータを簡単に設定、監視、および管理
することができ、また、ユーザと対話できます。

「AppleRemoteDesktop」のインターフェイスを示します。

ARDを使用すると、コンピュータの画面を制御および監視できます。コンピュータを構成し、ソ
フトウェアをインストールできます。一対一または一対多でユーザと対話して、支援を与えたり、

指導したりできます。ネットワークの基本的な問題の解決ができます。また、コンピュータの

ハードウェア特性やインストールされているソフトウェアを監査するレポートを生成できます。 

ARDを使用して、MacOSXServerv10.5以降のインストールディスクから起動するコンピュー
タへのインストールを制御することもできます。これは、ARDにVNCビューアの機能が組み込
まれているためです。

「AppleRemoteDesktop」について詳しくは、www.apple.com/jp/remotedesktop/ を参照し
てください。

http://www.apple.com/jp/remotedesktop/
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4 セキュリティ

セキュリティのポリシーと作業を注意深く設計することによって、シ
ステムの整合性とデータプライバシーへの脅威を最小限に抑えるこ
とができます。

MacOSXServerは、安定性に優れた UNIX オペレーティングシステムに基づいて構築されてお
り、そのコア・アーキテクチャには多くのセキュリティ機能が用意されています。最先端の標準

ベースのテクノロジーによって、サーバ、ネットワーク、およびデータが保護されます。たとえ

ば、ステートフルパケット解析機能を備えた内蔵ファイアウォール、強力な暗号化および認証

サービス、データ・セキュリティ・アーキテクチャなどのテクノロジーを備えているほか、アク

セス制御リスト（ACL）にも対応しています。

この章は、計画作成のヒントとして使ってください。ここでは、詳細な計画方法については説明

しません。また、特定のセキュリティポリシーを実装するかどうかを決定して、そのリソース要

件を評価するために必要な詳細な情報についても説明しません。この章は、お使いの環境に必要

なセキュリティポリシーを計画して適用するための機会として利用してください。

詳しくは、「Mac OS X Server Security Configuration」と「Mac OS X Security
Configuration」を参照してください。

物理的なセキュリティについて
サーバの物理的なセキュリティは、コンピュータのセキュリティの中であまり重視されない傾向

があります。コンピュータに物理的にアクセスできる人（たとえば、ケースを開けたり、キー

ボードを接続したりする人）は、コンピュータおよびそのデータに対してほとんどあらゆること

を実行できてしまいます。たとえば、コンピュータに物理的にアクセスできる人は、以下のよう

なことが実行できます：

Â 既存のログイン方法を使用せずに、別の外部ディスクからコンピュータを再起動する。

Â ハードディスクを取り外し、フォレンジックデータ回復技術を使ってデータを取得する。

Â ハードウェアベースのキーロガーをローカル管理キーボードにインストールする。
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自分の組織と環境のデータおよびネットワークの価値を保護するために、どのような予防措置が

必要で、効果および費用効率の面でも優れているかを判断する必要があります。たとえば、ある

組織のサーバ室を保護するために、床から天井までを防護壁で遮蔽することが適切な場合があり

ます。そのような状況では、サーバ室に通じている空気ダクトのセキュリティを保護することも、

検討する必要があるかもしれません。また、別の組織では、サーバラックを施錠したり、Open
Firmwareパスワードを使用するだけで十分な場合もあります。

ネットワークセキュリティについて
ネットワークセキュリティは、データの整合性にとって物理的なセキュリティと同じくらい重要

です。高価なサーバを施錠する必要があることはすぐに分かりますが、そのサーバ上のデータへ

のアクセスを制限する必要があることはすぐには分からないかもしれません。これ以降のセク

ションでは、ネットワークのセキュリティを保護するために役立つ考慮事項、ヒント、およびテ

クノロジーについて説明します。

ファイアウォールとパケットフィルタ
物理的な防火壁は、建物または車両を高熱または高熱による損傷から守る物理的な防護壁として

機能します。それと同じようにネットワークファイアウォールは、外部ソースからデータが改ざ

んされることを防ぐ、ネットワーク資産の防護壁として機能します。

MacOSXServerのファイアウォールサービスは、MacOSXServer上で実行されるネットワー
クアプリケーションを保護するソフトウェアです。

ファイアウォールサービスを開始することは、アクセスを制限する壁を作るようなものです。

ファイアウォールサービスは、受信した IP パケットを調べ、管理者が作成したルールのセット
に基づいてパケットを拒否したり受け取ったりします。

管理者は、サーバで実行している IP サービスへのアクセスを制限したり、すべての受信クライ
アントまたは一定範囲のクライアント IP アドレス用にルールをカスタマイズしたりできます。
Web やFTP などのサービスは、サーバでは、TCP（TransmissionControlProtocol）ポート番
号またはUDP（UserDatagramProtocol）ポート番号によって識別されます。コンピュータが
サービスに接続しようとすると、ファイアウォールサービスは、そのサービスに該当するポート

番号をルールリストで探します。その接続で転送されるパケットに一致するルールが見つかる

と、そのルールに指定された処理（許可や拒否など）が実行されます。その後、処理に応じて、

追加のルールがチェックされることもあります。

ネットワークのDMZ
コンピュータ・ネットワーク・セキュリティの非武装地帯（DMZ）とは、組織の内部ネットワー
クとインターネットなどの外部ネットワークの間にあるネットワーク領域（サブネットワーク）

のことです。
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内部ネットワークおよび外部ネットワークからDMZ への接続は許可されますが、 DMZ から内
部ネットワークへの接続は許可されず、DMZ から外部ネットワークへの接続だけが許可されま
す。この仕組みによって、組織が外部ネットワークにサービスを提供するときに、DMZ 内にホ
ストを置くことによって内部ネットワークのセキュリティが低下することを防ぐことができま

す。DMZホストのセキュリティを低下させたユーザは、内部ネットワークには接続できません。

外部ネットワークまたはインターネットからのアクセスを許可する必要のあるサーバ（メール

サーバ、Webサーバ、DNS サーバなど）に接続するときには、DMZがよく使用されます。

外部ネットワークからDMZへの接続は、多くの場合、ファイアウォールとアドレス変換を使っ
て制御されます。DMZ は、ファイアウォールを構成するときに作成できます：各ネットワーク
は、ファイアウォール上のそれぞれ異なるポートに接続されます（3本足のファイアウォール設
定）。この構成には、簡潔であるという利点がありますが、単一障害点（SPOF）となる欠点があ
ります。

別の構成として、2 つのファイアウォールを使用する方法があります。2 つのファイアウォール
の間にDMZを置いて、DMZ を介してそれらを接続します。一方のファイアウォールを内部ネッ
トワークに接続し、もう一方のファイアウォールを外部ネットワークに接続します。この構成に

は、外部ネットワークから内部ネットワークへのアクセスを許可してしまうような、誤って間

違った構成にしてしまうことがなくなるという利点もあります。このタイプの設定は、スクリー

ンサブネットファイアウォールと呼ばれます。

VLAN



MacOSXServerでは、Ethernetポート、およびXserveで利用できる（またはXserveに付属
の）セカンダリーPCIギガビットEthernetカードで、802.1qVLAN（VirtualLocalAreaNetwork）
を利用できます。

VLANを使用すると、異なる物理LAN上にある複数のコンピュータが同一のLAN上にあるかの
ように相互に通信できます。利点としては、ネットワーク帯域幅の使用効率の向上やセキュリ

ティの向上があります。これは、ブロードバンドやマルチキャスト・トラフィックが共通のネッ

トワークセグメント上のコンピュータにのみ送信されるためです。 XserveG5VLANのサポート
は、IEEE標準802.1qに準拠しています。

MACフィルタリング
MACフィルタリング（Layer2 アドレスフィルタリングとも呼ばれます）は、セキュリティアク
セス制御の1 つで、ネットワークインターフェイスのMACアドレスまたはEthernet アドレス
（各ネットワークインターフェイスに割り当てられた 42 ビットのアドレス）を使って、ネット
ワークへのアクセスを許可するかどうかが決定されます。

MACアドレスは、カードごとに一意です。つまり、ネットワーク上でMACフィルタリングを使
用することは、特定のユーザまたはネットワーク・トラフィック・タイプへのネットワークアク

セスではなく、特定の装置へのネットワークアクセスが許可／拒否されることになります。MAC
アドレスでは、個々のユーザは識別されず、装置だけが識別されます。つまり、ユーザとして承

認されるには、ネットワークへのアクセスに使用できる装置のリストが必要になります。
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理論的には、MACフィルタリングを使用すれば、ネットワーク管理者は MACアドレスに関連付
けられたホストおよび装置へのネットワークアクセスを許可／拒否できることになります。しか

し実際には、アドレスを変更したり（スプーフィング）、ホストのネットワークカードを物理的

に交換するなどのいくつかの方法で、この方式のアクセス制御を回避できてしまいます。

トランスポートの暗号化
ネットワーク上でデータを安全に転送するには、2 つのコンピュータ間で送信されるパケットの
内容を暗号化する必要があります。MacOSXServer には、暗号化プロトコルとして、SSL
（SecureSocketsLayer）およびその後継であるTLS（TransportLevelSecurity）が用意されて
います。これらを使って、Web ブラウズ、メール、およびその他のデータ転送をインターネッ
ト上で安全に送受信することができます。

クライアントおよびサーバのアプリケーションはこれらの暗号化プロトコルを使って、盗聴、改

ざん、およびメッセージ偽造を防ぐように設計された方法で情報を交換できます。TLS では暗号
化を使って、エンドポイント認証を行い、インターネット通信の機密を保持します。これらの暗

号化された接続では、サーバは認証されますが（確実に識別される）、クライアントはまだ認証

されていません。相互に認証する（接続の両側が相互に識別される）には、接続しているクライ

アント上で公開鍵インフラストラクチャ（PKI）を使用する必要があります。

MacOSXServerの以下のツールとサービスでは、すべてOpenSSLを利用して、トランスポー
トが暗号化されています：

Â


SSH　

Â


VPN　

Â


Webサービス

Â メールサービス

Â ディレクトリサービス

Â


iChat サーバ

Payloadの暗号化
ネットワーク上のファイル転送を暗号化する代わりに、ファイルの内容を暗号化することもでき

ます。ファイルが強力に暗号化されていれば、転送中に捕捉されても、解読されることはありま

せん。トランスポートを暗号化するときは、ほとんどの場合、送信側と受信側の両方が暗号化に

対応している必要があります。一部のサービス（SMTP メールサービスなど）ではこのような技
術の信頼性が高くないので、ファイルの内容を確実に保護するにはファイル自体を暗号化する必
要があります。

ファイルの暗号化について詳しくは、57ページの「ファイルの暗号化について」を参照してく
ださい。
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ファイルのセキュリティについて
デフォルトでは、ファイルとフォルダはその作成者であるユーザが所有します。作成後は、オー

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

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

て権限を持っていないクライアントユーザにはアクセスできません。

共有ポイントを設定するときは、項目を共有するユーザがアクセスできるように、項目に適切な

アクセス権が割り当てられていることを確認してください。

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

POSIXのアクセス権では、次の3 種類のユーザに基づいて、ファイルとフォルダへのアクセスを
制御できます：オーナー、グループ、全員。これらのアクセス権を使ってファイルやフォルダに

アクセス可能なユーザを制御できますが、多くの組織で必要とされる複雑なユーザ環境に対応す

る柔軟性や精度が不足しています。

ACL アクセス権では、ファイルやフォルダの拡張されたアクセス権セットが提供されるため、複
数のユーザおよびグループをオーナーに設定できます。また、ACL はWindowsServer2003 お
よびWindowsXP と互換性があるため、マルチプラットフォーム環境に柔軟性を加えることが
できます。

ファイルアクセス権について詳しくは、「ファイルサービスの管理」と「Mac OS X Server
Security Configuration」を参照してください。

ファイルの暗号化について
MacOSXには、ファイルを暗号化するためのテクノロジーがいくつか用意されています：
Â


FileVault： FileVault では、各ユーザのホームフォルダがそのまま暗号化されます。ディレク
トリ全体が1 つの仮想ボリュームに暗号化され、この状態でマウントされます。データは必要
に応じて暗号化されません。

Â


SecureVM： SecureVMでは、システム仮想メモリ（保存のために一時的にハードディスクに
書き込まれるメモリデータ）が暗号化されます。ユーザのファイルの暗号化には使用されませ

んが、仮想メモリファイルを読み取って悪用されることを防ぐことでシステムのセキュリティ
を向上させます。

Â ディスクユーティリティ： 「ディスクユーティリティ」では、ディスクの内容を暗号化してパ
スワードが保護されたディスクイメージを作成できます。ディスクイメージは、外付けハー

ド・ドライブやUSBメモリスティックなどのリムーバブルメディアのように動作しますが、コ
ンピュータ上ではファイルとして存在しているだけです。暗号化されたディスクイメージを作

成した後は、ダブルクリックするとシステムにマウントされます。マウントしたイメージ上に

ファイルをドラッグすると、それらはすべて暗号化され、ディスクイメージに格納されます。

このディスクイメージはほかのMacOSXユーザに送信できます。ディスクイメージ内でロッ
クされているファイルは、パスワードをロック解除することで取り出すことができます。
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以下のファイル暗号化方法について詳しくは、「Mac OS X Server Security Configuration
Guide」を参照してください：

Â 新規の暗号化されたディスクイメージを作成する

Â 既存のデータから暗号化されたディスクイメージを作成する

安全な削除
ファイルを「ゴミ箱」に入れて「ゴミ箱」を空にするか、UNIXツール「rm」を使ってファイル
を取り除いても、ファイル自体はハードディスクから取り除かれていません。オペレーティング

システム（OS）が管理しているファイルリストから取り除かれているだけで、上書きされてい
ません。

ハードディスク上の空き領域となっている（OS がファイルを配置できる）領域に、以前に削除
したファイルが含まれている可能性があります。このようなファイルは、Undelete ユーティリ
ティやフォレンジック解析を使って取り出すことができます。

これらのデータをディスクから完全に取り除くには、より安全な削除方法を使用する必要があり

ます。セキュリティの専門家は、削除したファイルと空き領域をランダムデータを使って何度か

上書きすることを推奨しています。

MacOSXServerには、ファイルを安全に削除できるように、以下のツールが用意されています：
Â「確実にゴミ箱を空にする」（「Finder」メニューのコマンドで、「ゴミ箱を空にする」の代わり
に使用します）

Â


srm（ファイルを安全に削除するUNIXユーティリティ。「rm」の代わりに使用します）

認証と承認について
認証は、ユーザの識別情報を検証することです。承認は、認証されたユーザが特定のアクション

を実行する権限を持っているかどうかを検証することです。承認されるには、認証されることが

必要です。

コンピュータ環境では、ログイン名とパスワードを入力すると、それらを両方知っている人は1
人しかいないと見なされて、そのコンピュータで認証されます。認証されると、オペレーティン

グシステムが特定のファイルへのアクセスを許可されている人のリストを確認し、アクセスが承

認されている場合には許可されます。認証されていない場合は承認されないので、認証と承認の

両方を行うために承認が使われる場合があります。

MacOSXServerでは、さまざまなサービス（ディレクトリ対応のワークステーションにログイ
ンするサービスや、リモートボリュームをマウントするサービスなど）を利用しようとするユー
ザは、ログイン名とパスワードを入力して認証されないと、権限が決まりません。

ユーザの認証は、いくつかの方法で行うことができます：

Â



OpenDirectory を使った認証。標準のSASL（SimpleAuthenticationandSecurityLayer）
プロトコルを使用します。CRAM-MD5、APOP、WebDAV、SHA-1、LANManager、NTLMv1、
NTLMv2 など、さまざまな認証方法に対応しています。Windows ユーザの認証に適してい
ます。
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認証方法を選択的に無効にすることによって、サーバへのパスワード保存のセキュリティを高

めることができます。たとえば、Windows サービスを使用するクライアントがない場合は、
NTLMv1 と LANManager の認証方法を無効にして、これらの方法を使用してパスワードを
サーバに保存できないようにできます。そうすれば、だれかが何らかの方法でパスワードデー

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

きません。

OpenDirectory を使った認証では、特定のディレクトリにレコードが保存されているユーザ
について、個別のユーザまたはすべてのユーザのパスワード方式を設定できます。必要に応じ

て、例外も設定できます。また、ディレクトリの複製に対して、個別のパスワード方式を設定

することもできます。

たとえば、パスワードの最小文字数を指定したり、次にログインしたときにパスワードの変更

を要求できます。また、使用されていないアカウントまたはログインの失敗が指定された回数

に達したアカウントについては、ログインできないようにすることもできます。

Â



Kerberosv5 認証。Kerberos認証を使用すると、既存のKerberos環境への統合が可能になり
ます。MacOSXServer のKDC（KeyDistributionCenter）を利用すれば、そのサーバに設
定したパスワード方式を使用できます。Kerberos を使用すると、シングルサインオンと呼ば
れる機能も利用できます。シングルサインオンについては、次のセクションで説明します。
MacOSXServer の次のサービスは、Kerberos 認証に対応しています：AFP（AppleFiling
Protocol）、メール、FTP（FileTransferProtocol）、SSH（SecureShell）、ログインウインド
ウ、LDAPv3、VPN（VirtualPrivateNetwork）、iChat サーバ、スクリーンセーバ、および
Apache（SPNEGO（SimpleandProtectedGSS-APINegotiationMechanism）プロトコル
経由）。

Â パスワードをユーザアカウントに保存する。この方法は、古いバージョンのサーバからユーザ
アカウントを移行するときに便利な場合があります。ただし、クライアントがネットワーク上

の安全性に対応した認証プロトコル（APOPなど）を要求している場合は、この方法を使用で
きません。

Â アップル以外のLDAPv3認証。LDAPv3サーバがユーザを認証するように設定されている環境
では、この方法を利用できます。

Â


RADIUS（モバイル構成または固定構成のクライアントがネットワークアクセスを制御するた
めの認証プロトコル）。MacOSXServerのRADIUSについて詳しくは、「ネットワークサービ
スの管理」を参照してください。

シングルサインオン
MacOSXServerは、シングルサインオン認証のためにKerberos を使用します。これによりユー
ザは、すべてのサービスに対してユーザ名とパスワードを別々に入力する手間を軽減できます。

シングルサインオンでは、ユーザは常にログインウインドウにユーザ名とパスワードを入力しま

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

シングルサインオン機能を使用するには、ユーザとサービスをKerberos 対応にし、つまり
Kerberos認証用に構成し、それらが同じKerberosKDC（KeyDistributionCenter）サーバを使
用する必要があります。
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MacOSXServerのLDAP ディレクトリ内にあり、OpenDirectoryのパスワードタイプを持つ
ユーザアカウントは、サーバの組み込みKDC を使用します。これらのユーザアカウントは、
Kerberosおよびシングルサインオン用に自動的に構成されます。

このサーバのKerberosに対応したサービスもサーバの組み込みKDC を使用し、自動的にシング
ルサインオン用に構成されます。このMacOSXServerKDC では、その他のサーバによって提
供されるサービスでもユーザを認証できます。MacOSXServer が搭載された追加のサーバで
MacOSXServerKDCを使用するときは、最小限の構成だけで済みます。

Kerberos は、インターネットなどの開かれたネットワークでの安全な認証と通信を提供するた
めに、MIT が開発しました。Kerberos は、2 者に対して身元証明書を提示します。使用したい
ネットワークサービスに対して、自分の身元を証明できます。また、アプリケーションに対して、

ネットワークサービスが正統で、詐称されていないことも証明します。ほかの認証システムと同

様、Kerberos では承認は提供しません。証明された身元に基づいて、それぞれのネットワーク
サービスで独自に許可内容を決定します。

Kerberos を使えば、クライアントとサーバは、従来展開されてきた通常のチャレンジ／レスポ
ンス型のパスワード認証方法よりも格段に安全に、相互に明瞭に識別できます。また、Kerberos
では、シングルサインオン環境を提供します。シングルサインオン環境では、ユーザが1 日、1
週間、またはその他の期間に1回だけ認証すれば済むため、ユーザにかかる認証の負担が軽減さ
れます。MacOSXServerおよびMacOSXバージョン10.3～10.5は、Kerberosバージョン5
に対応しています。

証明書、SSL、および公開鍵インフラストラクチャについて
MacOSXServer では、暗号化されたデータを安全に転送できるように、SSL（SecureSocket
Layer）を使用する多くのサービスに対応しています。公開鍵インフラストラクチャ（PKI）シス
テムを使用して、SSL対応のサービスで使用される識別情報証明書を生成および管理します。 

PKI システムは、データの送信側と受信側が相互に認証し、識別情報証明書に含まれる暗号化鍵
およびその他の情報を使用して両者の間で交換されるメッセージを暗号化および暗号解除する

ためのシステムです。

PKI を利用すれば、複数の通信相手との間で、事前に機密情報を交換しなくても、機密性、メッ
セージの整合性、およびメッセージ送信元の認証を確立することができます。

SSL は、PKI システムを利用して安全なデータ転送およびユーザ認証を実現する技術です。SSL
では、最初に安全な通信チャンネルを確立して、重要な機密データをより高速に転送するための
ネゴシエーションを行います。MacOSXServerでは、SSLを使用して、メール、Web、および
ディレクトリサービスのデータを暗号化して転送しています。

以下のセクションでは、PKIの主要な機能について、より詳細に説明します：

Â



61ページの「公開鍵と秘密鍵」

Â



61ページの「証明書」

Â



62ページの「認証局（CA）」
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Â



62ページの「識別情報」

公開鍵と秘密鍵
PKIの内部では、次の2つのデジタル鍵が作成されます：公開鍵と秘密鍵。秘密鍵は、ほかの通
信相手に配布されません。多くの場合、パスフレーズによって暗号化されています。公開鍵は、

通信相手に配布されます。

鍵の基本的な機能を以下の表にまとめてあります：

Web、Mail、およびディレクトリサービスでは、公開鍵とSSLを使用して、接続中に鍵を共有で
きるかどうかのネゴシエーションを行います。たとえば、メールサーバは、公開鍵を接続先のク

ライアントに送信して、安全な接続を確立できるかどうかのネゴシエーションを開始します。接

続先のクライアントは、その公開鍵を使用して、ネゴシエーションへの応答を暗号化します。メー

ルサーバは、秘密鍵を所有しているので、その応答を暗号解除できます。ネゴシエーションが終

了すると、メールサーバとクライアントは鍵を共有して、2台のコンピュータの間で通信を暗号
化できるようになります。

証明書
公開鍵は、多くの場合、証明書に含まれます。あるユーザが秘密鍵を使用してメッセージにデジ

タル署名すると、別のユーザは署名者の証明書に含まれる公開鍵を使用して署名を検証します。

この証明書は、PKI 内の認証局（CertificateAuthority、以後CA）が発行します。

公開鍵証明書（「識別情報証明書」とも呼ばれます）は、フォーマットが規定されているファイ

ル（MacOSXServerではx.509フォーマットが使用されます）で、次の項目などで構成されます：

Â 公開鍵（公開鍵／秘密鍵ペアの一方）

Â 鍵ユーザの識別情報（名前、コンタクト情報など）

Â 有効期限（証明書の正当性を信頼できる期間）

Â 証明書を失効させる権限のある機関（失効機関）のURL
Â


CAまたは鍵ユーザのデジタル署名

鍵の種類 機能

公開 Â メッセージを暗号化する鍵です。暗号化されたメッセージは、対応する秘密鍵の所有者だけが

暗号解除できます。
Â メッセージの署名が秘密鍵から生成されたことを確認できます。

秘密 Â メッセージまたは証明書にデジタル署名をして、真正性を証明するための鍵です。
Â 公開鍵を使用して暗号化されたメッセージを暗号解除できます。

Â 秘密鍵で暗号化したメッセージは、その秘密鍵でしか暗号解除できません。
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認証局（CA）
認証局（CA）は、識別される関係者の信頼性を証明する識別情報デジタル証明書に署名して発
行する機関、およびその上位の証明書です。つまり、送信側と受信側の間で信頼されている第三

者機関です。

x.509システムでは、ほとんどのCAは階層構造になっています。つまり、CA がCAによって証
明される構造になっていて、最上位は「ルート認証局」になります。ルート認証局は、必要な数

のまたはすべての関係者から信頼されたCAです。ほかの信頼された第三者から認証される必要
はありません。証明書の階層は、ルート認証局の証明書を頂点として、常に下方向に広がります。

CA は、有料で公開鍵証明書の署名と発行を行う企業です。公開鍵証明書は、証明書に含まれる
公開鍵がその所有者に属しており、証明書に記録されていることが正しいことをCAが証明する
内容になっています。つまり、CA は「デジタル公証人」のようなものです。ユーザは、識別情
報、コンタクト情報、および公開鍵を提供することによって、CA に証明書を申請します。CA
は、その申請者の識別情報を確認する必要があります。ユーザは、そのCAによって発行された
証明書が識別された申請者に属していることを信頼することができます。

識別情報
MacOSXServerの証明書マネージャでは、PKI鍵ペアの2つの鍵の証明に使用される、さまざ
まな署名済み証明書のことです。識別情報は、システムキーチェーンによって使用されるほか、
SSL対応のさまざまなサービスにも利用できます。

自己署名した証明書
自己署名した証明書とは、証明書に含まれる鍵ペアの秘密鍵によってデジタル署名された証明書

のことです。自己署名は、CA が証明書に署名する代わりに行います。証明書に自分で署名する
ことによって、本人であることを自分で証明することになります。信頼された第三者は関与しま

せん。

サーバ管理の証明書マネージャ
MacOSXServer の証明書マネージャは、「サーバ管理」に統合されている機能で、SSL に対応
しているサービスのために識別情報の作成、使用、および保守を支援するサービスです。
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「サーバ管理」のインターフェイスを示します。証明書マネージャが選択されています。

証明書マネージャを使用すれば、SSL 証明書を使用するあらゆるサービスのために、MacOSX
Serverで利用されるSSL証明書の管理を統合することができます。

証明書マネージャでは、自己署名した証明書を作成したり、CA によって署名された証明書を取
得するために証明書署名要求（Certificate-SigningRequest、以後CSR）を作成することができ
ます。自己署名した証明書およびCAによって署名された証明書は、SSL 対応のサービスからア
クセスできます。

以前に作成してOpenSSLファイルに保存されている識別情報も、証明書マネージャに読み込め
ば、SSL対応のすべてのサービスからアクセスできるようになります。

「サーバ管理」の証明書マネージャでは、CA として証明書を署名して発行したり、ルート認証局
として証明書を署名して発行することはできません。これらの機能が必要な場合は、「/ アプリ
ケーション/ユーティリティ/」にあるアップルの「CA アシスタント」を使用できます。これら
以外の機能も利用できます。

アップルの「CA アシスタント」を使用して作成した自己署名した証明書およびCA が発行した
証明書は、証明書マネージャに読み込めば使用できます。

証明書マネージャには、各証明書について次の情報が表示されます：

Â 発行した証明書が証明するドメインの名前

Â 有効期限日

Â 証明書に署名した機関（CA組織など。自己署名した証明書の場合は「自己署名」）
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証明書を準備する
MacOSXServerのサービスでSSLを使用する前に、証明書を作成するか読み込む必要がありま
す。自己署名した証明書を作成するか、証明書署名要求（CSR）を生成して CA に送信するか、
またはOpenSSL を使って以前に作成した証明書を読み込みます。

証明書要求に署名してもらうCAを選択します。要求に署名してもらうCAがない場合は、自分
自身が CA になることを検討してから、すべての管理されたコンピュータの信頼されたルート
データベースにCA 証明書を読み込みます。

自己署名した証明書を使用する場合は、サービスを利用するためのCSR に署名するために自己
署名したCAを使用することを検討してから、すべてのクライアントコンピュータ上のシステム
キーチェーンに自分自身のCAの公開証明書を読み込みます。これらの2つのオプションは、ク
ライアントコンピュータの制御権を持っていることを前提としています。

認証局に証明書を要求する
証明書マネージャでは、指定したCAに送信する証明書署名要求（CSR）を簡単に作成できます。

署名された証明書を要求するには：
1 「サーバ管理」で、SSL 対応のサービスがインストールされているサーバを選択します。

2 「証明書」をクリックします。

3 証明書リストの下にある「追加」（＋）ボタンをクリックします。

4 識別情報を入力します。

共通名には、SSL 対応のサービスを使用するサーバの完全修飾ドメイン名を入力します。

5 有効期限の開始日と終了日を入力します。

6 秘密鍵のサイズを選択します（デフォルトは、1024ビットです）。

7 秘密鍵のパスフレーズを入力します。

このパスフレーズには、通常のパスワードよりも安全な文字列を選択する必要があります。

20 文字以上の長さで、大文字、小文字、数字、句読点記号を混ぜるようにしてください。また、
同じ文字を繰り返さず、辞書に載っている単語は使用しないことをお勧めします。

8 ギアボタンをクリックして、「証明書サイン要求（CSR）を生成」を選択します。

9 選択したCAに署名された証明書を要求するための手順が画面に表示されます。それらに従って
ください。

たとえば、オンラインで要求する場合や、メールアドレスを入力する場合があります。

10 「要求を送信」をクリックします。

11 「完了」をクリックし、識別情報を保存します。

CAがメールに返信する場合には、メールの本文に証明書が含まれています。

12 「証明書」フィールドで「証明書」が選択されていることを再度確認します。

13 ギアボタンをクリックして、「認証局から取得した署名済みまたは更新済み証明書を追加」を選

択します。
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14 「==BeginCSR==」から「==EndCSR==」までの文字列をテキストボックスにコピーします。

15 「OK」をクリックします。

16 「保存」をクリックします。

自己署名した証明書を作成する
証明書マネージャで識別情報を作成すると、自己署名した証明書が作成されます。証明書マネー

ジャによって、指定された鍵サイズ（512 ～2048ビット）の公開鍵／秘密鍵ペアがシステムキー
チェーンに作成されます。続いて、対応する自己署名した証明書がシステムキーチェーンに作成

されます。

自己署名した証明書が作成されるときに、証明書署名要求（CSR）も同時に生成されます。CSR
はキーチェーンには保存されず、ディスクの「/etc/certificates/cert.common.name.tld.csr」に
書き込まれます。「common.name.tld」は、発行された証明書のコモンネームです。

自己署名した証明書を作成するには：
1 「サーバ管理」で、SSL 対応のサービスがインストールされているサーバを選択します。

2 「証明書」をクリックします。

3 「追加」（＋）ボタンをクリックします。

4 識別情報を入力します。

共通名には、SSL 対応のサービスを使用するサーバの完全修飾ドメイン名を入力します。

5 有効期限の開始日と終了日を入力します。

6 秘密鍵のサイズを選択します（デフォルトは、1024ビットです）。

7 秘密鍵のパスフレーズを入力します。

このパスフレーズには、通常のパスワードよりも安全な文字列を選択する必要があります。

20 文字以上の長さで、大文字、小文字、数字、句読点記号を混ぜるようにしてください。また、
同じ文字を繰り返さず、辞書に載っている単語は使用しないことをお勧めします。

8 「完了」をクリックし、識別情報を保存します。

9 「保存」をクリックします。

認証局を作成する
別の証明書に署名できるようにしたい場合は、認証局（CA）を作成する必要があります。これ
は、ルート証明書と呼ばれることがあります。ルート証明書を使用することで、その証明書の送

信側および受信側で信頼された第三者になり、証明書の所有者の識別情報を保証することになり

ます。

大きな組織のコンピュータサービスでは、証明書のセキュリティの観点から、組織のメンバーの

証明書を発行または署名するようにしても良いかもしれません。ただし、外部の組織は、その署

名機関を信頼または認識することはできません。
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CA を作成するには：
1 「キーチェーンアクセス」を起動します。

「キーチェーンアクセス」ユーティリティは、「/アプリケーション/ユーティリティ/」ディレク
トリにあります。

2 「キーチェーンアクセス」メニューで、「証明書アシスタント」＞「認証局（CA）を作成」と選
択します。

「証明書アシスタント」が起動します。画面の指示に従って、CAを作成していきます。

3 「自己署名ルートCA」を作成することを選択します。

4 要求された情報を入力して、「続ける」をクリックします。

CAを作成するには、次の情報が必要です：

Â メールアドレス

Â 認証局の名前（自分自身または組織）

デフォルトを無効化するかどうかを決定し、このCA を組織のデフォルトCAにするかどうかも
決定する必要があります。組織のデフォルトCAがない場合は、このCA をデフォルトに指定す
ることができます。

ほとんどの場合は、デフォルトを無効化する必要はありません。デフォルトを無効化しない場合

は、手順16に進みます。

5 デフォルトを無効化することを選択した場合は、続くいくつかの画面で次の情報を入力します：

Â ルート証明書の一意のシリアル番号

Â 証明書認証局の有効期限が終了するまでの日数

Â このCAが署名するユーザ証明書の種類
Â


CA証明書を配布するためにユーザがアクセスするCAWebサイトを作成するかどうか

6 「続ける」をクリックします。

7 「証明書アシスタント」から要求された情報を入力して、「続ける」をクリックします。

CAを作成するには、次の情報が必要です：

Â 証明書を発行する関係者のメールアドレス

Â 認証局の名前（自分自身または組織）

Â 組織名

Â 組織単位名

Â 認証局の場所

8



CA証明書の鍵サイズと暗号化アルゴリズムを選択してから、「続ける」をクリックします。

鍵サイズが大きいほど、使用するための計算量が多くなりますが、安全性が向上します。どのア

ルゴリズムを選択するかは、技術的な観点よりも組織の要件によって決まります。DSA とRSA
は、両方とも強力な暗号化アルゴリズムです。DSAは、デジタル署名に使用される米国連邦政府
の標準です。RSAは、より新しいアルゴリズムです。

9 署名する証明書の鍵サイズと暗号化アルゴリズムを選択してから、「続ける」をクリックします。
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10



CA証明書に必要な鍵用途拡張領域を選択してから、「続ける」をクリックします。

「署名」と「証明書署名」は必ず選択する必要があります。

11 署名する証明書に必要な鍵用途拡張領域を選択し、「続ける」をクリックします。

デフォルトでどのような鍵が選択されているかは、以前にアシスタントで選択した鍵の種類に基

づいて決まります。

12



CA証明書を追加するその他の拡張領域を指定し、「続ける」をクリックします。

「基本制約拡張領域を含める」と「この証明書を認証局として使用する」を選択する必要があり

ます。

13 必要に応じて、CA証明書を追加するその他の拡張領域を指定してから、「続ける」をクリックし
ます。

必須ではありません。

14



CA証明書を保存するキーチェーンとして「システム」を選択します。

15 作成したCAが署名した証明書をこのコンピュータ上で信頼することを選択します。

16 「続ける」をクリックし、証明書と鍵ペアを作成することを管理者として認証します。

17 「証明書アシスタント」の最後のページの指示を読んで、それらに従います。

これで、信頼された関係者に証明書を発行し、証明書署名要求に署名できるようになります。

CAを使ってほかの人の証明書を作成する
自分のCA証明書を使って、ほかの人に証明書を発行することができます。これは、証明書署名
要求（CSR）に署名する、と呼ばれることがあります。このようにすることで、信頼された関係
者となり、証明書の所有者の識別情報を検証できるようになります。

ほかの人の証明書を作成する前に、最初にその人に CSR を生成してもらう必要があります。そ
の人に「証明書アシスタント」を使ってCSR を生成してもらい、それをメールで送信してもら
います。そうしたら、そのCSRのテキストを使って、証明書を作成します。

ほかの人の証明書を作成するには：
1 「キーチェーンアクセス」を起動します。

「キーチェーンアクセス」ユーティリティは、「/アプリケーション/ユーティリティ/」ディレク
トリにあります。

2 「キーチェーンアクセス」メニューで、「証明書アシスタント」＞「認証局として、ほかの人の証
明書を作成」と選択します。

「証明書アシスタント」が起動し、画面の指示に従ってCAを作成していきます。

3



CSRをターゲット領域にドラッグ＆ドロップします。

4 発行者となるCAを選択し、要求に署名します。

要求のデフォルトを無効化することもできます。

5 「続ける」をクリックします。
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要求のデフォルトを無効化する場合は、「証明書アシスタント」から要求された情報を入力し、

「続ける」をクリックします。

これで証明書が署名されました。デフォルトのメールアプリケーションは、署名された証明書を

添付ファイルとして起動します。

証明書を読み込む
以前に生成したOpenSSLの証明書と秘密鍵を証明書マネージャに読み込むことができます。こ
れらの項目は、識別情報のリストで使用できるように保存されて、SSL対応のサービスで利用さ
れます。

既存のOpenSSL形式の証明書を読み込むには：
1 「サーバ管理」で、SSL 対応のサービスがインストールされているサーバを選択します。

2 「証明書」をクリックします。

3 「読み込む」ボタンをクリックします。

4 既存の証明書のファイル名とパスを入力します。

または、秘密鍵ファイルの場所をブラウズします。

5 既存の秘密鍵ファイルの名前とパスを入力します。

または、秘密鍵ファイルの場所をブラウズします。

6 秘密鍵のパスフレーズを入力します。

7 「読み込む」をクリックします。

証明書を管理する
証明書を作成して署名した後は、それ以上何かをする必要はありません。証明書を編集する場合

は、「サーバ管理」を使用してください。ただし、CAが署名した証明書は変更できません。自己
署名した証明書は変更できます。証明書に含まれる情報（コンタクト情報など）が正確でなく

なったり、キーチェーンの安全性が低下している可能性がある場合は、その証明書を削除する必

要があります。

証明書を編集する
証明書にCAの署名が追加された後は、証明書を編集できません。

ただし、自己署名した証明書は編集できます。証明書のすべてのフィールド（ドメイン名、秘密

鍵のパスフレーズ、秘密鍵のサイズなど）を変更できます。システムキーチェーンからディスク

に識別情報を書き出した場合は、後でもう一度書き出す必要があります。

証明書を編集するには：
1 「サーバ管理」で、SSL 対応のサービスがインストールされているサーバを選択します。

2 「証明書」をクリックします。

3 編集する証明書識別情報を選択します。

自己署名した証明書を選択する必要があります。
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4 「編集」（／）ボタンをクリックします。

5 「編集」をクリックします。

CA公開証明書をクライアントに配布する
自己署名した証明書を使用する場合は、ほとんどのユーザアプリケーションで、認証局が認識さ

れないことを警告するメッセージが表示されます。LDAP クライアントなどのその他のソフト
ウェアでは、サーバのCA が不明の場合には、SSLを使用することが警告なしに拒否されます。 

MacOSXServerには、既知の商用CA から発行された証明書だけが用意されています。この警
告を回避するには、安全なサーバに接続されたすべてのクライアントコンピュータに、そのCA
証明書を書き出す必要があります。

自己署名したCA 証明書を配布するには：
1 自己署名したCA証明書（ca.crtという名前のファイル）を各クライアントコンピュータにコピー
します。

CD-R などの書き換えができないメディアを使って配布することをお勧めします。書き換えがで
きないメディアを使用することで、証明書が破損されることを防ぐことができます。

2 「キーチェーンアクセス」ツールを開きます。クライアントコンピュータ上で証明書をコピーし
たca.crtアイコンをダブルクリックしてください。

3 「キーチェーンアクセス」を使って、証明書をシステムキーチェーンに追加します。

または、「ターミナル」で certtoolコマンドを実行します： 

sudo certtool i ca.crt k=/System/Library/Keychains/Systems 

システムキーチェーンを照会するクライアントアプリケーション（「Safari」や「Mail」など）か
ら、そのCAが署名した証明書が認識されます。

証明書を削除する
証明書の有効期限が切れたとき、または証明書の安全性が低下したときは、削除する必要があり

ます。

証明書を削除するには：
1 「サーバ管理」で、SSL 対応のサービスがインストールされているサーバを選択します。

2 「証明書」をクリックします。

3 削除する証明書の識別情報を選択します。

4 「取り除く」（－）ボタンをクリックして、「削除」を選択します。

5 「保存」をクリックします。

有効期限が切れた証明書を更新する
すべての証明書には有効期限日があります。証明書の有効期限が切れたときには、アップデート

する必要があります。
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有効期限が切れた証明書を更新するには：
1


CAに新しい証明書を要求します。

自分のCAの場合は、自分のルート証明書を使って新しい証明書を作成します。

2 サーバリストの「サーバ管理」で、有効期限が切れた証明書を所有するサーバを選択します。

3 「証明書」をクリックします。

4 編集する証明書識別情報を選択します。

5 アクションボタンをクリックして、「認証局から取得した署名済みまたは更新済み証明書を追加」

を選択します。

6 更新された証明書をテキストフィールドにペーストして、「OK」をクリックします。

7 「編集」ボタンをクリックして、証明書を編集できる状態にします。

8 証明書の日付を調整します。

9 「保存」をクリックします。

証明書を使用する
「サーバ管理」では、Web、メール、VPNなどのさまざまなサービスで証明書のポップアップリ
ストが表示され、管理者は証明書をそこで選択できます。サービスの外観が異なるため、ポップ

アップリストの場所も異なります。証明書付きで使用するサービスの管理ガイドを参照してくだ

さい。

SSHとSSH鍵
SSHは、リモートコンピュータとの間に安全なチャンネルを確立するためのネットワークプロト
コルです。リモートコンピュータを認証するために、公開鍵暗号化が使用されます。また、2 つ
のコンピュータ間で交換されるトラフィックが暗号化され、データの整合性も確保されます。

SSH は、リモートコンピュータにログインしてコマンドを実行するためによく使用されますが、
任意のTCPポートに接続するための安全なデータトンネルを作成することもできます。また、こ
れに含まれるSFTP プロトコルやSCP プロトコルを使って、ファイルを転送することもできま
す。デフォルトでは、SSH サーバは標準のTCPポート22 で待機します。

MacOSXServerでは、SSHツールとしてOpenSSHが使用されます。

鍵ベースのSSHログイン
鍵ベースで認証を行うようにすると、パスワードを入力しなくても別のコンピュータに接続でき

るので、ファイル転送やバックアップを自動化したり、フェイルオーバースクリプトを作成する
などの作業が簡単になります。あるコンピュータの公開鍵を別のコンピュータにコピーすること

は、安全ではありません。
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重要：鍵ベースで認証を行うようにすると、セキュリティが低下するリスクがあります。生成し
た公開鍵のセキュリティが低下すると、承認されていないユーザがコンピュータにアクセスする

可能性があります。鍵ベースの認証による利点とセキュリティが低下するリスクのどちらを重視

するかを判断する必要があります。

SSHの鍵ペアを生成する
ここでは、MacOSX およびMacOSXServer に鍵ベースのSSH ログインを設定する手順の概
要を説明します。2つのコンピュータの間に鍵ベースのSSH を設定するには、接続を確立して互
いの識別情報を検証するために使用する鍵を生成する必要があります。

これを行うために、「ターミナル」で以下のコマンドを実行します：
1 次のコマンドを入力して、ホームフォルダに「.ssh」フォルダが存在するかどうかを確認します： 

ls -ld ~/.ssh.

「.ssh」が出力に表示される場合は、手順2 に進みます。「.ssh」が出力に表示されない場合は、
mkdir~/.sshを実行してから手順2に進みます。

2 次のコマンドを入力して、シェルのディレクトリを「.ssh」に変更します： 

cd ~/.ssh



3 次のコマンドを入力して、公開鍵と秘密鍵を生成します： 

ssh-keygen -b 1024 -t dsa -f id_dsa -P ''



-b フラグによって、鍵の長さが1,024ビットに設定されます。-tによって、DSA ハッシュアル
ゴリズムを使用することを指定します。-fによって、ファイル名がid_dsaとして設定されます。
-Pとその後の2 つの一重引用符によって、公開鍵パスワードがnull に設定されます。公開鍵パ
スワードをnull に設定することで、SSH接続が自動的に確立されます。

4 次のコマンドを入力して、空の承認済み鍵ファイルを作成します： 

touch authorized_keys2



5 次のコマンドを入力して、公開鍵を承認済み鍵ファイルにコピーします： 

cat id_dsa.pub >> authorized_keys2



6 次のコマンドを入力して、公開鍵のアクセス権を変更します： 

chmod 400 id_dsa

公開鍵のアクセス権は、そのファイルをあらゆるユーザが読み取れる状態とならないように設定

する必要があります。

7 次のコマンドを入力して、公開鍵と承認済み鍵リストをリモートコンピュータ上のそのユーザの

ホームフォルダにコピーします： 

scp authorized_keys2 username@remotemachine:~/.ssh/

サーバ間に双方向接続を確立する必要がある場合は、もう一方のコンピュータで上記の手順を繰

り返します。

この手順は、鍵ベースのSSH セッションを開く必要があるユーザごとに繰り返す必要がありま
す。ルートユーザについてもこの手順を行う必要があります。MacOSXServer のルートユーザ
のホームフォルダは、「/var/root/」にあります。
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鍵ベースのSSHとスクリプトのサンプル
サーバクラスタの環境では、鍵ベースのSSH を使用することをお勧めします。以下のPerlスク
リプトは、簡単なスクリプトの例で、実際に実装されているものではありません。この例では、
serverList変数に定義されているすべてのサーバにSSHトンネル経由で接続し、softwareupdate
を実行し、適用できるアップデートをインストールし、必要に応じてコンピュータを再起動しま

す。このスクリプトでは、アップデート対象のすべてのサーバのルートユーザについて、鍵ベー

スのSSHが正しく設定されていることを前提としています。 

#!/usr/bin/perl

# \@ is the escape sequence for the "@" symbol.

my @serverList = ('root\@exampleserver1.example.com',

'root\@exampleserver2.example.com');

foreach $server (@serverList) {

open SBUFF, "ssh $server -x -o batchmode=yes 'softwareupdate -i -a' |";

while(<SBUFF>) {

my $flag = 0;

chop($_);

#check for restart text in $_

my $match = "Please restart immediately";

$count = @{[$_ =~ /$match/g]};

if($count > 0) {

$flag = 1;

}

}

close SBUFF;

if($flag == 1) {

`ssh $server -x -o batchmode=yes shutdown -r now`

}

}

管理レベルのセキュリティ
MacOSXServerでは、セキュリティを強化するために、別のレベルのアクセス制御を使用でき
ます。管理者がどのサービスを構成できるかを、管理者ごとに割り当てることができます。これ

らの制限はサーバ単位に適用されます。adminグループのほかのユーザに管理作業を自由に割り
当てることができる管理者だけが、この方法を使用できます。これによって、階層化された管理

モデルが作成されます。つまり、ある管理者は、自分に割り当てられたサービスに対してほかの

管理者よりも強い権限を持つことになります。この方法では、サーバの機能とサービスに応じて

アクセス権を制御することになります。
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たとえば、Alice（主管理者）はあるサーバ上のすべてのサービスを制御する権限を持ち、ほか
のadmin グループユーザ（Bob やCathy など）がそのサーバ上の設定を変更する権限を制限で
きるとします。Aliceは、DNSおよびファイアウォールサービスの管理をBob に割り当て、メー
ルサービスの管理はCathy に割り当てたままにします。この例のCathy は、メール以外のファ
イアウォールまたはその他のサービスを変更することはできません。同様に、Bobは、彼に割り
当てられているサービス以外のサービスは変更できません。

階層化された管理は、「サーバ管理」およびserveradminコマンドラインツールでは効果的です。
システムのさまざまな UNIX 構成ファイルを変更する作業には、効果的ではありません。UNIX
構成ファイルは、POSIXタイプのアクセス権またはACLで保護する必要があります。

管理レベルの権限を設定する
adminグループのほかのユーザがどのサービスを変更できるかを決定できます。この作業を行う
には、アクセス権を決定する管理者が、完全なアクセス権を持っている必要があります。

管理レベルの権限を設定する手順については、151ページの「階層化された管理アクセス権」を
参照してください。

サービスレベルのセキュリティ
特定のサービスをどのユーザが使用できるかを指定するときは、SACL（ServiceAccessControl
List）を使用します。これは認証ではありません。特定のサービスを使用するアクセス権をどの
ユーザに付与するかを指定する作業です。SACL を使用して、アクセス制御の別のレイヤーを標
準およびACLアクセス権の一番上に追加できます。SACL に記載されたユーザおよびグループだ
けが、対応するサービスにアクセスできます。たとえば、サーバ上のAFP 共有ポイント（ホー
ムフォルダなど）にユーザがアクセスできないようにする場合は、そのユーザをAFP サービス
のSACL から削除します。

MacOSXServerの「サーバ管理」を使って、SACLを構成できます。OpenDirectory ではユー
ザアカウントが認証され、SACLではサービスを使用することが承認されます。OpenDirectory
でユーザを認証すると、ログインウインドウ用のSACLでそのユーザがログイン可能かどうかを
判別します。AFPサービス用のSACL ではアップルのファイルサービスに接続可能かどうかを判
別し、その他同様に判別を行います。

SACLアクセス権を設定する
SACL（ServiceAccessControlList）を使って、AFP、FTP、Windows ファイルサービスなど、
どのユーザとグループがMacOSXServer サービスにアクセスできるかを指定できます。

サービスのSACL アクセス権を設定するには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバリストからサーバを選択します。

3 「設定」をクリックします。

4 「アクセス」をクリックします。
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5 すべてのサービスへのアクセスを制限するか、このオプションの選択を解除してサービスごとに

アクセス権を設定するときは、「すべてのサービスが対象」を選択します。

6 「すべてのサービスが対象」を選択解除した場合は、サービスリストからサービスを選択します。

7 サービスに対する無制限のアクセスを指定するときは、「すべてのユーザとグループを許可する」

をクリックします。

アクセスを特定のユーザおよびグループに制限する場合：

a「以下のユーザとグループのみを許可する」を選択します。
b「追加」（＋）ボタンをクリックして、「ユーザとグループ」パネルを開きます。
c「ユーザとグループ」パネルからユーザとグループをリストにドラッグします。

8 「保存」をクリックします。

セキュリティの最良事例
サーバ管理者は、サーバを攻撃から保護するために、適切なセキュリティ手段を選択しなければ

なりません。サーバのセキュリティが低下すると、そのサーバ上のリソースとデータ、およびそ

こに接続しているほかのシステム上のリソースとデータが攻撃される可能性が高くなります。セ

キュリティが低下したシステムを拠点として、ネットワークの内部または外部にあるほかのシス

テムへの攻撃が開始される可能性があります。

サーバのセキュリティを維持するには、セキュリティ手段を導入する費用と、攻撃が成功する可

能性や攻撃による影響とのバランスを考慮する必要があります。ネットワーク上のサーバに対す

るすべてのセキュリティリスクを取り除くことは不可能ですが、侵入される可能性を減少させ、

攻撃された場合でもより効率的に対処することは可能です。

サーバシステム管理の最良事例の一部を紹介します：

Â 重要なセキュリティパッチおよびアップデートによりシステムをアップデートする。

Â 定期的にアップデートを確認する。

Â 適切なアンチウイルスツールをインストールして、それらを定期的に使用する。ウイルス定義

ファイルおよびソフトウェアを定期的にアップデートする。
Mac プラットフォームでは、Windowsプラットフォームに比べてウイルスが検出される確率
はかなり低いですが、それでもウイルスはリスクの1つです。

Â サーバへの物理的なアクセスを制限する。

ローカルアクセスを使用すれば、ほとんどのシステムセキュリティを回避できてしまいます。

サーバ室、サーバラック、およびネットワーク接続のセキュリティを保護してください。セ
キュリティロックを使用します。システムのロックは、実行すべき賢明な手段の1 つです。

Â 物理的な損傷を受けないようにサーバが適切に保護されていること、サーバ室の室温調節が機

能していることを確認する。

Â サーバのセキュリティを確保するために、あらゆる予防手段を講じる。

たとえば、OpenFirmware パスワードを有効にし、パスワードはできる限り暗号化し、バッ
クアップメディアのセキュリティを保護してください。
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Â サーバへの論理アクセスのセキュリティを確保する。

たとえば、不必要なアカウントは削除するか無効にします。使用されていない外部ユーザアカ

ウントについては、無効にする必要があります。

Â 必要に応じてSACLを構成する。
SACLを使用すると、サービスにアクセスできるユーザを指定できます。

Â 必要に応じてACL を構成する。
ACL を使用すると、共有ポイントおよびその内容にアクセスできるユーザを管理できます。

Â ルート権限またはシステム管理者権限を持つアカウントを保護するために、推奨されているパ

スワード入力方法に従って強力なパスワードを使用する。

パスワードについて詳しくは、76ページの「パスワードのガイドライン」を参照してください。

Â 管理者（UNIXの「admin」グループ）アカウントを日常的な用途のために使用しない。

管理権限の使用を制限するために、admin のログインとパスワードを日常的な用途に使わな
いようにします。

Â システム上の重要なデータのバックアップを定期的に作成し、コピーを安全なオフサイトの場

所に保存する。

コンピュータ室が火災のときにバックアップメディアがコンピュータと一緒に破壊された場

合には、回復時にほとんど役に立ちません。不測の事態が起きた場合のバックアップ／回復計

画は、回復が実際に機能することを確認するために、テストしておくようにしてください。

Â システム監査ログを定期的に確認して、異常なトラフィックパターンがないかどうかを検査

する。

Â システム上の不必要なサービスは無効にする。

システム上のサービスに脆弱性がある場合は、そのシステム全体のセキュリティを低下させる

可能性があります。場合によっては、システムをデフォルト構成（初期構成）のまま使用して

いる場合に、暗黙的に有効になったサービスのデフォルトオプションが十分でないために、

サービスの脆弱性が原因でシステムに不正にアクセスされる可能性があります。

サービスを有効にするとポートが開き、そこからユーザがシステムにアクセスできます。ファ

イアウォールサービスを有効にすると承認されないアクセスの排除に役立ちますが、使用さ

れていないサービスのポートは脆弱なままなので、攻撃者に不正に利用される可能性があり

ます。

Â サーバのファイアウォールサービスを有効にする（特に、ネットワークに近いファイア
ウォール）。

サーバのファイアウォールは、承認されていないアクセスに対する最初の防衛線になります。

詳しくは、「ネットワークサービスの管理」のファイアウォールサービスの設定に関する章を
参照してください。攻撃を受ける可能性が非常に高いサーバの場合は、追加の防衛線として他

社製のハードウェアファイアウォールの導入も検討する必要があります。

Â 重要なサーバには、必要に応じてファイアウォールをインストールする。

ローカルファイアウォールを実装することで、組織のネットワークの内部またはインターネッ

トからシステムが攻撃されることを防ぎます。
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Â セキュリティを強化するために、ローカルVPN（VirtualPrivateNetwork）を実装して、クラ
イアントコンピュータとサーバアプリケーションとの間のすべての接続のために安全な暗号

化されたトンネルを作成する。ネットワーク装置によっては、以下の機能が用意されているも

のがあります：ファイアウォール、侵入検出、およびVPN。
Â サーバをリモート管理する。

「サーバ管理」、「サーバモニタ」、「RAIDAdmin」、および「AppleRemoteDesktop」などの
アプリケーションを使用して、サーバをリモートで管理します。システムへの物理的なアクセ

スを最小限に抑えることにより、犯罪の可能性を低下させます。

パスワードのガイドライン
多くのアプリケーションとサービスでは、認証のためのパスワードを作成する必要があります。
MacOSXには、複雑なパスワードを作成し（「パスワードアシスタント」を使用）、パスワード
を安全に保存（「キーチェーンアクセス」を使用）するためのアプリケーションが用意されてい

ます。

複雑なパスワードを作成する
以下のヒントを使って、複雑なパスワードを作成してください：

Â 英字（大文字と小文字）、数字、および特殊文字（!、@など）を組み合わせて使用してください。
Â 何らかの言語の辞書にある単語や単語の組み合わせを使用しないでください。

Â 数字を含めるルールを満たすために、英字の単語に数字を付加しないでください（「wacky2」
など）。

Â 文字をそれらに「似ている」数字または記号に置き換えないでください（「GREEN」の代わり
に「GR33N」、など）。

Â 固有名詞を使用しないでください。

Â 日付を使用しないでください。

Â


12 文字以上のパスワードを作成してください。一般的に、パスワードが長いほど、安全性が高
くなります。

Â 知人やあなたの興味をよく知っている人でさえ推測できないパスワードを使用してください。

Â できる限り無作為なパスワードを作成してください。

「パスワードアシスタント」（「/システム/ライブラリ/CoreServices/」にあります）を使って、
パスワードの複雑さを確認することができます。
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5 インストールと展開

MacOSXServerのインストールと展開を成功させるために、1つの
サーバにインストールする場合とサーバクラスタにインストールす
る場合に合わせてツールと手順が用意されています。

コンピュータによっては、MacOSXServer ソフトウェアがすでにインストールされています。
そうでないコンピュータには、サーバソフトウェアをインストールする必要があります。たとえ

ば、MacOSX がインストールされているコンピュータにLeopardServer をインストールする
と、そのコンピュータはMacOSXServer がインストールされたサーバになります。

MacOSXServerv10.2 ～10.4がすでにインストールされているサーバに LeopardServerをイ
ンストールすると、サーバソフトウェアがv10.5にアップグレードされます。LeopardServer が
すでにインストールされている場合は、再インストールされてサーバ環境が更新されます。

この章では、さまざまな方法を使って、LeopardServer を新規インストールする手順について
説明します。

インストールの概要
インストールするサーバの台数と種類については、すでに計画および決定しているものとします。

手順 1：要件を満たしていることを確認する
そのサーバが最小システム要件を満たしていることを確認します。詳しくは、以下を参照してく

ださい：

Â


79ページの「MacOSXServerをインストールするためのシステム要件」

Â


79ページの「ハードウェア固有のMacOSXServerインストール手順」

手順 2：情報を収集する
開始する前に、必要な情報をすべて収集します。このようにすると、インストールを円滑に進め

られるだけでなく、計画を決定する上でも役立ちます。詳しくは、以下を参照してください：

Â


25ページの第 2章「計画する」

Â


197ページの付録 「MacOSXServer 詳細ワークシート」

Â


80ページの「サーバ・インストール・ディスクについて」
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手順 3：環境を設定する
ネットワーク環境（DNS サーバ、DHCP サーバ、ファイアウォールなど）を完全に管理する権
限を持っていない場合は、インストールする前にネットワーク管理者に協力を依頼する必要があ

ります。DNS システムが機能していること、DNS システムが逆引き参照に完全に対応している
こと、およびファイアウォールを構成する権限を持っていることが、設定環境の最小要件です。

サーバを既存のディレクトリシステムに接続することを計画している場合は、ディレクトリ管理

者に協力を依頼する必要があります。以下を参照してください：

Â


81ページの「インストール中にディレクトリに接続する」

Â


81ページの「サーバソフトウェアをネットワークに接続されたコンピュータにインストール
する」

別のコンピュータからサーバを管理する場合は、管理用コンピュータを作成する必要がありま

す。詳しくは、80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。

手順 4：インストールディスクからコンピュータを起動する
コンピュータの起動ディスクにインストールすることはできませんが、アップグレードするこ

とはできます。新規インストールおよびアップグレードを行う場合は、インストール先のディス

クではなく、インストールディスクからサーバを起動する必要があります。以下を参照してくだ

さい：

Â


81ページの「インストール時の起動について」

Â


82ページの「インストールDVDにリモートアクセスする」

Â


84ページの「インストールDVD から起動する」

Â


84ページの「代替パーティションから起動する」

Â


88ページの「NetBoot環境から起動する」

手順 5：インストール先のディスクを準備する
新規インストールを実行する場合は、インストール先のディスクを準備するために、形式および

パーティション方式が正しいことを確認する必要があります。以下を参照してください：

Â


89ページの「MacOSXServer のインストールに必要なディスクを準備する」

Â


89ページの「ファイルシステムを選択する」

Â


91ページの「ハードディスクをパーティションに分割する」

Â


93ページの「RAIDセットを作成する」

Â


95ページの「ディスクまたはパーティションを消去する」

手順 6：インストーラを起動する
インストーラアプリケーションによって、起動ディスクとサーバ・ソフトウェア・パッケージか

らソフトウェアが読み出されて、インストール先のディスクにインストールされます。以下を参

照してください：

Â



96ページの「MacOSXServer をインストールするときにリモートサーバを識別する」

Â



97ページの「サーバソフトウェアを対話的にインストールする」

Â



97ページの「インストールディスクからローカルサーバにインストールする」

Â



99ページの「サーバアシスタントを使ってリモートサーバにインストールする」
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Â



101ページの「VNCを使ってリモートサーバにインストールする」
Â


101ページの「installer コマンドラインツールを使ってサーバソフトウェアをインストール
する」

手順 7：サービスを設定する
インストール先のディスクから再起動し、設定を続けます。サーバの設定について詳しくは、
107ページの「サーバの初期設定」を参照してください。

MacOSXServerをインストールするためのシステム要件
MacOSXServerv10.5Leopard をインストールするMacintosh デスクトップコンピュータま
たはサーバは、以下の要件を満たしている必要があります：

Â


Intel、PowerPCG4、またはG5プロセッサ（867MHz以上）

Â 内蔵FireWire

Â


1ギガバイト（GB）以上のランダム・アクセス・メモリ（RAM）

Â


10GB（ギガバイト）以上の空きディスク領域

Â


MacOSXServer10.5用の新しいシリアル番号
以前のバージョンのMacOSXServerで使用されたシリアル番号は、v10.5の登録には使用で
きません。

内蔵DVD ドライブがあると便利ですが、必須ではありません。

ディスプレイとキーボードは付いていなくてもかまいません。サーバソフトウェアは、ディスプ

レイとキーボードのないコンピュータでも、管理用コンピュータを使ってインストールできま

す。詳しくは、80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。

MacOSXServerv10.5 以降のインストールディスクを使用する場合は、VNC ビューアソフト
ウェアを使用して別のコンピュータからインストールを制御できます。オープンソースの VNC
ビューアソフトウェアを使用できます。「AppleRemoteDesktop」（51ページを参照してくだ
さい）には、VNCビューア機能が含まれています。

ハードウェア固有のMacOSXServerインストール手順
サーバソフトウェアをXserve システムにインストールする場合、コンピュータの起動手順は
Xserve ハードウェアの種類によって異なります。必要に応じて、お使いの Xserve に付属の
「Xserveユーザーズガイド」または「クイックスタート」を参照して、起動手順を確認してくだ
さい。

必要な情報を収集する
「Mac OS X Server 詳細ワークシート」を使って、インストールするサーバごとに必要な情報を
記録してください。ここでは、「Mac OS X Server 詳細ワークシート」の項目について、補足説
明を行います。「Mac OS X Server 詳細ワークシート」は、197ページの付録にあります。
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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って、別のコンピュータにMacOSXServer をインストールして設定
し、管理することができます。管理用コンピュータとは、MacOSXv10.5Leopard または
MacOSXServerLeopardがインストールされ、リモートサーバの管理に使用するコンピュータ
のことです。

MacOSXServerのインストールと設定が完了し、ディスプレイとキーボードが取り付けられて
いれば、そのコンピュータを管理用コンピュータとして使用できます。MacOSXコンピュータ
を管理用コンピュータにするには、追加ソフトウェアをインストールする必要があります。

重要：MacOSXServerv10.4Tiger 以前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。 

MacOSX コンピュータから行うMacOSXServerのリモート管理を有効にするには：
1


MacOSXコンピュータにMacOSXv10.5Leopard がインストールされていることを確認し
ます。

2 コンピュータのRAMが1GB以上で、未使用のディスク領域が1GB以上であることを確認します。

3



AdministrationToolsCDを挿入します。

4 「インストーラ」フォルダを開きます。

5



ServerAdministrationSoftware.mpkgを開いてインストーラを起動し、画面に表示される指示に
従います。

サーバ・インストール・ディスクについて
MacOSXServer インストールディスクを使ってサーバソフトウェアをインストールできます。
このインストールディスクには、MacOSXServer のインストールに必要なすべてのものが入っ
ています。「OtherInstalls」フォルダには、MacOSX コンピュータをMacOSXServerにアッ
プグレードするためのインストーラや、サーバ管理ソフトウェア、「ディレクトリ」アプリケー

ション、「Podcastキャプチャ」アプリケーション、X11 ソフトウェア、およびXcode 開発ツー
ルを個別にインストールするためのインストーラが入っています。 

MacOSXServerには、インストールディスクのほかにAdministrationToolsCDが用意されて
います。このディスクを使って、管理用コンピュータを設定します。このディスクにも、「ディレ

クトリ」アプリケーション、「Podcastキャプチャ」アプリケーション、および「QTSSPublisher」
アプリケーションのインストーラが入っています。このディスクには、上級管理者用の
「PackageMaker」と「PropertyListEditor」のインストーラが入っています。
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ネットワークサービスを設定する
インストールする前に、以下のネットワークサービスを設定するか、設定してもらう必要があり

ます：

Â


DNS： DNSシステムの各サーバのIPアドレスに、完全修飾ドメイン名が設定されている必要が
あります。DNS ゾーンの名前とアドレスの組み合わせごとに、逆引き参照レコードが必要で
す。逆引き参照対応のDNS システムの動作が不安定な場合は、サービスの障害や予期しない
動作が発生する場合があります。

Â


DHCP： サーバに動的なIPアドレスを割り当てることは避けてください。サーバがDHCPから
IPアドレスを受け取る場合は、DHCP サーバに静的なマッピングを設定し、サーバが常に同じ
IPアドレス（Ethernetアドレス）を受け取るようにします。

Â ファイアウォールまたはルーティング： サーバ上ではファイアウォールを実行しますが、サブ
ネットルーターではネットワークトラフィックを制限できます。各サーバのIP アドレスが、送
受信するトラフィックおよび実行するサービスで使用できることを確認してください。

インストール中にディレクトリに接続する
サーバをOpenDirectoryのマスターとして使用したい場合は、サーバをインストールして初期
設定する前に、サーバからセキュリティ保護されたネットワークへのEthernet接続が有効になっ
ていることを確認してください。

サーバソフトウェアをネットワークに接続されたコンピュータにイ
ンストールする
サーバのインストールディスクからコンピュータを起動すると、SSHが起動してリモートインス
トールを実行できる状態になります。

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 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、サーバコンピュータのサブネットには信頼

できるユーザだけがアクセスできるように、ネットワークトポロジーを設計してください。

インストール時の起動について
起動ボリュームにはインストールできないので、いくつかの別の方法で起動する必要があります：

Â 光学式メディア、DVD
Â 代替ボリューム（ハードディスクの第2パーティションまたは外付け FireWireディスク）
Â


NetBoot

インストールは、コンピュータを起動したディスクまたはイメージから行う必要があります。イ

ンストーラから別の共有ポイントをマウントすることはできません。新規インストールの場合は、

起動したシステムパーティションで現在有効になっているファイルのいくつかが使用されます。
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起動する前に
既存のサーバをアップグレードするのではなく、新規インストールを実行する場合は、サーバソ

フトウェアをインストールするディスクまたはパーティション上のユーザデータのバックアッ

プを作成してください。

既存のサーバをアップグレードする場合は、詳細構成を自動的に設定するときに、意図していな

い保存済み設定データが検出されて使用されることがないようにしてください。「サーバアシス

タント」は、マウントしたすべてのディスクおよびサーバがアクセスするように構成されている

すべてのディレクトリから、保存済みの設定データを自動的に検索します。保存済みの設定デー

タが見つかると、サーバの既存の設定は上書きされます。

サーバの自動設定について詳しくは、117ページの「サーバの自動設定を使用する」を参照して
ください。

インストールDVDにリモートアクセスする
インストールDVD を起動ディスクとして使用する場合は、リモートアクセスのためのいくつか
のサービスがDVDに用意されています。DVD から起動すると、SSH とVNCが使用できる状態
になります。VNCのVNCビューアを「AppleRemoteDesktop」のように使って、リモートコ
ンピュータのキーボード、マウス、およびモニタを使用するような感覚でユーザインターフェイ

スを表示することができます。キーボードとマウスを使ってそのコンピュータで実行できるすべ

ての操作は、リモートおよびローカルでも実行できます。ただし、ハードリセット、その他の

ハードウェアの操作、または起動中にキーを押すことはできません。

SSHの管理者権限を使えば、コマンドラインからコンピュータにアクセスできます。

VNC を使ってコンピュータにアクセスするには：
1


MacOSXServerv10.5以降のインストールDVDから、インストール先のコンピュータを起動し
ます。使用する手順は、インストール先のサーバのハードウェアによって異なります。

起動ディスクのオプションについて詳しくは、81ページの「インストール時の起動について」を
参照してください。

2



VNCビューアソフトウェアを使用して、インストール先のサーバへの接続を開きます。

3 インストール先のサーバを見つけます。

VNCビューアから接続できるサーバのリストにインストール先のサーバがある場合は、リストか
らそのサーバを選択します。ない場合は、IP アドレスを IPv4 形式（000.000.000.000）で入力
します。

IP アドレスが分からない場合、そのリモートサーバがローカルサブネット上に存在するときは、 

sa_srchr コマンドを使って、サーバソフトウェアをインストールできるローカルサブネット上

のコンピュータを確認できます。MacOSXServer ツールがインストールされている既存のコン
ピュータから、次のように入力します： 

/System/Library/Serversetup/sa_srchr 224.0.0.1
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ローカルサブネット上のサーバのうち、インストールディスクから起動したサーバの IP アドレ
スとEthernetID（およびその他の情報）が返されます。

4 パスワードの入力を要求されたら、サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号のうち、最初の8 桁
を入力します。

サーバのシリアル番号は、サーバのラベルにあります。

内蔵ハードウェアシリアル番号のない古いコンピュータにインストールしている場合は、 
12345678をパスワードに使用します。

「AppleRemoteDesktop」をVNCビューアとして使用している場合は、このパスワードを入力
します。ただし、ユーザ名は指定しないでください。

SSHを使ってコンピュータにアクセスするには： 
1


MacOSXServerv10.5以降のインストールDVDから、インストール先のコンピュータを起動し
ます。

使用する手順は、インストール先のサーバのハードウェアによって異なります。

起動ディスクのオプションについて詳しくは、81ページの「インストール時の起動について」を
参照してください。

2 「ターミナル」を使用して、インストール先のサーバへのSSH（SecureShell）接続を開きます。

ユーザ名はroot、パスワードはサーバの内蔵ハードウェアシリアル番号の最初の8桁です。

サーバのシリアル番号は、サーバのラベルにあります。内蔵ハードウェアシリアル番号のない古

いコンピュータにインストールしている場合は、12345678をパスワードに使用します。

IP アドレスが分からない場合、そのリモートサーバがローカルサブネット上に存在するときは、 

sa_srchr コマンドを使って、サーバソフトウェアをインストールできるローカルサブネット上

のコンピュータを確認できます。MacOSXServer ツールがインストールされている既存のコン
ピュータから、次のように入力します： 

/System/Library/Serversetup/sa_srchr 224.0.0.1

ローカルサブネット上のサーバのうち、インストールディスクから起動したサーバの IP アドレ
スとEthernetID（およびその他の情報）が返されます。
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インストールDVDから起動する
サーバに物理的にアクセスでき、光学式ドライブが装備されている場合は、これが最も簡単な起

動方法になります。

DVDドライブが内蔵されたXserveにインストールする場合は、インストールDVDからサーバ
を起動します。システムディスクから起動する手順については、「Xserveユーザーズガイド」の
手順に従ってください。

インストール先のサーバにDVD ドライブが内蔵されていない場合は、外付けFireWireDVD ド
ライブを使用できます。DVDドライブが取り付けられていないXserveシステムにサーバソフト
ウェアをインストールする方法として、そのドライブモジュールをDVD ドライブが取り付けら
れている別のXserveシステムに移動する方法も利用できます。

インストールディスクを使ってコンピュータを起動するには：
1 コンピュータの電源を入れ、MacOSXServerインストールディスクをDVD ドライブに挿入し
ます。

2 内蔵DVD ドライブを使用する場合は、Cキーを押したまま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。

または、Option キーを押したままインストールディスクのアイコンを選択してから、右矢印を
クリックする方法で、コンピュータを再起動することもできます。

外付けDVDドライブから起動する場合は、この方法を使用する必要があります。

3



Xserveにインストールする場合は、 DVDから起動する手順はここでの手順と異なる場合があり
ます。詳しくは、Xserve に付属の「ユーザーズガイド」または「クイックスタート」を参照し
てください。

4 コンピュータが再起動したら、インストール中に使用する言語を選択し、矢印ボタンをクリック

します。

インストーラが実行されます。

代替パーティションから起動する
1つのサーバにインストールする場合は、代替パーティションから起動する方法は、インストー
ルDVD を使用する方法よりも準備に時間がかかることがあります。イメージを作成してスキャ
ンし、そのイメージを起動パーティションに復元するために必要な時間が、DVD から一度にイ
ンストールする時間を超えてしまう場合があります。ただし、定期的に再インストールする場合

や、さまざまなコンピュータにインストールするために外付け Firewire ドライブによるインス
トールを行う場合、その他の何らかの方法で大量配布する必要がある場合（DVD ドライブが取
り付けられていないXserveクラスタなど）には、この方法を利用すると非常に効率的です。

インストーラアプリケーション
または

「ターミナル」アプリケーションの
installerツール
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この方法は、物理的なアクセスが簡単にできないコンピュータにインストールする場合に適して

います。十分な準備をすれば、適切なライセンスコピーを持つMacOSXServer に大量展開し
やすいように変更することもできます。

この方法を使用するには、コンピュータ上に何らかのインストールがすでに存在している必要が

あります。これは、MacOSXServer の何らかのインフラストラクチャがすでに存在する環境の
ために設計されているためです。サーバをはじめてインストールする場合には、この方法は推奨

されていません。代替パーティションから起動する手順は、主に以下の4 つの手順で構成され
ます。

手順 1：インストール先コンピュータ上のディスクとパーティションを準備する
作業を始めるには、インストール先コンピュータに2つ以上のパーティションを準備しておく必
要があります。一方のパーティションは初期および最終的な起動パーティション、もう一方の

パーティションは一時的なインストーラパーティションになります。複数のパーティションで構

成される1つのディスクを使用するか、または複数のディスクを使用します。「ディスクユーティ
リティ」を使って、ディスクを準備してください。

ハードディスクを準備してパーティションを作成する方法について詳しくは、「ディスクユー

ティリティヘルプ」を参照してください。

手順 2：インストールDVDを復元するためのイメージを作成する
この手順は、インストール先コンピュータで行う必要はありません。管理用コンピュータで行っ

てもかまいませんが、インストールDVD全体のイメージを作成するための空き領域が必要です。

インストールDVDのイメージを作成するには： 
1 インストールDVDを挿入します。

2 「ディスクユーティリティ」を起動します。

3 光学式ドライブのアイコンの下にある第1セッションのアイコンを選択します。

ウインドウの左側の装置リストにあります。

4 ＜装置＞から「ファイル」＞「新規」＞「ディスクイメージ」と選択します。

5 イメージに名前を付けて、イメージタイプとして「読み出し専用」、「読み出し／書き込み」、ま

たは「圧縮」を選択してから、「保存」をクリックします。

6 イメージが完了したら、左側のリストからそのイメージを選択します。

7 メニューで、「イメージ」＞「復元するイメージをスキャン」と選択します。

8 管理者としてログインします。必要に応じてパスワードを入力します。

インストーラディスクのイメージを代替パーティションに復元できる状態になりました。

∏ ヒント：  コマンドラインを使いたい場合は、 hdiutilを使ってディスクイメージを作成し、 

asrを使って復元するイメージをスキャンします。すべてのコマンドはスーパーユーザまたは

ルート権限で実行する必要があります。
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たとえば、このコマンドを実行すると、disk1s1 の装置から「Installer.dmg」ディスクイメージ
が作成されます： 

hdiutil create -srcdevice disk1s1 Installer.dmg

このコマンドを実行すると、「Installer.dmg」イメージがスキャンされ、復元が準備されます： 

asr imagescan --source Installer.dmg

手順 3：イメージを代替パーティションに復元する
コンピュータ内部のパーティションまたは外付けハードディスクにディスクイメージを復元で

きます。完了すると、復元された新しいパーティションがインストールDVDと同様に機能しま
す。代替パーティションのサイズがディスクイメージと同等以上のサイズになっていることを確

認してください。

ディスクイメージをパーティションに復元すると、そのパーティション上にすでに存在している

すべてのデータが消去されます。

イメージを復元するには：
1 復元先コンピュータを起動します。

2 消去するパーティションにイメージが存在しないことを確認します。

3 「ディスクユーティリティ」を起動します。

4 ウインドウの左側にある装置リストで、インストーラDVD イメージを選択します。

5 「復元」をクリックします。

6 ウインドウの左側から「ソース」フィールドにインストーライメージをドラッグします。

7 ウインドウの左側にある装置リストから「復元先」フィールドに代替パーティションをドラッグ

します。

8 「復元先を消去」を選択します。

9 「復元」をクリックします。

コマンドラインを使いたい場合は、asrツールを使ってパーティションにイメージを復元します。
asr ツールを使用するには、スーパーユーザまたはルート権限を使用する必要があります。基本
構文は次の通りです： 

sudo asr restore -s <compressedimage> -t <targetvol> --erase

たとえば、「Installer.dmg」と名前のイメージを「ExtraHD」パーティションに復元するときは、
次のように入力します： 

asr restore -s Installer.dmg -t ExtraHD --erase



asrおよびその機能について詳しくは、ツールのマニュアルページ（manで表示）を参照してく
ださい。
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∏ ヒント：asrを使って、ネットワーク経由でディスクを復元することもできます。この場合、
ディスクがブロックに分割されて、それらがクライアントコンピュータにマルチキャストされ

ます。asrのマルチキャストサーバ機能を使用すれば、マルチキャストパケットを受け取ること
ができるすべてのコンピュータ上のパーティションに、インストーライメージのコピーを配布

できます。この動作を正しく構成するには、ツールのマニュアルページ（manで表示）の情報
が必要です。

asrツールでは、httpまたはhttpsURLを復元元として使用して、HTTP サーバからそのイメー
ジを取得することもできます。このため、復元先コンピュータにイメージが存在している必要は

ありません。

手順 4：代替パーティションを起動ディスクとして選択する
復元したパーティションは、サーバの起動およびインストーラディスクになります。これ以降は、

そのパーティションからコンピュータを起動する必要があります。このコンピュータが起動して

動作中になると、DVD からコンピュータを起動した場合と同様に、そのパーティションが
MacOSXServerインストーラになります。

インストールディスクを使ってコンピュータを起動するには：
1


Option キーを押したままコンピュータの電源を入れます。

2 インストールパーティションのアイコンを選択してから、右矢印をクリックします。

外付けDVDドライブから起動する場合は、この方法を使用する必要があります。

Xserveにインストールする場合は、 DVDから起動する手順はここでの手順と異なる場合があり
ます。詳しくは、Xserveに付属の「Xserve ユーザーズガイド」または「クイックスタート」を
参照してください。

3 コンピュータが再起動したら、インストール中に使用する言語を選択し、矢印ボタンをクリック

します。

インストーラが実行されます。

コマンドラインを使って実行したい場合は、 systemsetup ツールを使って起動ボリュームを設

定できます。v10.4 以降のバージョンのMacOSXServerでは、systemsetup ツールは「/usr/
sbin/systemsetup」にあります。

現在この手順でMacOSXクライアントを使用している場合は、「/システム/ライブラリ/
CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Support/systemsetup」にあり
ます。

-liststartupdisks および -setstartupdisk コマンドオプションを使って、復元した新しいインス
トーラボリュームを検索し、これを起動ディスクとして選択する必要があります。 systemsetup
と一緒に実行するすべてのコマンドは、スーパーユーザまたはルート権限で実行する必要があり

ます。

起動ディスクを選択するコマンドの例です： 

systemsetup -setstartupdisk “/Volumes/Mac OS X Server Install Disk”

次に、 shutdown -rコマンドを実行して再起動します。
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systemsetupについて詳しくは、「コマンドライン管理（Command-LineAdministration）」お
よびこのツールのマニュアルページ（manで表示）を参照してください。

NetBoot環境から起動する
NetBootインフラストラクチャがすでに存在する場合は、これがインストールと展開を大量に行
うための最も簡単な方法になります。この方法は、下図に示すような光学式ドライブまたは既存

のシステムソフトウェアがないクラスタで使用できます：

また、大量のサーバを移動するときに、それらを効率的な方法で展開する必要がある場合にも使

用できます。

ここでは、NetBootインフラストラクチャが必要な場合に、それらを作成する方法については説
明しません。ネットワーク、サーバ、およびクライアントコンピュータの NetBoot および
NetInstallオプションを設定したい場合は、「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」を参照してください。

ここでは、MacOSXServer インストールディスクからNetInstallイメージを作成し、そこから
サーバを起動する方法について説明します。ハードディスクの準備は必要ありません。

手順 1：インストールDVDからNetInstallイメージを作成する
この手順は、インストール先コンピュータで実行する必要はありません。管理用コンピュータで

行う場合には、インストールDVD全体のイメージを作成するための空き領域が必要です。
1 「/ アプリケーション/ サーバ/」にある「システムイメージユーティリティ」を起動します。

2 左側でインストールDVDを選択し、右側でNetInstallイメージを選択します。

3 「続ける」をクリックします。

4 イメージの名前と説明を入力します。

この情報は、クライアントで起動ディスクとして選択されたときに表示されます。

5 「作成」をクリックしてから、ディスクイメージの保存先を選択します。

インストール先サーバ

インストール先
サーバを NetBoot

Mac OS X
Server

サーバの
インストールを開始

管理用
コンピュータ

インストール先
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完了すると、既存のNetBoot サーバからこのイメージを使って、インストール先サーバを起動
することができます。

カスタマイズオプションなど、NetInstallイメージと「システムイメージユーティリティ」につ
いて詳しくは、「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」を参照してくだ
さい。

手順 2：NetBootサーバからコンピュータを起動する
この作業は、環境に応じて4つの方法で実行できます。
Â インストール先コンピュータの画面で、「システム環境設定」の「起動ディスク」パネルから
NetInstallディスクを選択します。

Â「n」キーを押したままコンピュータを再起動します。
最初に応答したNetBoot サーバによって、デフォルトイメージを使ってコンピュータが起動
されます。

Â



Option キーを押したままコンピュータを再起動します。

使用可能な起動ディスクがコンピュータに表示されます。コンピュータ上のローカルディスク

と、NetBoot およびNetInstallサーバ上のリモートディスクが表示されます。ディスクを選択
して、起動を続行します。

Â ローカルまたはリモートからコマンドラインを使って、コンピュータを起動するNetBootサー
バを指定します：
sudobless--netboot--serverbsdp://server.example.com



MacOSXServerのインストールに必要なディスクを準備する
MacOSXServerの新規インストールを実行する前に、サーバコンピュータのハードディスクを
複数のボリュームに分割したり、RAID セットを作成したり、インストール先のディスクまたは
パーティションを消去することができます。

MacOSXServerv10.5 以降のインストールディスクを使用する場合は、「AppleRemote
Desktop」などのVNC ビューアソフトウェアを使用して、ネットワークに接続された別のコン
ピュータからこれらのタスクを実行してから、新規インストールを開始することができます。

ファイルシステムを選択する
ハードディスクなどの記憶装置上のコンピュータファイルおよびそれらに含まれるデータは、

ファイルシステムに基づいて保管および整理されます。MacOSXServerは、ハードディスクに
保管するファイルシステムをいくつかサポートしています。各ファイルシステムには、それぞれ

長所があります。どのシステムが組織の要件に適しているかを判断する必要があります。

警告：既存の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

ディスクまたはパーティションにコピーして保管してください。
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詳しくは、以下を参照してください：

developer.apple.com/technotes/tn/tn1150.html

以下のファイルシステムを使用できます：

MacOS拡張（ジャーナリング）またはHFS+J
HFS+J ボリュームは、MacOSXServerのデフォルト・ファイル・システムです。

HFS+J ボリュームには、ボリュームが安全な方法でマウント解除されなかったときに（停電やク
ラッシュなどに）、それらのマウント時にすばやく回復できるように、オプションのジャーナル

が用意されています。ジャーナルを利用すれば、すべてのボリューム構造をスキャンしなくても、

それらの一貫性を短時間で簡単に復元することができます。

ジャーナルは、ボリューム構造とメタデータのためだけに使用されます。フォークの内容は保護

されません。つまり、基になるディスク構造の整合性は保護されますが、書き込み障害または破

壊的な停電によって破損したデータは保護されません。

HFS+J について詳しくは、アップルのデベロッパ製品ドキュメントを参照してください：

developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPFileSystem/Articles/
Comparisons.html



MacOS拡張（ジャーナリング、大文字／小文字を区別）またはHFSX
HFSXは、HFSPlusの拡張で、ボリューム上でファイル名とディレクトリ名の大文字／小文字を
区別できます。名前の大文字／小文字が区別されるので、大文字／小文字だけが異なるだけの2
つのオブジェクトを、同じディレクトリ上に同時に保管しておくことができます。たとえば、同

じディレクトリ上で、Bob、BOB、およびbobを一意の名前のファイルとして保管できます。

大文字／小文字が区別されるボリュームは、起動ボリューム形式として使用できます。MacOSX
ServerのHFSXファイルシステムでは、ボリュームを消去して初期インストールを準備するとき
に、それらを区別して選択する必要があります。HFSX形式は、ローカルインストールの「消去
してからインストール」オプションで選択できます。HFSX 形式は、リモート制御インストール
では選択できません。NFSを使用する場合は、大文字／小文字が区別されるHFSXを使用するこ
とをお勧めします。

HFSXボリュームの大文字／小文字の区別は、任意に設定できます。大文字／小文字を区別する
設定（または区別しない設定）は、ボリューム全体に適用されます。つまり、ボリューム上のす

べてのファイルとディレクトリに適用されます。HFSXボリュームで大文字／小文字を区別する
かどうかを決定するには、カタログファイルのB ツリーヘッダの「keyCompareType」フィール
ドを使用します。「kHFSBinaryCompare」の値を設定すると、ボリュームの大文字／小文字が区
別されます。「kHFSCaseFolding」の値を設定すると、ボリュームの大文字／小文字が区別され
ません。

http://developer.apple.com/technotes/tn/tn1150.html
http://developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPFileSystem/Articles/Comparisons.html
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参考：HFSX ボリュームの大文字／小文字が区別されることを前提としないでください。大文
字／小文字が区別されるかどうかを判断するときは、常に「keyCompareType」を使ってくださ
い。また、他社製のソフトウェアソリューションについても、大文字／小文字が区別されて動作

することを前提としないでください。

重要：名前の大文字／小文字を区別する場合は、Unicode で無視される文字の区別が無視されま
せん。つまり、1つのディレクトリに含まれるいくつかの名前が、Unicodeの比較規則では同等
と見なされる名前であったとしても、大文字／小文字が区別されるHFSX ボリュームではそれら
は異なる名前と見なされる場合があります。

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。パーティ
ションに分割すると、そのディスク上の以前の内容は消去されます。

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。

ディスクを消去すると、そのディスクに 1 つのボリュームパーティションが割り当てられ、その
ボリュームが消去されます。

ハードディスク、またはパーティションに分割したハードディスク上のボリュームは、サーバソ

フトウェアに割り当てるようにしてください。ソフトウェア、共有ポイント、Web サイトなど
を追加するときは、ほかのディスクまたはボリュームを使用してください。このようにすると、

ほかのソフトウェアやユーザデータに影響を与えずに、サーバソフトウェアをアップグレードま

たは再インストールすることができます。ソフトウェアまたはデータをシステムボリュームに追

加する必要がある場合は、別のドライブへのミラーリングを検討してください。

∏ ヒント：インストール先ディスクに予備の空いているパーティションを1つまたは2つ用意する
ことで、インストールと展開の柔軟性を向上させることができます。たとえば、空いている領

域を使って、上書きアップデートを実行する前に現在のインストールを一時的にミラーリング

したり、高速のインストーラディスクにしたりできます。

「ディスクユーティリティ」を使ってディスクをパーティションに分割する
インストーラを使って「ディスクユーティリティ」アプリケーションを開いてから、「ディスク

ユーティリティ」を使ってインストール先ボリュームまたは別のボリュームを消去できます。
MacOS 拡張形式、MacOS 拡張（ジャーナリング）形式、MacOS 拡張（大文字／小文字を区
別）形式、およびMacOS拡張（ジャーナリング、大文字／小文字を区別）形式を使って、イン
ストール先ボリュームを消去できます。アクティブな起動ディスクをパーティションに分割した

り、アクティブな起動ボリュームを消去することはできません。

1 「ディスクユーティリティ」を起動します。

インストーラを使用している場合は、「ユーティリティ」メニューから「ディスクユーティリティ」

を選択できます。
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そうでない場合は、「/アプリケーション/ユーティリティ/ディスクユーティリティ」からこの
アプリケーションを起動します。

2 パーティションに分割するディスクを選択します。

現在の起動ディスクは選択できません。ディスク上のボリュームを選択してそのボリュームを消

去することはできますが、別のパーティション方式を作成することはできません。

3 「パーティションを作成」をクリックします。

4 パーティション方式を選択し、ウインドウにの指示に従って必要なすべてのパラメータを設定し

ます。

5 「適用」をクリックします。

ハードディスクを複数のボリュームに分割したり、RAID セットを作成したり、インストール先
のディスクまたはパーティションを消去する手順については、「ディスクユーティリティヘルプ」

を参照してください。「ディスクユーティリティヘルプ」を表示するには、MacOSXv10.5がイ
ンストールされている別のMacintoshコンピュータで「ディスクユーティリティ」を開き、「ヘ
ルプ」＞「ディスクユーティリティヘルプ」と選択します。

コマンドラインを使ってディスクをパーティションに分割する
diskutil コマンドラインツールを使って、ハードディスクをパーティションに分割して消去でき
ます。この方法を使用するときは通常、リモートシェル（SSH）で新しく起動したコンピュータ
にログインします。ディスクをパーティションに分割するツールはdiskutilです。

「ディスクユーティリティ」を使用する場合と同様に、MacOS拡張形式、MacOS拡張（ジャー
ナリング）形式、MacOS拡張（大文字／小文字を区別）形式、およびMacOS拡張（ジャーナ
リング、大文字／小文字を区別）形式を使って、インストール先ボリュームを消去できます。

Â アクティブな起動ディスクをパーティションに分割したり、アクティブな起動ボリュームを消

去することはできません。

Â


diskutil を使ったすべての操作は、ディスクを破壊する可能性があるので、スーパーユーザま
たはルート権限で実行する必要があります。

diskutil およびこのコマンドのその他の使用方法について詳しくは、「コマンドライン管理
（Command-Line Administration）」を参照してください。 diskutil のコマンド構文について
詳しくは、ツールのマニュアルページ（man で表示）を参照してください。

実行するコマンドは、必要とするディスク形式および使用するハードウェアによって異なりま

す。目的に合ったコマンドライン引数を使用するようにしてください。

次のコマンド例では、PowerPC プロセッサ搭載 Macintosh コンピュータを起動できるように、
コンピュータの 120GB のハードディスクを 2 つの60GB ジャーナリングHFS+ ボリューム
（「BootDisk」と「DataStore」）に均等に分割します。

基本構文は次の通りです： 

diskutil partitionDisk device numberOfPartitions APMFormat <part1Format 

part1Name part1Size> <part2Format part2Name part2Size>



第5章    インストールと展開 93



コマンドは次のように入力します： 

diskutil partitionDisk disk0 2 APMFormat JournaledHFS+ BootDisk 50% 

JournaledHFS+ DataStore 50%



RAIDセットを作成する
複数のハードディスクドライブが内蔵されているコンピュータにMacOSXServer をインス
トールする場合は、RAID（RedundantArrayofIndependentDisks）セットを作成することに
よって、保存性能を最適化し、パフォーマンスを向上し、ディスク障害時の信頼性を向上させる

ことができます。

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セットは、「ディスクユーティリティ」を使って設定できます。「ディスクユーティリティ」
では、2種類のRAIDセットを利用でき、さらに1つのディスクオプションを追加で利用できます：
Â ストライプ化されたRAIDセット（RAID0）では、セット内の複数のディスクにファイルが分
割されます。ストライプ化されたRAIDセットでは、セット内のすべてのディスクに対して同
時に読み書きを行うことができるので、ソフトウェアのパフォーマンスが向上します。デジタ

ルビデオなどの大きなファイルを操作する場合には、ストライプ化されたRAIDセットを使用
することをお勧めします。

Â ミラーリングされたRAIDセット（RAID1）では、セット内の複数のディスクにファイルが複
製されます。ファイルのコピーが2つ以上保管されるので、バックアップが常に存在すること
になります。セット内のあるディスクに障害が発生した場合でも、データの可用性を維持でき

ます。ファイルやアプリケーションを共有してそれらに頻繁にアクセスする必要がある場合に

は、ミラーリングをお勧めします。

パーティションに分割していないディスクにMacOSXServerをインストールした場合でも、
インストール後にRAIDミラーリングを設定することができます。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。

Â 連結されたディスクセットでは、複数のディスクを1つのボリュームとして使用できます。こ
れは真のRAIDセットではなく、冗長性やパフォーマンスの向上にはつながりません。

異なるRAIDセットを組み合わせれば、それらの利点が結合されます。たとえば、ストライプ化
されたRAIDセットの高速ディスクアクセスと、ミラーリングされたRAIDセットのデータ保護
を組み合わせて、1つのRAIDセットを作成できます。これを行うには、最初の2つのRAIDセッ
トをディスクとして使用して、一方のタイプの 2 つのRAIDセットを作成してからもう一方のタ
イプのRAIDセットを作成します。 

RAIDセットを組み合わせるときは、それらのすべてのセットがMacOSXv10.4以降の「ディス
クユーティリティ」または diskutilを使って作成されている必要があります。

ディスク上で使用するパーティション方式は、1 つのRAID セット内で混在させることはできま
せん（PPC プラットフォームはAPMFormat、IntelプラットフォームはGPTFormat）。
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MacPro デスクトップコンピュータとIntel プロセッサ搭載Xserve は、ソフトウェアRAID ボ
リュームから起動できます。一部のIntelプロセッサ搭載Macでは、ソフトウェアRAIDボリュー
ムからの起動に対応していません。これらのIntelプロセッサ搭載MacをソフトウェアRAID ボ
リュームから起動しようとすると、起動時に疑問符が点滅します。

以下のコンピュータは、ソフトウェアRAIDボリュームからの起動に対応していません：
Â


iMac（2006年初期）

Â


Macmini（2006年初期）

PPC プロセッサ搭載Macは、ソフトウェアRAID ボリュームからの起動に対応していません。

より高度なRAID サポートが必要な場合は、ハードウェアRAID を検討してください。専用の
RAIDハードウェアを使って、5テラバイトのデータを保存できます。

「ディスクユーティリティ」を使ってRAID セットを作成する
インストーラを使って「ディスクユーティリティ」アプリケーションを開いてから、「ディスク

ユーティリティ」を使って使用可能なディスクからRAID セットを作成できます。セットを作成
する前にディスクを消去する必要はありません。RAID セットを作成することで、それらのディ
スクの以前の内容が消去されます。

RAIDセットのボリュームには、MacOS 拡張形式、MacOS拡張（ジャーナリング）形式、Mac
OS拡張（大文字／小文字を区別）形式、およびMacOS 拡張（ジャーナリング、大文字／小文
字を区別）形式、およびMS-DOSFAT形式を使用できます。ボリューム形式について詳しくは、
89ページの「MacOSXServer のインストールに必要なディスクを準備する」を参照してくだ
さい。

アクティブな起動ディスクからRAIDセットを作成することはできません。
1 「ディスクユーティリティ」を起動します。

インストーラを使用している場合は、「ユーティリティ」メニューから「ディスクユーティリティ」

を起動できます。そうでない場合は、「/アプリケーション/ユーティリティ/ディスクユーティ
リティ」からアプリケーションを起動します。

2



RAIDセットにするディスクを選択します。

現在の起動ディスクは選択できません。

RAID セットを作成したりディスクを追加したりするときは、そのディスクのパーティションで
はなく、ディスク全体を指定することをお勧めします。

3 「RAID」をクリックします。

4



RAIDセットのタイプを選択します。

5 ディスクをウインドウにドラッグします。

6 ウインドウの指示に従って、必要なすべてのパラメータを設定します。

7 「作成」をクリックします。
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ハードディスクを複数のボリュームに分割したり、RAID セットを作成したり、インストール先
のディスクまたはパーティションを消去する手順については、「ディスクユーティリティヘルプ」

を参照してください。「ディスクユーティリティヘルプ」を表示するには、MacOSXv10.5がイ
ンストールされている別のMacintoshコンピュータで「ディスクユーティリティ」を開き、「ヘ
ルプ」＞「ディスクユーティリティヘルプ」と選択します。

コマンドラインを使ってRAIDセットを作成する
diskutilコマンドラインツールを使って、RAIDセットを作成できます。この方法を使用するとき
は通常、リモートシェル（SSH）で新しく起動したコンピュータにログインします。RAID セッ
トを作成するツールはdiskutil です。

「ディスクユーティリティ」を使用する場合と同様に、 diskutil を使って、MacOS 拡張形式、
MacOS 拡張（ジャーナリング）形式、MacOS 拡張（大文字／小文字を区別）形式、MacOS
拡張（ジャーナリング、大文字／小文字を区別）形式、またはMS-DOSFAT形式のRAID ボリュー
ムを作成できます。ただし、以下の点に注意してください：

Â アクティブな起動ディスクからRAIDを作成することはできません。
Â


RAID セットを作成したりディスクを追加したりするときは、そのディスクのパーティション
ではなく、ディスク全体を指定してください。

Â


diskutil を使ったすべての操作は、ディスクを破壊する可能性があるので、スーパーユーザま
たはルート権限で実行する必要があります。

diskutil およびその他の使用方法について詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」を参照してください。 diskutil のコマンド構文について詳しくは、ツールのマ
ニュアルページ（manで表示）を参照してください。

実行するコマンドは、必要とするRAIDによって異なります。目的に合ったコマンドライン引数
を使用してください。次のコマンド例では、コンピュータに取り付けられている最初の 2 つの
ディスク（disk0とdisk1）から、1つのミラーリングされたRAIDセット（RAID1）を作成しま
す。その結果、MirrorDataという名前のRAIDボリュームが作成されます。

基本構文は次の通りです： 

diskutil createRAID mirror setName format device device ...

コマンドは次のように入力します： 

diskutil createRAID mirror MirrorData JournaledHFS+ disk0 disk1

ディスクまたはパーティションを消去する
使用するツールとコンピュータ環境に応じて、いくつかのディスク消去オプションが用意されて

います：

Â インストーラを使ってディスクを消去する： MacOSXServerインストーラを使用していると
きに、ディスクまたはパーティションを消去できます。インストーラでインストール先のボ

リュームを選択するときに、MacOS拡張（ジャーナリング）形式を使ってインストール先の
ディスクまたはパーティションをインストール時に消去するオプションを選択することもで

きます。この形式は、MacOSXServer起動ボリュームに最適です。
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Â「ディスクユーティリティ」を使ってディスクを消去する： インストーラを使って「ディスク
ユーティリティ」アプリケーションを開いてから、このアプリケーションを使ってインストー

ル先のボリュームまたは別のボリュームを消去することもできます。インストール先のボ

リュームは、MacOS拡張形式または MacOS 拡張（ジャーナリング）形式を使って消去でき
ます。ほかのボリュームは、MacOS拡張（大文字／小文字を区別）形式またはMacOS拡張
（ジャーナリング、大文字／小文字を区別）形式のいずれかを使用して消去できます。
MacOSXServerインストーラを使用しているときに、ディスクまたはパーティションを消去
することはできますが、パーティションに分割することはできません。インストーラでインス

トール先のボリュームを選択するときに、MacOS 拡張（ジャーナリング）形式を使ってイン
ストール先のディスクまたはパーティションをインストール時に消去するオプションを選択

することもできます。この形式は、MacOSXServer起動ボリュームに最適です。

ハードディスクを複数のボリュームに分割したり、RAID セットを作成したり、インストール
先のディスクまたはパーティションを消去する手順については、「ディスクユーティリティヘ

ルプ」を参照してください。「ディスクユーティリティヘルプ」を表示するには、MacOSX
v10.5がインストールされている別のMacintosh コンピュータで「ディスクユーティリティ」
を開き、「ヘルプ」＞「ディスクユーティリティヘルプ」と選択します。

Â コマンドラインを使ってディスクを消去する： 最後に、diskutilツールを使って、コマンドラ
インからディスクを消去できます。diskutil を使ってディスクを消去すると、すべてのボリュー
ムパーティションが失われます。ディスク全体を消去するコマンドは次の通りです： 

diskutil eraseDisk format name [OS9Drivers | APMFormat | MBRFormat | 
GPTFormat] device

たとえば、次のように入力します： 

diskutil eraseDisk JournaledHFS+ MacProHD GPTFormat disk0

データを安全に削除するために、ランダムデータを使って何度か上書きすることもできます。

詳しくは、diskutilのマニュアルページ（manで表示）を参照してください。

ディスク上の特定のボリュームを消去するときは、使用するコマンドが少し異なります： 

diskutil eraseVolume format name device

たとえば、次のように入力します： 

diskutil eraseVolume JournaledHFS+ UntitledPartition /Volumes/

OriginalPartition



diskutil およびこのコマンドのその他の使用方法について詳しくは、「コマンドライン管理
（Command-Line Administration）」を参照してください。diskutil のコマンド構文について詳
しくは、ツールのマニュアルページ（manで表示）を参照してください。

MacOSXServerをインストールするときにリモートサーバを識別する
サーバをリモートインストールする場合は、インストール先のサーバについて次の情報を確認す

る必要があります：
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Â インストール先サーバのID： 「サーバアシスタント」を使用する場合は、ローカルサブネット
上のサーバリストでインストール先のサーバを認識する必要があります。インストール先の

サーバが別のサブネット上に存在する場合は、サーバのIPアドレス（IPv4 形式：
000.000.000.000）を入力する必要があります。サーバリストには、IP アドレス、ホスト名、
およびMAC（MediaAccessControl）アドレス（ハードウェア・アドレスまたはEthernet ア
ドレスとも呼ばれます）が表示されます。
VNC ビューアソフトウェアを使用してMacOSXServerv10.5 以降のインストールをリモー
ト制御する場合は、利用可能なVNC サーバのリストからインストール先のサーバを選択でき
ることがあります。VNCビューアソフトを使用しない場合は、サーバのIPアドレスを入力す
る必要があります（IPv4 形式：000.000.000.000）。

インストール先サーバのIPアドレスは、ネットワーク上のDHCPサーバによって割り当てら
れます。DHCPサーバが存在しない場合、対象のサーバは、ローカルサブネット上のサーバの
中で一意の169.xxx.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。

IP アドレスが分からない場合、そのリモートサーバがローカルサブネット上に存在するとき
は、 sa_srchrコマンドを使って、サーバソフトウェアをインストールできるローカルサブネッ

ト上のコンピュータを確認できます。MacOSXServer ツールがインストールされている既存
のコンピュータから、次のように入力します： 

/System/Library/Serversetup/sa_srchr 224.0.0.1

ローカルサブネット上のサーバのうち、インストールディスクから起動したサーバの IP アド
レスとEthernetID（およびその他の情報）が返されます。

Â インストール先サーバのプリセットパスワード： このパスワードには、サーバの内蔵ハード
ウェアシリアル番号のうち、最初の8桁が使用されます。サーバのシリアル番号は、サーバの
ラベルにあります。古いコンピュータには内蔵ハードウェアのシリアル番号がありません。そ

のようなシステムの場合は、12345678を使用します。

サーバソフトウェアを対話的にインストールする
インストールディスクを使用して、ローカルサーバ、リモートサーバ、またはMacOSXがプリ
インストールされているコンピュータに、対話的にサーバソフトウェアをインストールできます。

インストールディスクからローカルサーバにインストールする
ディスプレイ、キーボード、および光学式ドライブが取り付けられているコンピュータには、下

の図に示すようにMacOSXServer を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
または

「ターミナル」アプリケーションの
installerツール
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インストールDVDを使用する場合は、光学式ドライブでDVDディスクを読み出せる必要があり
ます。

ディスプレイ、キーボード、およびインストールディスクを読み出せる光学式ドライブが取り付

けられていないコンピュータに、直接インストールすることもできます。この場合、インストー

ル先のコンピュータをターゲット・ディスク・モードで起動し、FireWireケーブルを使用して管
理用コンピュータに接続します。

管理用コンピュータを使用してサーバソフトウェアをインストール先のコンピュータのディス

クまたはパーティションにインストールします。ディスクまたはパーティションは管理用コン

ピュータ上にディスクアイコンとして表示されます。

これらの手順では、インストールDVD、インストーラパーティション、またはNetInstall ディ
スクを使ってコンピュータを起動していることを前提とします。そうでない場合は、81ページ
の「インストール時の起動について」から始まる手順を参照してください。

サーバソフトウェアをローカルコンピュータにインストールするには：
1 コンピュータの起動後に、サーバで使用する言語を選んで、「続ける」をクリックします。

2 新規インストールを実行している場合は、操作を続ける前に、ここでインストール先のディスク

またはパーティションを準備することもできます。インストーラが開いたときに、「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」を開いてください。

インストールディスクをまだ準備していない場合は、ここで「ディスクユーティリティ」を使っ

て準備できます。インストールディスクの準備について詳しくは、89ページの「MacOSXServer
のインストールに必要なディスクを準備する」を参照してください。

3 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。

4 「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。

新規インストールを行う場合は、「オプション」をクリックして、インストール先のディスクま

たはボリュームをMacOS 拡張（ジャーナリング）形式でフォーマットできます。「消去」を選
択し、ディスクをMacOS拡張（ジャーナリング）形式にフォーマットするオプションを選択し
てから、「OK」をクリックします。

選択したボリュームにMacOSXServerv10.3.9または10.2.8がインストールされている場合に、
アップグレードしたいときは、「オプション」をクリックし、「消去しない」を選択してから、
「OK」をクリックします。

重要：アップグレードを実行するときは、保存済み設定データが意図せずにサーバによって検出
されたり使用されたりしないようにしてください。保存済み設定データが使用されると、サーバ

の設定が保存済み設定と互換性がないために、意図しない結果になる場合があります。詳しくは、
123ページの「保存済み設定データをサーバが検索する方法」を参照してください。

5 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。

インストールが完了すると、コンピュータが再起動し、サーバの初期設定を実行できます。
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FireWireケーブルを使って管理用コンピュータに接続されているターゲット・ディスク・モード
のサーバに、管理用コンピュータを使ってインストールする場合は：

a「サーバアシスタント」が管理用コンピュータで自動的に起動した場合は、「サーバアシスタン
ト」を終了します。

b 管理用コンピュータとサーバをシステム終了します。
c 管理用コンピュータとサーバを通常の方法で（ターゲット・ディスク・モードではなく）起動
します。

これで、管理用コンピュータから「サーバアシスタント」を使用してサーバをリモート設定でき

る状態になります。

107ページの第 6章「サーバの初期設定」では、サーバをローカルまたはリモートで設定する方
法について説明しています。

サーバアシスタントを使ってリモートサーバにインストールする
サーバのインストールDVD、インストールパーティション、または NetInstall ディスクから
MacOSXServerをリモートサーバにインストールするときには、下の図に示すように、インス
トール先のコンピュータへのアクセス権と、「サーバアシスタント」を使ってインストールを管

理する管理用コンピュータへのアクセス権が必要になります。

そのコンピュータが起動した後にも、管理用コンピュータから別のサーバを制御および管理でき

ます（数に制限はありません）。

重要：MacOSXServerv10.4Tiger 以前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。

管理用コンピュータ

サブネット 1

サブネット 2

ようこそ

>installer

>installer
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インストーラのユーザインターフェイスを使用したい場合は、VNCを使ってリモートインストー
ラを表示して操作できます。詳しくは、101ページの「VNC を使ってリモートサーバにインス
トールする」を参照してください。

これらの手順では、インストールDVD、インストーラパーティション、またはNetInstall ディ
スクを使ってコンピュータを正常に起動していることを前提とします。そうでない場合は、
81ページの「インストール時の起動について」から始まる手順を参照してください。

「サーバアシスタント」を使ってリモートサーバにインストールするには：
1 インストール先コンピュータをサーバインストールDVD、インストールパーティション、または

NetInstall ディスクから起動した後に、管理用コンピュータの「/ アプリケーション/ サーバ/」
フォルダにある「サーバアシスタント」を起動します。

「サーバアシスタント」は、ローカルコンピュータの管理者でなくても使用できます。

2 「リモートサーバにソフトウェアをインストールする」を選択します。

3 すべてのインストール先サーバについて、インストール先サーバのリストに追加します。

サーバがローカルサブネット上にある場合は、リストで選択します。そうでない場合は、「追加」

（＋）ボタンをクリックして、IP アドレスをIPv4形式（000.000.000.000）で入力します。

保存済みサーバリストがある場合は、ここで「ファイル」＞「サーバのリストを読み込み」と選

択して読み込みます。

4 パスワードの入力を要求されたら、サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号のうち、最初の8 桁
を入力します。

サーバのシリアル番号は、サーバのラベルにあります。

内蔵ハードウェアシリアル番号のない古いコンピュータにインストールしている場合は、 
12345678をパスワードに使用します。

5 すべてのサーバをリストに追加したら、「ファイル」＞「サーバのリストを保存」と選択して、後

で使用できるように保存します。

6 画面の指示に従って操作を続けます。

7 「ボリューム」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てから、

「続ける」をクリックします。

選択したボリュームにMacOSXServerv10.4.10 または10.3.9 がインストールされている場合
に、アップグレードしたいときは、「消去しない」を選択します。アップグレードしないときは、
消去して、MacOS 拡張（ジャーナリング）にフォーマットするオプションを選択します。「OK」
をクリックします。

警告：アップグレードを実行するときは、保存済み設定データが意図せずにサーバによって検
出されたり使用されたりしないようにしてください。保存済み設定データが使用されると、

サーバの設定が保存済み設定と互換性がないために、意図しない結果になる場合があります。

詳しくは、123ページの「保存済み設定データをサーバが検索する方法」を参照してください。
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8 画面の指示に従って操作を続けます。

インストールを実行しているときに、別の「サーバアシスタント」ウインドウを開いて、ほかの

コンピュータにサーバソフトウェアをインストールできます。その場合は、「ファイル」＞「新

規ウインドウ」と選択してください。

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、サーバの初期設定を実行でき

ます。107ページの第 6章「サーバの初期設定」では、初期設定について説明しています。

VNCを使ってリモートサーバにインストールする
MacOSXServerv10.5 以降のインストールディスクを使用する場合は、オープンソースのVNC
ビューアソフトウェアまたは「AppleRemoteDesktop」を使用して別のコンピュータからイン
ストールを制御できます。この方法では、インストールを開始する前に、インストール先のディ

スクまたはパーティションの準備をリモート制御できます。

ハードディスクを複数のボリュームに分割したり、RAID セットを作成したり、インストール先
のディスクまたはパーティションを消去することができます。

VNCを使ってリモートインストールする手順は、キーボードとモニタでローカルインストールす
る手順と同じですが、「AppleRemoteDesktop」などのVNCクライアントを使って、最初にイ
ンストール先コンピュータ上のVNC サーバに接続する必要があります。

インストールDVDから実行しているコンピュータに接続する方法については、82ページの「イ
ンストールDVD にリモートアクセスする」を参照してください。

インストーラをローカルコンピュータで実行する方法については、97ページの「インストール
ディスクからローカルサーバにインストールする」を参照してください。

installerコマンドラインツールを使ってサーバソフトウェアをイン
ストールする 

installerツールを使って、コマンドラインからサーバソフトウェアをローカルコンピュータま

たはリモートコンピュータにインストールします。installer についての詳細は、次のガイドやヘ
ルプを参照してください：

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

Â「ターミナル」アプリケーションを起動して、 installer、 installer -helpまたは man 

installerと入力してください。

これらの手順では、インストールDVD、インストーラパーティション、またはNetInstall ディ
スクを使ってコンピュータを起動していることを前提とします。そうでない場合は、81ページ
の「インストール時の起動について」から始まる手順を参照してください。

installerを使ってサーバソフトウェアをインストールするには：
1 インストール先サーバでコマンドラインセッションを開始します。以下のいずれかの方法を選択

してください：
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Â ローカルサーバをインストールする：インストーラが開いているときに、「ユーティリティ」＞

「ターミナルを開く」と選択して、「ターミナル」アプリケーションを開きます。

Â リモートサーバをインストールする：管理用コンピュータの「ターミナル」から、またはUNIX
ワークステーションから、ルートユーザとしてインストール先サーバとのSSH セッションを
確立します。<ipaddress>は、インストール先サーバの実際のIPアドレスに置き換えてくだ
さい： 

ssh root@<ip address>

∏



IPアドレスが分からない場合、そのリモートサーバがローカルサブネット上に存在するときは、 

sa_srchrコマンドを使って、サーバソフトウェアをインストールできるローカルサブネット上

のコンピュータを確認できます。 

/System/Library/Serversetup/sa_srchr 224.0.0.1

mycomputer.example.com#PowerMac4,4#<ip address>#<mac address>#Mac OS X 

Server 10.5#RDY4PkgInstall#2.0#512

「サーバアシスタント」を使って、ローカルサブネット上のコンピュータの情報を生成すること

もできます。「サーバアシスタント」を開いて、「リモートサーバにソフトウェアをインストール

する」を選択します。次に、「続ける」をクリックして「インストール先」パネルにアクセスし、

インストールを待っているサーバのリストを生成します。

2 パスワードの入力を要求されたら、サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号のうち、最初の8 桁
を入力します。

サーバのシリアル番号は、サーバのラベルにあります。インストール先のコンピュータがサーバ

として設定されている場合は、「/ システム/ライブラリ/ServerSetup/SerialNumber」にもハー
ドウェアのシリアル番号があります。

内蔵ハードウェアシリアル番号のない古いコンピュータにインストールしている場合は、 
12345678をパスワードに使用します。

3 サーバソフトウェアをインストールするサーバのボリュームを確認します。

インストールディスクからサーバソフトウェアをインストールするために使用できるボリュー

ムのリストを表示するには、次のコマンドを入力します： 

/usr/sbin/installer -volinfo -pkg /System/Installation/Packages/

OSInstall.mpkg

作成およびマウントしたNetInstallイメージを確認することもできます： 
/usr/sbin/installer -volinfo -pkg /Volumes/ServerNetworkImage10.5/

System/Installation/Packages/OSInstall.mpkg

表示されるボリュームは環境によって異なります。ここでは、3 つのボリュームが表示されてい
る例を示します： 

/Volumes/Mount 01

/Volumes/Mount1

/Volumes/Mount02



4 インストールディスクを準備していない場合は、準備します。
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インストールディスクの準備について詳しくは、89ページの「MacOSXServer のインストー
ルに必要なディスクを準備する」を参照してください。

インストール先のボリュームにMacOSXServerv10.4.10または10.3.9がインストールされてい
る場合は、 installerを実行すると、v10.5 にアップグレードされてユーザのファイルが保管さ
れます。

アップグレードしないで新規インストールを実行する場合は、保管したいユーザファイルのバッ

クアップを作成してから、 diskutil を使ってボリュームの消去とフォーマットを行い、ジャー

ナル記録を有効にします： 

/usr/sbin/diskutil eraseVolume HFS+ "Mount 01" "/Volumes/Mount 01"

/usr/sbin/diskutil enableJournal "/Volumes/Mount 01"

diskutil を使ってボリュームにパーティションを設定したり、ミラーリングを設定したりする

こともできます。 diskutil についての詳細は、このコマンドのマニュアルページ（「man」で
表示）を参照してください。

重要：オペレーティングシステムがインストールされているハードディスクまたはハードディス
クパーティションには、データを格納しないでください。データが格納されていなければ、シス

テムソフトウェアの再インストールやアップデートが必要な場合も、データが消失する危険はあ

りません。追加のソフトウェアまたはデータをシステムパーティションに格納する必要がある場

合は、ドライブのミラーリングを検討してください。

5 手順3 で表示されたリストのいずれかのボリュームに、オペレーティングシステムをインストー
ルします。

たとえば、手順4 の例の「Mount01」を使って、サーバ・インストール・ディスクからインス
トールするには、次のように入力します： 

/usr/sbin/installer -verboseR -lang en -pkg /System/Installation/

Packages/OSInstall.mpkg -target "/Volumes/Mount 01"



NetInstallイメージを使用する場合は、手順3で示したように、このコマンドでそれらのイメー
ジを確認できます。

-lang パラメータを入力するときは、en（英語）、de（ドイツ語）、fr（フランス語）、または ja
（日本語）の値のいずれかを使用します。

インストール中は、進行状況が表示されます。インストールを実行しているときに、別のターミ

ナルウインドウを開いて、別のコンピュータにサーバソフトウェアをインストールできます。

6 ディスクからのインストールが完了したら、次のように入力してサーバを再起動します： 

/sbin/reboot

または 

/sbin/shutdown -r

インストールが完了すると、「サーバアシスタント」が開きます。これで、サーバの設定に進む

ことができます。詳しくは、107ページの「サーバの初期設定」を参照してください。
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複数のサーバをインストールする
「サーバアシスタント」、VNCビューアソフトウェア、または installerツールを使用して、複

数のサーバソフトウェアのインストールを開始することができます。「サーバアシスタント」を

使用して複数のリモートコンピュータでサーバソフトウェアのインストールを開始した後に、

「ファイル」＞「新規ウインドウ」と選択すれば、ソフトウェアを別の複数のコンピュータにイ

ンストールすることができます。

管理用コンピュータから「サーバアシスタント」を実行して複数のコンピュータにインストール

するときは、ハードウェア構成が同じものを選択してください。たとえば、すべてのIntelXserve
コンピュータを選択したり、すべてのG4Macminiを選択したりします。 

VNCビューアを使ってあるリモートコンピュータへのMacOSXServerv10.5以降のインストー
ルを制御してから、そのVNC ビューアを使って別のリモートコンピュータへの接続を開いてそ
のコンピュータへのインストールを制御できます。この方法を利用する場合には、各サーバを個

別に操作する必要があるので、複数のサーバにインストールする場合には効率的ではありません。

インストールを完全に自動化するのが最も効率的かもしれません。「ターミナル」アプリケーショ

ンを開いて、 installerツールを使ってサーバソフトウェアのインストールを個別に開始する方

法では、効率的にインストールすることはできません。しかし、コマンドラインツールのスクリ

プトを作成して（たとえば、サーバIPアドレスに固定値を使用します）、複数のインストールを
同時に自動的に行えば、非常に効率的になるはずです。サーバのインストールを完全に自動化す

るには、 installerツールのスクリプトを作成して、ネットワークインフラストラクチャを詳細

に制御する権限が必要です。

たとえば、固定値のIP アドレスやハードウェア固有のシリアル番号をスクリプトに記述すると、
IPアドレスをランダムに割り当てられることができなくなります。 DHCP から静的なアドレスを
割り当ててそれらのアドレスを使うようにすれば、そのような不安定さはなくなり、スクリプト

を作成するときの考慮事項が少なくなります。

手法、スクリプト言語、および可能性にはさまざまなものがあり、このガイドで紹介することは

できません。

コンピュータをMacOSXからMacOSXServerにアップグレードする
MacOSXServerv10.5 用のインストールDVD を使って、次のような特性のデスクトップコン
ピュータをアップグレードできます：

Â


MacOSXv10.5以降がインストールされているコンピュータ

Â


Intelプロセッサが搭載されているコンピュータ

Â



2006年の夏以降に製品発表されたコンピュータ

Â



79ページの「MacOSXServer をインストールするためのシステム要件」に記載したシステ
ム要件を満たすコンピュータ

コンピュータをMacOSXからMacOSXServer にアップグレードするには：
1 通常使用する場合と同じように、ハードディスクからコンピュータを起動します。

インストールディスクは使用しないでください。
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2 インストールDVDを挿入して、「OtherInstalls」フォルダを開き、「MacOSXServerInstall.mpkg」
をダブルクリックしてインストーラを実行します。

インストーラが終了すると、コンピュータが自動的に再起動し、サーバを設定するための「サー

バアシスタント」が開きます。

3 サーバの再起動が終了したら、「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の

アップデートをインストールします。

常に最新の状態にする
サーバを設定した後にも、アップルからサーバソフトウェアのアップデートがリリースされたと

きに、サーバをアップデートすることをお勧めします。

MacOSXServerのアップデートリリースにアクセスするには、次のような方法があります：
Â「サーバ管理」のサーバリストからサーバを選び、「サーバアップデート」ボタンをクリックし

ます。

Â「システム環境設定」の「ソフトウェア・アップデート」パネルを使用します。

Â

 

softwareupdateコマンドラインツールを使用します。

Â サーバのソフトウェア・アップデート・サービスを使用します。

Â 次のWeb サイトからソフトウェア・アップデートのディスクイメージをダウンロードします：
www.apple.com/jp/support/downloads

http://www.apple.com/jp/support/downloads/
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6 サーバの初期設定

MacOSXServerの基本的な特性は、サーバを設定するときに決定さ
れます。サーバは、詳細、標準、およびワークグループの3つの異な
る構成で運用できます。ここで説明する手順は、詳細構成を選択して
いることを前提としています。

サーバソフトウェアをインストールしたら、そのサーバを設定します。サーバの設定は、次の方

法で行うことができます：

Â 特定のサーバまたはいくつかのサーバを対話的に設定できます。

Â サーバがアクセスするファイルまたはディレクトリに設定データを保存して、そのファイルを

使って設定を自動化することもできます。

必要な情報
設定したい各サーバの情報について確認して、それらを書き留めておくときは、197ページの
「Mac OS X Server 詳細ワークシート」を参照してください。ここでは、ワークシートの一部の
項目について、補足説明を行います。

MacOSXServerv10.4.10またはv10.3.9 からアップグレードしているときに、「サーバアシスタ
ント」に表示されたそれら既存のサーバの設定を変更することができます。「Mac OS X Server
詳細ワークシート」を使って、v10.5 のサーバで使用したい設定を書き留めてください。

インストール後のサーバの設定を後で行う
サーバがまだ設定されていない場合は、「サーバアシスタント」が自動的に開き、そこで設定処

理を開始することができます。サーバを後で設定するときは、サーバのキーボード、マウス、お

よびディスプレイを使って、設定処理を延期することができます。
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MacOSXServerの設定を後で行うには：
m 「サーバアシスタント」で、サーバのキーボードでコマンドキーを押したままQ キーを押してか
ら、「システム終了」をクリックします。

サーバを再起動すると、「サーバアシスタント」が再び開きます。

キーボードまたはディスプレイを使用しないでサーバを設定する場合は、「ターミナル」アプリ

ケーションでサーバをリモートからシステム終了するためのコマンドを入力できます。コマンド

ラインを使用してリモートコンピュータに接続してシステム終了する方法については、「コマン
ドライン管理（Command-Line Administration）」を参照してください。

サーバの初期設定中にネットワークに接続する
はじめてのサーバ設定をする前に、サーバをネットワーク上の最終的な位置（サブネット）に設

置するようにしてください。設定途中での、未認証アクセスや抜け駆けアクセスを回避したい場

合は、ファイアウォールを設定することで、構成を確定するまでの間サーバを保護できます。

初期設定後にサーバを移動しなければならない場合は、ネットワーク上の位置に注意を要する設

定を変更してからサーバを使用する必要があります。たとえば、サーバの IP アドレスとホスト
名（サーバのディレクトリと構成ファイルに保存されています）をアップデートする必要があり

ます。詳しくは、146ページの「設定後にサーバのホスト名を変更する」を参照してください。

複数のEthernetポートを使用してサーバを構成する
お使いのサーバには、Ethernetポートが1 基内蔵されています。さらにEthernetポートが内蔵
されていたり、追加されていたりすることもあります。

「サーバアシスタント」を使用して対話的に1 つまたは複数のサーバを設定するときは、サーバ
で使用可能なすべてのEthernet ポートのリストが表示されるので、1 つまたは複数のポートを
選択して有効にし、構成します。「サーバアシスタント」をオフラインモードで操作するときは、

追加ボタンをクリックして手動でポートのリストを作成し、構成します。

複数のポートを有効にする場合は、トラフィックをネットワークにルーティングするときにサー

バで使用するポートの順序を指定します。サーバがネットワークトラフィックを受信するときに

は動作中のポートが任意に使用されますが、サーバで開始されたネットワークトラフィックは1
番目の動作中のポートを使ってルーティングされます。

ポートの構成属性については、付録にある「Mac OS X Server 詳細ワークシート」を参照して
ください。
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サーバの初期設定時に確定する設定について
サーバを設定するときに、次のサーバ基本設定が決まります。

Â サーバの管理に使用される言語とコンピュータのキーボードの配列が定義されます。

Â サーバソフトウェアのシリアル番号が設定されます。

Â サーバ管理者ユーザが定義され、ユーザのホームフォルダが作成されます。

Â デフォルトのAFP共有ポイントと FTP共有ポイント（共有項目、ユーザ、グループなど）が定
義されます。

Â


OpenDirectory の基本情報が設定されます。ローカル・ディレクトリ・ドメインなどが作成
されます。ほかのコンピュータが使用するLDAPディレクトリを設定したり、ほかのサーバの
ディレクトリ情報を取得するようにサーバを構成したりすることもできます。

Â そのサーバのホスト名、コンピュータ名、およびローカルホスト名が設定されます。コンピュー

タ名とローカルホスト名は指定できますが、ホスト名は、「サーバアシスタント」によって
AUTOMATIC として「/etc/hostconfig」に設定されます。この設定により、サーバのホスト
名は、次のリストに実際にある最初の名前になります：

Â


DHCPまたはBootPサーバによってプライマリIPアドレスに対応して指定される名前

Â プライマリIPアドレスに対するリバースDNS（アドレス対名前）クエリーによって返される
最初の名前

Â ローカルホスト名

Â「localhost」という名前
Â ネットワークインターフェイス（ポート）が構成されます。TCP/IP設定とEthernet設定が、有
効にしたいポートごとに定義されます。

Â ネットワーク・タイム・サービスを設定できます。

アップグレードの場合、設定プロセスの間に現在の基本設定が表示されますが、それらの設定は

変更できます。自分で定義した共有ポイントや自分で構成したサービスなど、その他の設定は保

存されます。どんな項目がアップグレードされて、どのような処理が実行されるかについて詳し

くは、「アップグレードおよび移行」を参照してください。

サーバの初期設定は、サーバを再インストールする場合を除いて、1回しかできません。初期設
定で確定した設定を変更するときは、別の方法を使います。たとえば、「サーバ管理」または

「ディレクトリユーティリティ」を使って、OpenDirectoryの設定を管理します。

OpenDirectoryの利用設定を初期設定する
詳細構成を設定するときに、ユーザアカウントやその他のディレクトリ情報をサーバにどのよう

に保存し、どのようにそれらにアクセスするかを設定します。サーバをディレクトリシステムに

接続するか、またはスタンドアロンサーバとして使用するかを選択します。

設定後に、「ディレクトリユーティリティ」を使ってディレクトリシステムへの接続を作成また

は変更できます。また、「サーバ管理」を使ってサーバのOpenDirectory サービスの設定を変
更することで、サーバをOpenDirectoryのマスターまたは複製にすることができます。ディレ
クトリサービスの変更については、「Open Directory の管理」を参照してください。
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サーバを初期設定するときに、ディレクトリサービスの構成を指定します。次のオプションを選

択できます：

Â「変更なし」：MacOSXServerv10.4.10または10.3.9からアップグレードする場合にのみ選択
できます。

Â「スタンドアロンサーバ」：ローカル・ディレクトリドメインのみを設定します。

Â「ディレクトリシステムに接続」：別のサーバにすでに設定されている共有ディレクトリドメイ
ンからディレクトリ情報を取得します。

どのオプションを選択した場合でも、OpenDirectory 認証はサーバ上に設定されます。サーバ
上のドメインに新しいユーザを追加すると、OpenDirectoryによって認証されます。

複数のサーバを設定し、いくつかのサーバが共有ディレクトリを管理する場合は、共有ディレク

トリを管理するサーバを設定してから、共有ディレクトリを使用するサーバを設定します。

参考：MacOSXServerv10.5 をMacOSXServerv10.2 以前のディレクトリドメインに接続す
る場合は、古いディレクトリドメインで定義したユーザはMS-CHAPv2方式で認証できません。

この方式は、MacOSXServerv10.5 のVPN サービスを利用するユーザを安全に認証するのに必
要な場合があります。MacOSXServerv10.5 のOpenDirectory はMSCHAPv2 認証に対応し
ていますが、MacOSXServerv10.2のパスワードサーバは MS-CHAPv2 に対応していません。

設定が完了したら、「ディレクトリユーティリティ」または「サーバ管理」アプリケーションを

使用して、必要に応じてサーバのディレクトリ構成を調整します。「ディレクトリユーティリ

ティ」では、ActiveDirectory やその他のアップル以外のディレクトリシステムなど、複数の
ディレクトリへの接続を設定し、検索方式（サーバがドメインを検索する順序）を指定できます。

「サーバ管理」では、OpenDirectoryのマスターの複製を設定し、ディレクトリサービスの検索
方式以外の構成を管理できます。

「Open Directory の管理」は、ディレクトリの利用設定のオプションから、最適のオプションを
決定するときに役立ちます。アップグレードする場合は、通常は「変更なし」が最適です。新し

いサーバを設定する場合は、「スタンドアロンサーバ」を選択すると、最も簡単に設定できます。

サーバの初期設定が完了したら、「ディレクトリユーティリティ」または「サーバ管理」を使用

して、ディレクトリ設定を調整することもできます。

アップグレードするときはディレクトリの利用設定を変更しない
v10.3.9または10.2.8からv10.5にアップグレードするサーバを設定しているときに、従来のディ
レクトリ設定をそのまま使用したい場合は、「サーバアシスタント」の「ディレクトリの利用設

定」で「変更なし」を選択します。

サーバのディレクトリ構成を変更したい場合でも、「変更なし」を選択するのが最も安全です。特

に、サーバの共有ディレクトリ設定の変更を検討している場合には、「変更なし」を選択するこ

とをお勧めします。たとえば、共有ディレクトリを管理するサーバから別のサーバの共有ディレ

クトリを使用するサーバに変更する場合、逆に別のサーバの共有ディレクトリを使用するサーバ

からディレクトリを管理するサーバに変更する場合、またはNetInfo共有ドメインをLDAPドメ
インに移行する場合には、ネットワークに関するディレクトリ情報へのアクセス権を保持するた

めに、サーバの設定が完了した後にディレクトリの利用設定を変更する必要があります。
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選択できるすべてのディレクトリの利用設定オプションと、「ディレクトリユーティリティ」と

「サーバ管理」を使ってディレクトリを変更する方法については、「Open Directory の管理」を
参照してください。ディレクトリサービスの設定を変更するときに既存のディレクトリデータを

引き続き使用する方法については、「アップグレードおよび移行」を参照してください。

「変更なし」オプションを選択し、サーバでパスワードサーバが使用されていなかった場合は、
OpenDirectory 認証が設定されます。サーバ上のアップルのディレクトリドメインにユーザを
追加すると、デフォルトではOpenDirectory認証を使ってユーザのパスワードが検証されます。

サーバをスタンドアロンサーバとして設定する
スタンドアロンサーバは、ローカル・ディレクトリ・ドメイン内のアカウント情報を保存し、そ

れらの情報にアクセスします。スタンドアロンサーバは、ローカル・ディレクトリ・ドメインを

使用して、そのファイル、メール、およびその他のサービスを要求するクライアントを認証しま

す。ほかのサーバおよびクライアントコンピュータからは、スタンドアロンサーバのローカル・

ディレクトリ・ドメインにアクセスできません。

スタンドアロンサーバには、OpenDirectory 認証も設定されます。ローカルドメインにユーザ
を追加すると、デフォルトではOpenDirectory認証が使用されます。

ユーザがこのサーバにログインしようとしたり、認証を必要とするサービスを使用しようとする

と、サーバはローカルデータベースを照会してそのユーザを認証します。そのシステム上にアカ

ウントを持っているユーザが適切なパスワードを入力した場合は、認証に成功します。

ディレクトリシステムに接続するようにサーバを設定する
別のディレクトリシステムに接続されているサーバは、別のサーバの共有ディレクトリ内のアカ

ウント情報を保存して、それらにアクセスします。また、接続先のディレクトリシステムを使用

して、そのファイル、メール、およびその他のサービスを要求するクライアントを認証できます。

また、自分自身のローカル・ディレクトリ・ドメインを使って、アカウントの保管と認証を行う

こともできます。

設定時に次のオプションのいずれかを選択することで、サーバをさまざまなディレクトリシステ

ムに統合することができます：

Â「OpenDirectoryサーバ」： LDAPを使用して、OpenDirectoryサーバに関するディレクトリ
情報を保存し、それらにアクセスできます。このオプションを使用するには、OpenDirectory
サーバのDNS 名またはIPアドレスが分かっている必要があります。

Â「DHCPサーバでの指定に従う」： ディレクトリシステムに接続するための情報をDHCPサーバ
から取得します。このDHCPサーバは、アドレスとLDAPサーバ（DHCPオプション95）の
検索ベースを割り当てるように設定されている必要があります。ディレクトリサービスと
DHCPサービスの間に依存関係はありません。これらのサービスは同じサーバから提供する必
要はありません。

Â「その他のディレクトリサーバ」： 別の種類のディレクトリシステムまたは複数のディレクト
リシステムに統合する必要がある場合は、このオプションを選択して、後で「ディレクトリ

ユーティリティ」アプリケーションを使って接続を設定します。
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このオプションを使うと、MicrosoftActiveDirectory、NovelleDirectory、アップル以外の
ディレクトリ、NISドメインなど、ほとんどの既存のディレクトリサービスにサーバを統合で
きます。「ディレクトリユーティリティ」の使用方法については、「Open Directory の管理」
を参照するか、「ディレクトリユーティリティ」を開いてから「ヘルプ」メニューを使用して

ください。

MacOSXServerv10.3 以前を搭載しているOpenDirectory サーバに接続するようにサーバを
設定する場合は、一部の機能が利用できないことがあります：

Â


VPNサービスにはMS-CHAP2認証が必要ですが、この認証はv10.2以前では利用できません。

Â


v10.2以前は複製に対応していません。

Â


v10.2のKerberos は、構成がより複雑です。また、Kerberosとパスワードサーバの自動同期に
はv10.3 以降が必要です。

Â


v10.3 以前では、信頼できるディレクトリバインド、LDAP サブドメインのサポート、および
「ディレクトリユーティリティ」による制御は利用できません。

サーバを対話的に設定する
特定のサーバまたはいくつかのサーバを設定するときには、管理者サーバと各サーバが接続され

ていれば、「サーバアシスタント」を使って対話的に設定するのが最も簡単です。サーバの設定

データを「サーバアシスタント」に指定すると、すぐに設定が開始されます。設定するサーバの

数が少ない場合は、対話方式で設定すると簡単に設定できます。この方法では、ローカルサーバ、
1つのリモートサーバ、またはいくつかのリモートサーバを設定できます。

この方法を使用するには、「サーバアシスタント」を開いて、1 つまたは複数のサーバに接続し
て設定データ入力すると、設定がすぐに開始されます。

ローカルサーバを設定するときには、この方法を使用します。113ページの「ローカルサーバを
対話的に設定する」を参照してください。管理用コンピュータからリモートサーバを設定すると

きにも、この方法を使用できます。具体的な手順については、114ページの「リモートサーバを
対話的に設定する」を参照してください。

複数のリモートサーバが同じ設定データを使用するときには、データを準備してから、バッチ処

理を使ってすべてのサーバの設定を一度に開始できます。管理用コンピュータから「サーバアシ

スタント」を実行して複数のコンピュータを設定するときは、ハードウェア構成が同じものを選

択してください。たとえば、すべてのIntelXserve コンピュータを選択したり、すべてのG4Mac
mini を選択したりします。
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次の図の左側では、この方法が使われています。このとき、すべてのインストール先サーバの

ネットワークID は、DHCP またはBootPを使って設定する必要があります。手順については、
115ページの「複数のリモートサーバを対話的に一度に設定する」を参照してください。

個々のサーバの設定をカスタマイズするときには、サーバごとに「サーバアシスタント」ウイン

ドウを開いて、各設定を個別に管理できます。この方法は、上の図の右側で使われています。手

順については、114ページの「リモートサーバを対話的に設定する」を参照してください。

前の図の左側では、インストール先のサーバは管理用コンピュータと同じサブネット上にありま

すが、右側では、別のサブネット上にあります。上の2つの設定方法は、同じサブネット上にあ
るサーバだけでなく、別のサブネット上にあるサーバでも使用できます。

インストール先のサーバが別のサブネット上にある場合は、サーバの IP アドレスを指定する必
要があります。同じサブネット上にあるサーバは、「サーバアシスタント」のリストに表示され

ます。特定のサーバまたはいくつかのサーバをリストから選択してください。

ローカルサーバを対話的に設定する
サーバソフトウェアをサーバにインストールしたら、そのコンピュータを編集できるアクセス権

を持っている場合は、そのサーバを対話方式でローカル設定できます。

この設定は、「詳細」サーバ構成モードを使用していることを前提としています。この手順は、

「標準」モードまたは「ワークグループ」モードでは使用しないでください。

ローカルサーバを対話的に設定するには：
1 付録の「Mac OS X Server 詳細ワークシート」に必要事項を記入します。

107ページの「必要な情報」も参照してください。

サーバが再起動すると、「サーバアシスタント」が開きます。

2 「サーバアシスタント」パネルの画面の指示に従って、「Mac OS X Server詳細ワークシート」に
記録した設定データを入力します。

サブネット 1

サブネット 2

ようこそようこそ

ようこそ
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設定しているサーバが使用するDHCPサーバまたはDNS サーバがすべて動作していることを確
認してください。

設定データの入力がすべて完了すると、「サーバアシスタント」に設定データの要約が表示され

ます。

3 入力した設定データを確認し、必要に応じて「戻る」をクリックして変更します。

4 設定データをテキストファイルまたはサーバの自動設定で使用可能な形式（保存済みの設定ファ

イルまたは保存済みのディレクトリレコード）として保存するときは、「別名で保存」をクリッ

クします。

構成ファイルまたはディレクトリレコードを暗号化するときは、「暗号化フォーマットで保存す

る」を選択し、パスフレーズを入力および確認入力します。パスフレーズは、暗号化した設定

ファイルをそのサーバが使用する前に入力する必要があります。

5 ローカルサーバの設定を開始するには、「適用」をクリックします。

6 サーバの設定が完了したら、「今すぐ開始」をクリックします。

サーバが再起動したら、設定中に作成したサーバ管理者ユーザとしてログインし、サービスを構

成できます。

リモートサーバを対話的に設定する
サーバソフトウェアをサーバにインストールしたら、サーバに接続できる管理用コンピュータか

ら、サーバを対話方式でリモート設定できます。

リモートサーバを対話的に設定するには：
1 付録の「Mac OS X Server 詳細ワークシート」に必要事項を記入します。

107ページの「必要な情報」も参照してください。

2 設定するサーバが稼動していることを確認します。

3 管理用コンピュータで、「/アプリケーション/サーバ/」にある「サーバアシスタント」を開きます。

「サーバアシスタント」は、管理用コンピュータの管理者でなくても使用できます。

4 「ようこそ」パネルで「リモートサーバを設定する」を選択し、「続ける」をクリックします。

5 「インストール先」パネルで、設定したいリモートサーバの「適用」列にチェックマークを付け
ます。プリセットパスワードを「パスワード」フィールドに入力し、「続ける」をクリックして

サーバに接続します。

サーバがリストにない場合は、「追加」をクリックしてサーバを追加するか、「リフレッシュ」を

クリックしてリストに表示されるかどうかを確認します。

6 サーバ構成タイプとして「詳細」を選択します。

7 「言語」パネルでサーバの管理に使用する言語を指定します。

8 保存済みの設定データを使用する場合は、次の操作を実行します：

「言語」パネルで、「ファイル」＞「構成ファイルを開く」または「ファイル」＞「ディレクトリ

レコードを開く」と選択して、使用したい設定データを読み込みます。保存済みの設定データが

暗号化されている場合は、パスフレーズを要求されたらパスフレーズを入力します。
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（オプション）「表示」＞「レビューにジャンプ」と選択して、設定データを確認します。必要に

応じて「戻る」を使ってデータを変更します。

9 設定データを入力する場合は、次のようにします：

「続ける」をクリックし、「サーバアシスタント」の指示に従いながらすべてのパネルに設定デー

タを入力して、「続ける」をクリックします。

設定しているサーバが使用するDHCPサーバまたはDNS サーバがすべて動作していることを確
認してください。

10 設定データの指定がすべて終了したら、「サーバアシスタント」に表示される設定の要約を確認

し、必要な場合は「戻る」をクリックしてデータを変更します。

11 設定データをテキストファイルまたはサーバの自動設定で使用可能な形式として（保存済みの設

定ファイルまたは保存済みのディレクトリレコードとして）保存するときは、「別名で保存」を

クリックします。

構成ファイルまたはディレクトリレコードを暗号化するときは、「暗号化フォーマットで保存す

る」を選択し、パスフレーズを入力および確認入力します。

パスフレーズは、暗号化した設定ファイルをそのサーバが使用する前に入力する必要があります。

12 リモートサーバの設定を開始するには、「適用」をクリックします。

13 サーバの設定が完了したら、「このまま続ける」をクリックします。

サーバが再起動したら、設定中に作成したサーバ管理者ユーザとしてログインし、サービスを構

成できます。

複数のリモートサーバを対話的に一度に設定する
次の場合は、対話方式で複数のサーバを一度に設定することができます：

Â 管理用コンピュータからすべてのサーバにアクセスできる場合

Â すべてのサーバが同じチッププラットフォーム（Intel プロセッサ搭載または PowerPC プロ
セッサ搭載など）を使用する場合

Â すべてのサーバが、サーバ・ソフトウェア・シリアル番号とネットワーク識別情報（ホスト

名、コンピュータ名、ローカルホスト名）以外は、同じ設定データを使っている場合

Â ネットワーク識別情報をDHCP サーバまたはBootPサーバから受け取る場合

管理用コンピュータから「サーバアシスタント」を使って複数のサーバを設定するときは、ハー

ドウェア構成が同じものを選択してください。たとえば、すべてのIntelXserve コンピュータを
選択したり、すべてのG4Macminiを選択したりします。

構成ファイルが異なる複数のサーバの場合は、サーバグループごとに新しい「サーバアシスタン

ト」ウインドウを開くことができます。この場合、プラットフォーム、設定、サブネットなどの

条件に基づいて、サーバグループを選択できます。

複数のリモートサーバを対話的に一度に設定するには：
1 設定したいすべてのサーバで使用する設定を「Mac OS X Server 詳細ワークシート」に記入し
ます。
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「Mac OS X Server 詳細ワークシート」は、MacOSXServer インストールディスクの
「Documentation」フォルダにあります。107ページの「必要な情報」も参照してください。「序
章」で説明したように、「Mac OS X Server 詳細ワークシート」はほかの場所からも入手でき
ます。

2 設定しているサーバが使用するDHCPサーバまたはDNS サーバがすべて動作していることを確
認してください。

3 すべてのサーバに接続できる管理用コンピュータで「サーバアシスタント」を開きます。「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、
管理用コンピュータの管理者でなくても使用できます。

4 「ようこそ」パネルで「リモートサーバを設定する」を選択し、「続ける」をクリックします。

5 「インストール先」パネルで、設定したいリモートサーバごとに「適用」列にチェックマークを
付けます。各サーバの「パスワード」フィールドにプリセットパスワードを入力し、「続ける」を

クリックしてサーバに接続します。

サーバがリストにない場合は、「追加」をクリックしてサーバを追加します。

6 「言語」パネルでサーバの管理に使用する言語を指定します。

7 保存済みの設定データを使用する場合は、次の操作を実行します：

「言語」パネルで、「ファイル」＞「構成ファイルを開く」または「ファイル」＞「ディレクトリ

レコードを開く」と選択して、使用したい設定データを読み込みます。保存済みの設定データが

暗号化されている場合は、パスフレーズを要求されたらパスフレーズを入力します。

（オプション）「表示」＞「レビューにジャンプ」と選択して、設定データを確認します。必要に

応じて「戻る」を使ってデータを変更します。

8 設定データを入力する場合は、次のようにします：

「続ける」をクリックし、「サーバアシスタント」の指示に従いながらすべてのパネルに設定デー

タを入力して、「続ける」をクリックします。

設定しているサーバが使用するDHCPサーバまたはDNS サーバがすべて動作していることを確
認してください。

9 設定データの指定がすべて終了したら、「サーバアシスタント」に表示される設定の要約を確認

し、必要な場合は「戻る」をクリックしてデータを変更します。

10 設定データをテキストファイルまたはサーバの自動設定で使用可能な形式として（保存済みの設

定ファイルまたは保存済みのディレクトリレコードとして）保存するときは、「別名で保存」を
クリックします。

構成ファイルまたはディレクトリレコードを暗号化するときは、「暗号化フォーマットで保存す

る」を選択し、パスフレーズを入力および確認入力します。

パスフレーズは、暗号化した設定ファイルをそのサーバが使用する前に入力する必要があります。

11 サーバの設定を開始するには、「適用」をクリックします。

12 リモートサーバの設定を開始するには、「適用」をクリックします。

13 サーバの設定が完了したら、「このまま続ける」をクリックします。
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サーバが再起動したら、設定中に作成したサーバ管理者ユーザとしてログインし、サービスを構

成できます。

サーバの自動設定を使用する
設定するサーバの数が多いときには、サーバの自動設定を使用することを検討します。この方法

を使用すると、設定データが保存されます。この設定データは、サーバソフトウェアを再インス

トールするときに再利用できます。

サーバの自動設定は、次のような場合に便利です。

Â 設定するサーバの数が多い場合

Â まだ入手できないサーバの設定を準備したい場合

Â バックアップの目的で設定データを保存したい場合

Â サーバを頻繁に再インストールする必要がある場合

サーバの自動設定を使用するときは、「サーバアシスタント」を使用して各コンピュータまたは

コンピュータグループの設定データを指定してから、次の図に示すようにそのデータを設定デー

タとしてファイルまたはディレクトリに保存します：

最後に、その設定データを対象サーバに配布します。設定データは、ファイルをハードディスク

や取り外し可能な記憶装置に保存したり、ディレクトリエントリーに保存したりなど、さまざま

な方法で配布できます。デフォルトでは、保存済みの設定データは、セキュリティを向上させる

ために暗号化されます。

サーバをはじめて起動するときには、そのサーバを構成するための自動設定データが検索されて

から、対話型の「設定アシスタント」が起動します。

サーバの自動設定は、主に2つの手順で構成されます：

手順 1：設定データファイルを作成する
設定データファイルの作成については、次のセクションをお読みください。

Â


118ページの「ファイルに保存した設定データ」

Â


119ページの「ディレクトリに保存した設定データ」

Â


118ページの「設定データを作成する／保存する」

Â


121ページの「保存済みの設定データのバックアップコピーを作成する」

管理用コンピュータ
ディレクトリのデータを設定

ファイルのデータを設定
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手順 2：新しくインストールしたサーバが設定データファイルを使用できるように設定する
サーバが設定データを使用できるように設定する方法については、次のセクションをお読みくだ

さい：

Â


123ページの「保存済み設定データをサーバが検索する方法」

Â


124ページの「ファイルに保存したデータを使ってサーバを自動的に設定する」

Â


126ページの「ディレクトリに保存したデータを使ってサーバを自動的に設定する」

設定データを作成する／保存する
設定データを保存してそのデータを使用したい場合は、設定データの名前の付けかた、暗号化の

方法、保存の方法、および配布の方法を決定します。

設定データを作成するときに、「サーバアシスタント」のオフラインモードも使用できます。こ

の場合、特定のサーバに接続しなくても、設定データを操作できます。設定データを指定したら、

そのサーバからアクセスできるファイルまたはディレクトリに保存します。この点については、

次の2 つのセクションで説明します。MacOSXServerv10.5ソフトウェアがインストールされ
ているサーバの場合は、保存した設定情報を自動的に検出します。

あらゆるサーバの設定に使用できるように、汎用的な設定データを定義することができます。た
とえば、発注が済んでいるサーバの汎用的な設定データを定義したり、50台のXserveコンピュー
タの構成を同じにしたりできます。また、特定のサーバのために調整した設定データを保存する

こともできます。

重要：アップグレードインストールを実行するときは、保存した設定データが意図せずにサーバ
によって検出されたり使用されたりしないようにしてください。保存した設定データが使用され

ると、既存のサーバ設定が保存した設定で上書きされます。詳しくは、123ページの「保存済み
設定データをサーバが検索する方法」を参照してください。

ファイルに保存した設定データ
サーバは、次の場合に、ファイルに保存した設定データを検出して使用します。

Â 使用するように構成されているディレクトリに、サーバが認識できる設定データが見つからな

い場合。サーバを自動的に設定するためにサーバがディレクトリデータを検出して使用する方

法については、119ページの「ディレクトリに保存した設定データ」を参照してください。
Â 設定ファイルがローカルマウントされているボリュームの「/Volumes/*/AutoServer
Setup/」内にある場合。* は、「/Volumes」の下にマウントされている装置です。サーバは、
装置名のアルファベット順にボリュームを検索します。

ファイルシステムとしてマウントされる装置には、サーバのハードディスク、iPod、DVD、
CD、FireWireドライブ、USBドライブ、またはサーバに接続されているその他の装置（たと
えば、「/Volumes/AdminiPod/AutoServerSetup/myserver.example.com.plist」）があり
ます。

Â 設定ファイル名は、次のいずれかの形式です。サーバは、設定ファイルを検索するときに、次

の順序で検索します。

<サーバのMACアドレス>.plist（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。
例：0030654dbcef.plist）。
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<サーバのIP アドレス>.plist（例：10.0.0.4.plist）。

<サーバのDNS名の一部>.plist（例：myserver.plist）。

<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>.plist（最初の8 文字のみ。例：ABCD1234.plist）。

<サーバの完全修飾DNS名>.plist（例：myserver.example.com.plist）。

<サーバのIP アドレスの一部>.plist（例：10.0.plistは10.0.0.4 や10.0.1.2に一致します）。

generic.plist（すべてのサーバによって認識されます。同じ設定値を必要とする複数のサーバ
を設定する場合に使用します）。ファイルで指定したシリアル番号がサイトライセンス登録さ

れていない場合は、設定後に手動で番号を設定する必要があります。「サーバ管理」を使用す

るか、または「ターミナル」アプリケーションで次のコマンドを使用します：   serversetup

-setServerSerialNumber。

Â 設定データが暗号化されているときは、正しいパスフレーズをサーバに入力した場合。

「サーバアシスタント」を使って、パスフレーズを対話的に入力するか、パスフレーズをテキ

ストファイルに指定します。パスフレーズのファイルは、サーバにローカルマウントされてい

るボリューム上の、「/Volumes/*/AutoServerSetup/<パスフレーズファイル>」に配置して
ください。

パスフレーズファイル名は、次のいずれかの形式です。サーバは、次の順序でファイル名を検

索します。

<サーバのMACアドレス>.pass（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。
例：0030654dbcef.pass）。

<サーバのIP アドレス>.pass（例：10.0.0.4.pass）。

<サーバのDNS名の一部>.pass（例：myserver.pass）。

<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>.pass（最初の8文字のみ。例：ABCD1234.pass）。

<サーバの完全修飾DNS名>.pass（例：myserver.example.com.pass）。

<サーバのIP アドレスの一部>.pass（例：10.0.passは10.0.0.4や10.0.1.2 に一致します）。

generic.pass（すべてのサーバによって認識されます）。サーバソフトウェアのシリアル番号
がサイトライセンス登録されていない場合は、設定後に手動で番号を設定する必要がありま

す。「サーバ管理」を使用するか、または「ターミナル」で次のコマンドを使用しま

す：   serversetup -setServerSerialNumber。

サーバの再インストールをした後に保存済みの設定データを再利用する場合は、サーバの再イン

ストールをしても消去されない小さなローカルパーティションにサーバの設定ファイルを保存
します。設定ファイルは、再インストールした後に検出され、再利用されます。

ディレクトリに保存した設定データ
この方法を使用すると、複数のサーバを無人で設定できますが、DHCPおよびディレクトリの環
境をあらかじめ適切に設定しておく必要があります。
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「サーバアシスタント」を使って、既存の指定したディレクトリに設定データを保存します。新

しくインストールしたサーバは、このディレクトリから設定データを取得します。そのディレク

トリのスキーマが、保存済みの設定データに対応している必要があります。OpenDirectory は、
保存済みの設定データに標準で対応しています。設定データをアップル以外のディレクトリに保

存したい場合は、「Open Directory の管理」を参照してスキーマを拡張する必要があります。

サーバは、次の場合に、ディレクトリに保存した設定データを検出して使用します。

Â サーバが、DHCPサーバからネットワーク名（ホスト名、コンピュータ名、およびローカルホ
スト名）とポート構成を受け取った場合。

Â 設定データを保存したディレクトリサーバのIPアドレスを、DHCPサーバが識別するように構
成されている場合。DHCP サーバの構成手順については、「ネットワークサービスの管理」を
参照してください。

Â ディレクトリサーバとDHCPサーバが動作している場合。
Â「/AutoServerSetup/」という名前のパスの下にあるディレクトリに設定データが保存され、次
のいずれかの名前が付いている場合。サーバは、次の順序でファイルを検索します。
<サーバのMACアドレス>（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。例：0030654dbcef）。

<サーバのIP アドレス>（例：10.0.0.4）。

<サーバのDNS名の一部>（例：myserver）。

<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>（最初の8文字のみ。例：ABCD1234）。

<サーバの完全修飾DNS名>（例：myserver.example.com）。

<サーバのIP アドレスの一部>（例：10.0は10.0.0.4 や10.0.1.2に一致します）。

generic（すべてのサーバによって認識されます。同じ設定値を必要とする複数のサーバを設
定する場合に使用します）。ファイルで指定したシリアル番号がサイトライセンス登録されて

いない場合は、設定後に手動で番号を設定する必要があります。「サーバ管理」を使用するか、

または「ターミナル」アプリケーションで次のコマンドを使用します：   serversetup 

-setServerSerialNumber。

Â 正しいパスフレーズをサーバに入力した場合（ディレクトリに保存する設定データは、暗号化

する必要があります）。

「サーバアシスタント」を使って、パスフレーズを対話的に入力するか、パスフレーズをテキ

ストファイルに指定します。パスフレーズのファイルは、サーバにローカルマウントされてい

るボリューム上の、「/Volumes/*/AutoServerSetup/<パスフレーズファイル>」に配置して
ください。* は、「/Volumes」の下にマウントされている装置です。サーバは、装置名のアル
ファベット順にボリュームを検索します。

パスフレーズファイル名は、次のいずれかの形式です。サーバは、次の順序でファイルを検索

します。

<サーバのMACアドレス>.pass（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。
例：0030654dbcef.pass）。

<サーバのIP アドレス>.pass（例：10.0.0.4.pass）。

<サーバのDNS名の一部>.pass。（例：myserver.pass）。
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<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>.pass（最初の8文字のみ。例：ABCD1234.pass）。

<サーバの完全修飾DNS名>.pass（例：myserver.example.com.pass）。

<サーバのIP アドレスの一部>.pass（例：10.0.passは10.0.0.4や10.0.1.2 に一致します）。

generic.pass（すべてのサーバによって認識されます）。サーバソフトウェアのシリアル番号
がサイトライセンス登録されていない場合は、設定後に手動で番号を設定する必要がありま

す。「サーバ管理」を使用するか、または「ターミナル」で次のコマンドを使用します：   
serversetup -setServerSerialNumber。

保存済みの設定データのバックアップコピーを作成する
保存した設定データは、複数のサーバを自動設定するとき以外にも使用できます。サーバソフト

ウェアをサーバに再インストールする必要がある場合に、保存済みの設定データを使ってサーバ

をもう一度設定することもできます。

設定データファイルのバックアップコピーは、ネットワークファイルサーバに保存できます。ま

た、サーバソフトウェアを再インストールしても消去されないローカルパーティションに保存す

ることもできます。

設定データファイルで暗号化を使用する
デフォルトでは、保存済みの設定データは、セキュリティを向上させるために暗号化されます。

サーバは、暗号化されたデータを使って自動的に設定を行う前に、暗号化するときに使用された

パスフレーズにアクセスする必要があります。

このパスフレーズは、「サーバアシスタント」を使って対話的に指定するか、インストール先の

サーバのローカルボリューム上にあるファイルに指定します。たとえば、パスフレーズが入力さ

れたファイルをiPodに保存し、このiPodをパスフレーズが必要な各サーバに接続します。IP ア
ドレスが10.0.0.4のサーバは、「/Volumes/MyIPod/AutoServerSetup/10.0.0.4.pass」という設
定ファイルを使用します。

設定データファイルをサーバに配布する
ファイルシステム内でファイルを使用する
設定ファイルをボリューム（CD、DVD、iPod、USB 半導体ドライブ、ディスクパーティション）
上に保存して、そのボリュームをローカルサーバにマウントしたときに、そのサーバのインストー

ルは完了しているが設定が完了していない場合、設定ファイルが検出されて設定が行われます。
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たとえば、次の図に示すように、iPod に複数の設定ファイルを保存して、設定ファイルに対応
する最初のサーバにiPodを接続してください：

そのiPodを次のサーバに接続してください：

各サーバでは、サーバ固有の設定ファイルが認識されます。設定ファイルが、名前に何らかの

サーバ ID を使っていて、既知の場所に配置されているためです。たとえば、シリアル番号の最
初の8 文字がWXYZ1234であるサーバは、「/Volumes/MyIPod/AutoServerSetup/
WXYZ1234.plist」という設定ファイルを使って、自動的に設定を行います。サーバのIP アドレ
スが、IDとして使われることもあります。IPアドレスが10.0.0.4のサーバは、「/Volumes/MyIPod/
AutoServerSetup/10.0.0.4.plist」という設定ファイルを使用します。

1 つのファイル（たとえば、「generic.plist」）を使って、複数のサーバを設定することもできま
す。この方法は、サーバ固有の設定データを使用する必要がなく、サーバのネットワークID が
DHCPを使って設定される場合に使用できます。

設定ファイルの名前の付けかたおよび使いかたについて詳しくは、 123ページの「保存済み設定
データをサーバが検索する方法」を参照してください。

ディレクトリ内で設定を使用する
サーバがアクセスするディレクトリに設定データを保存して、そのファイルを使ってインストー

ル先のサーバの設定を自動化することができます。

複数のサーバの設定を自動化するときには、ディレクトリに設定データを保存すると、最も効率

的です。ただし、この方法を使用するには、インストール先のサーバがそのディレクトリに保存

されている設定データを検出できるように、システム環境をあらかじめ設定する必要があります。

iPod

iPod
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このとき、最も重要なコンポーネントは、DHCPおよびOpenDirectoryになります。下の図を
参照してください：

この例では、OpenDirectoryサーバが、設定データの保存されているLDAPディレクトリを管
理しています。OpenDirectoryサーバのアドレスは、別のサーバ上で動作しているDHCPサー
ビスに登録されています。DHCP サービスは、インストール先のサーバにIP アドレスを割り当
てるときに、OpenDirectory サーバのアドレスをサーバに渡します。インストール先のサーバ
は、既知のLDAPディレクトリに保存されている設定データを検出し、そのデータを使って設定
を行います。

設定データは、アップルのOpenLDAP ディレクトリに保存でき、保存済み設定データで使われ
ているアップルのスキーマ機能拡張に対応していれば、別のディレクトリにも保存できます。

「Open Directory の管理」を参照してください。

設定ファイルの名前の付けかたおよび使いかたについて詳しくは、 123ページの「保存済み設定
データをサーバが検索する方法」を参照してください。

保存済み設定データをサーバが検索する方法
新規インストールしたサーバは、保存されている設定データを検出し、そのデータを使ってサー

バ自体を自動的に設定します。このとき、次の検索順序を使用します。ここで説明する基準に一

致する設定データを検出すると、検索を中止し、そのデータを使ってサーバ自体を自動的に設定

します。
1 ローカルマウントされているボリュームの「/Volumes/*/AutoServerSetup/」から設定ファイ
ルを検索します。* は、ファイルシステム（装置）の名前です。

サーバは、装置名のアルファベット順にボリュームを検索します。MAC アドレス、IP アドレス、
DNS名の一部、内蔵ハードウェアシリアル番号、完全修飾DNS名、IPアドレスの一部、または
「generic.plist」が名前に含まれ、拡張子が「.plist」のファイルが検索されます。

2 次に、「AutoServerSetup」という名前のパスの下で、使用するように構成されているディレク
トリから設定レコードを検索します。

サーバは、MACアドレス、IPアドレス、DNS名の一部（myserver）、内蔵ハードウェアシリア
ル番号、完全修飾DNS 名（myserver.example.com）、IP アドレスの一部、または「generic」
が名前に含まれるレコードをこの順に検索します。

DHCPサーバOpen Directoryサーバ
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設定データが暗号化されている場合は、サーバ自体を自動的に設定する前に正しいパスフレーズ

が必要になります。「サーバアシスタント」を使ってパスフレーズを対話的に入力するか、また

は「/Volumes/*/AutoServerSetup/< パスフレーズファイル>」のテキストファイルにパスフ
レーズを指定します。

サーバは、ファイルシステム名のアルファベット順にボリュームを検索します。MAC アドレス、
IPアドレス、DNS名の一部、内蔵ハードウェアシリアル番号、完全修飾DNS名、IPアドレスの
一部、または「generic」が名前に含まれ、拡張子が「.pass」のファイルが検索されます。

重要：アップグレードを実行するときは、保存した設定データがアップグレード中のサーバに
よって意図せずに検出されたり使用されたりしないようにしてください。保存した設定データが

使用されると、既存のサーバ設定が保存した設定で上書きされます。

次の2 つのセクションでは、保存済み設定データの使いかたについて詳しく説明します。

ファイルに保存したデータを使ってサーバを自動的に設定する
サーバソフトウェアをサーバにインストールしたら、ファイルに保存したデータを使ってサーバ

を自動的に設定することができます。

ファイルの設定データを保存および適用するには：
1 設定したい各サーバの「Mac OS X Server 詳細ワークシート」に必要事項を記入します。

「Mac OS X Server 詳細ワークシート」は付録にあります。

2 管理用コンピュータで、「/アプリケーション/サーバ/」にある「サーバアシスタント」を開きます。

「サーバアシスタント」は、管理用コンピュータの管理者でなくても使用できます。

3 「ようこそ」パネルで「詳細設定情報をファイルまたはディレクトリレコードに保存」を選択し
て、サーバをオフラインモードにします。このとき、サーバをネットワークに接続する必要はあ

りません。

4 「言語」パネルでサーバの管理に使用する言語を指定します。

5 設定ファイルを作成する場合は、手順6 に進みます。既存の設定ファイルを使う場合は、手順7 に
進みます。

汎用的な設定ファイルを作成して、そのファイルを複数のサーバの設定に使いたい場合は、ネッ

トワーク名（コンピュータ名およびローカルホスト名）を指定しないで、各ネットワークイン

ターフェイス（ポート）が「DHCPサーバを参照」または「BootPサーバを参照」に設定されて
いることを確認してください。

6 「続ける」をクリックし、「サーバアシスタント」の指示に従いながら、すべてのパネルに設定
データを入力します。

7 「言語」パネルで、「ファイル」＞「構成ファイルを開く」または「ファイル」＞「ディレクトリ
レコードを開く」と選択して、使用したい設定データを読み込みます。保存済みの設定データが

暗号化されている場合は、パスフレーズを要求されたらパスフレーズを入力します。

（オプション）「表示」＞「レビューにジャンプ」と選択して、設定データを確認します。必要に

応じて「戻る」を使ってデータを変更します。
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8 「ネットワークインターフェイス」パネルで、「追加」をクリックしてネットワークインターフェ
イスを指定します。

9 設定データの指定が終了したら、「サーバアシスタント」に表示される設定の要約を確認し、必

要な場合は「戻る」をクリックしてデータを変更します。

10 「別名で保存」をクリックして、「構成ファイル」を選択します。

11 ファイルを暗号化するときは、「暗号化フォーマットで保存する」を選択し、パスフレーズを入

力および確認入力します。

パスフレーズは、暗号化した設定ファイルをそのサーバが使用する前に入力する必要があります。

12 「OK」をクリックして、ファイルの保存先に移動します。次のいずれかの方法を使ってファイル
に名前を付け、「保存」をクリックします。

サーバは、設定ファイルを検索するときに、次の順序でファイルを検索します。

<サーバのMACアドレス>.plist（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。
例：0030654dbcef.plist）。

<サーバのIP アドレス>.plist（例：10.0.0.4.plist）。

<サーバのDNS名の一部>.plist（例：myserver.plist）。

<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>.plist（最初の8文字のみ。例：ABCD1234.plist）。

<サーバの完全修飾DNS名>.plist（例：myserver.example.com.plist）。

<サーバのIP アドレスの一部>.plist（例：10.0.plistは10.0.0.4 や10.0.1.2に一致します）。

generic.plist（すべてのサーバによって認識されます。同じ設定値を必要とする複数のサーバを
設定する場合に使用します）。

13 サーバが検索できる場所に設定ファイルを配置します。

サーバは、ローカルマウントされているボリュームの「/Volumes/*/AutoServerSetup/」内に
ある設定ファイルを検出できます。* は、「/Volumes」の下にマウントされている装置です。マ
ウントされる装置には、サーバのハードディスク、iPod、DVD、CD、FireWire ドライブ、USB
ドライブ、またはサーバに接続されているその他の装置があります。

たとえば、AdminiPodという名前のiPodをマウントしている場合、使用されるパスは「/Volumes/
AdminiPod/AutoServerSetup/<設定ファイル名>」になります。

14 設定データが暗号化されている場合は、パスフレーズをサーバで使用できるようにします。

パスフレーズは、「サーバアシスタント」を使って対話的に入力するか、またはテキストファイ

ルに指定します。

パスフレーズをファイルに指定する場合は、手順15 に進みます。パスフレーズを対話的に入力
する場合は、手順16 に進みます。

15 パスフレーズをファイルに指定するときは、テキストファイルを作成して、保存済み設定ファイ

ルのパスフレーズを最初の行に入力し、次のいずれかの名前を使ってファイルを保存します。

サーバは、次の順序でファイルを検索します。
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<サーバのMACアドレス>.pass（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。
例：0030654dbcef.pass）。

<サーバのIP アドレス>.pass（例：10.0.0.4.pass）。

<サーバのDNS名の一部>.pass。（例：myserver.pass）。

<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>.pass（最初の8文字のみ。例：ABCD1234.pass）。

<サーバの完全修飾DNS名>.pass（例：myserver.example.com.pass）。

<サーバのIP アドレスの一部>.pass（例：10.0.passは10.0.0.4や10.0.1.2 に一致します）。

generic.pass（すべてのサーバによって認識されます）。

パスフレーズのファイルは、サーバにローカルマウントされているボリューム上の、「/Volumes/
*/AutoServerSetup/< パスフレーズファイル>」に保存してください。* は、「/Volumes」の
下にマウントされている装置です。

16 パスフレーズを対話的に入力するときは、サーバに接続できる管理用コンピュータで「サーバア

シスタント」を使用します。

a「ようこそ」または「インストール先」パネルで、「ファイル」＞「パスフレーズを入力」と選
択します。

b 表示されたダイアログボックスに、サーバのIPアドレス、パスワード、およびパスフレーズを
入力します。

c「送信」をクリックします。

17 汎用的な設定ファイルを使用していて、シリアル番号がサイトライセンス登録されていない場合

は、設定後に「サーバ管理」またはコマンドラインを使用してサーバのシリアル番号を指定する

必要があります。

「サーバ管理」でサーバを選択し、「設定」をクリックして、「一般」をクリックします。または、

「ターミナル」アプリケーションで、sshを使用してサーバに接続し、 serversetup 

-setServerSerialNumberコマンドを入力します。

保存済み設定ファイルのレイアウトに関する説明、および serversetup コマンドについての詳

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

ディレクトリに保存したデータを使ってサーバを自動的に設定する
サーバソフトウェアをサーバにインストールしたら、ディレクトリに保存したデータを使って

サーバを自動的に設定することができます。この方法を使用する場合は、以下の手順で説明する

ように、ディレクトリとDHCP の環境があらかじめ設定されている必要があります。

ディレクトリレコードの設定データを保存および適用するには：
1 設定データの保存先のディレクトリが存在すること、ディレクトリのスキーマが保存済み設定

データに対応していること、および使用している管理用コンピュータからそのディレクトリにア

クセスできることを確認します。
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「Open Directory の管理」では、ディレクトリの設定方法とアクセス方法について説明していま
す。このガイドでは、保存済み設定データのスキーマについても説明しています。アップルの
OpenLDAP ディレクトリは、保存済み設定データに標準で対応していますが、ほかのディレク
トリの場合は、スキーマを拡張する必要があります。

2 設定したい各サーバの「Mac OS X Server 詳細ワークシート」に必要事項を記入します。

「Mac OS X Server 詳細ワークシート」は付録にあります。

3 管理用コンピュータで、「/アプリケーション/サーバ/」にある「サーバアシスタント」を開きます。

「サーバアシスタント」は、管理用コンピュータの管理者でなくても使用できます。

4 「ようこそ」パネルで「詳細設定情報をファイルまたはディレクトリレコードに保存」を選択し
て、サーバをオフラインモードにします。このとき、サーバをネットワークに接続する必要はあ

りません。

5 「言語」パネルでサーバの管理に使用する言語を指定します。

6 新しい設定データを作成する場合は、手順7に進みます。既存の設定データを使う場合は、手順
8に進みます。

汎用的な設定ファイルを作成している場合は、ネットワーク名（コンピュータ名およびローカル

ホスト名）を指定しないで、各ネットワークインターフェイス（ポート）が「DHCPサーバを参
照」または「BootP サーバを参照」に設定されていることを確認してください。

7 「続ける」をクリックし、「サーバアシスタント」の指示に従いながら、すべてのパネルに設定
データを入力します。

8 「言語」パネルで、「ファイル」＞「構成ファイルを開く」または「ファイル」＞「ディレクトリ
レコードを開く」と選択して、使用したい設定データを読み込みます。

保存済みの設定データが暗号化されている場合は、パスフレーズを要求されたらパスフレーズを

入力します。

（オプション）「表示」＞「レビューにジャンプ」と選択して、設定データを確認します。必要に

応じて「戻る」を使ってデータを変更します。

9 「ネットワークインターフェイス」パネルで、「追加」をクリックしてネットワークインターフェ
イスを指定します。

10 設定データの指定がすべて終了したら、「サーバアシスタント」に表示される設定の要約を確認

し、必要な場合は「戻る」をクリックしてデータを変更します。

11 「別名で保存」をクリックして、「ディレクトリレコード」を選択します。

12 ファイルを暗号化するときは、「暗号化フォーマットで保存する」を選択し、パスフレーズを入

力および確認入力します。

パスフレーズは、暗号化したディレクトリレコードをそのサーバが使用する前に入力する必要が

あります。

13 設定を保存したいディレクトリを指定して、設定レコードに名前を付け、「OK」をクリックしま
す。ディレクトリドメイン管理者として認証されるために必要な情報の入力を要求されたら、そ

れらの情報を入力します。
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設定は、「AutoServerSetup」内のディレクトリに保存されます。

サーバは、次の順序でレコード名を検索します。

<サーバのMACアドレス>（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。例：0030654dbcef）。

<サーバのIP アドレス>（例：10.0.0.4）。

<サーバのDNS名の一部>（例：myserver）。

<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>（最初の8文字のみ。例：ABCD1234）。

<サーバの完全修飾DNS名>（例：myserver.example.com）。

<サーバのIP アドレスの一部>（例：10.0は10.0.0.4 や10.0.1.2に一致します）。

generic（すべてのサーバによって認識されます。同じ設定値を必要とする複数のサーバを設定
する場合に使用します）。

14 環境が適切に設定され、設定しているサーバが保存済み設定レコードを検出できることを確認し

ます。

設定レコードが保存されているディレクトリサーバが動作している必要があります。サーバがそ

のディレクトリサーバを認識できるように、Option95を使ってDHCPサーバを構成する必要が
あります。また、ディレクトリデータにDNS 名が含まれている場合は、DNSサーバを構成しな
ければならない場合があります。

環境についての詳細は、30ページの「サーバ設定のシステム環境要件を定義する」を参照して
ください。「Open Directory の管理」と「ネットワークサービスの管理」では、ディレクトリと
DHCPを設定するための手順について説明しています。

15 設定データが暗号化されている場合は、パスフレーズをサーバで使用できるようにします。

パスフレーズは、サーバアシスタントを使って対話的に入力するか、またはテキストファイルに

指定します。

パスフレーズをファイルに指定する場合は、手順16 に進みます。パスフレーズを対話的に入力
する場合は、手順17に進みます。

16 パスフレーズをファイルに指定するときは、テキストファイルを作成して、保存済み設定ファイ

ルのパスフレーズを最初の行に入力し、次のいずれかの名前を使ってファイルを保存します：

サーバは、次の順序でファイルを検索します。

<サーバのMACアドレス>.pass（先頭の0を含みますが、コロンは省略します。
例：0030654dbcef.pass）。

<サーバのIP アドレス>.pass（例：10.0.0.4.pass）。

<サーバのDNS名の一部>.pass。（例：myserver.pass）。

<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>.pass（最初の8文字のみ。例：ABCD1234.pass）。

<サーバの完全修飾DNS名>.pass（例：myserver.example.com.pass）。

<サーバのIP アドレスの一部>.pass（例：10.0.passは10.0.0.4や10.0.1.2 に一致します）。

generic.pass（すべてのサーバによって認識されます）。
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パスフレーズのファイルは、サーバにローカルマウントされているボリューム上の、「/Volumes/
*/AutoServerSetup/< パスフレーズファイル >」に配置してください。* は、ディレクトリ
「/Volumes」の下にマウントされている装置です。

17 パスフレーズを対話的に入力するときは、サーバに接続できる管理用コンピュータで「サーバア

シスタント」を使用します。

a「ようこそ」または「インストール先」パネルで、「ファイル」＞「パスフレーズを入力」と選
択します。

b 表示されたダイアログボックスに、サーバのIPアドレス、パスワード、およびパスフレーズを
入力します。

c「送信」をクリックします。

18 汎用的な設定レコードを使用していて、サーバのシリアル番号がサイトライセンス登録されてい

ない場合は、設定後に「サーバ管理」またはコマンドラインを使用してサーバのシリアル番号を

指定する必要があります。

「サーバ管理」でサーバを選択し、「設定」をクリックして、「一般」をクリックします。コマン

ドラインを使用するときは、「ターミナル」アプリケーションで、ssh を使用してサーバに接続
し、 serversetup -setServerSerialNumber コマンドを入力します。

ディレクトリに保存した設定データのスキーマについては、「Open Directoryの管理」を参照して
ください。 serversetupについては、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」
を参照してください。

設定の状況を確認する
設定が完了すると、通常はサーバが再起動して、ログインウインドウが開きます。設定が成功し

なかった場合、通知を受ける方法がいくつかあります。

「インストール先」パネルを使用して設定の状況を確認する
「サーバアシスタント」の「インストール先」パネルには、エラー情報が表示されます。このパ

ネルにアクセスするときは、「ようこそ」パネルで「リモートサーバを設定する」を選択し、「続

ける」をクリックします。

サーバがリストにない場合は、「追加」をクリックしてリストに表示します。サーバを選択し、表

示される情報を確認します。

監視したいサーバのリストを「インストール先」パネルに保存するには、「ファイル」＞「サー

バのリストを保存」と選択します。それらのサーバの状況を監視したいときは、「ファイル」＞
「サーバのリストを読み込み」と選択します。

設定時の障害を処理する
サーバの設定に失敗した場合は、そのサーバの「/システム/ライブラリ/ServerSetup/
Configured/POR.err」にエラーログが作成されます。このログの内容は、リモートの管理用コン
ピュータで表示できます。また、ログファイルを削除することもできます。
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「サーバアシスタント」の「インストール先」パネルでサーバのエラーアイコンをダブルクリッ

クします。プリセットパスワードを要求されたらプリセットパスワードを入力し、「送信」をク

リックします。

ログの内容が表示されます。「削除」をクリックすると、そのログファイルを削除できます。設

定をもう一度開始するには、このファイルを削除する必要があります。

ファイルまたはディレクトリレコードに保存した設定データの使用時に、パスフレーズファイル

が見つからないために設定に失敗した場合は、次の操作を行うことができます：

Â「サーバ管理」を使用して、パスフレーズを対話的に指定できます。「インストール先」パネル

で、「ファイル」＞「パスフレーズを入力」と選択します。

Â テキストファイルにパスフレーズを指定できます。パスフレーズのファイルは、サーバにロー

カルマウントされているボリューム上の、「/Volumes/*/AutoServerSetup/< パスフレーズ
ファイル>」に配置してください。* は、「/Volumes/」の下にマウントされている装置です。
サーバは、装置名のアルファベット順にボリュームを検索します。

何かほかの理由でリモートサーバの設定に失敗した場合は、サーバソフトウェアを再インストー

ルしてもう一度初期設定を行ってください。

ローカルサーバの設定に失敗した場合は、コンピュータを再起動し、もう一度「サーバアシスタ

ント」を実行して設定をやり直すか、またはサーバソフトウェアを再インストールしてください。

設定時の警告を処理する
設定が完了しても注意が必要な状況が存在するときは、サーバの「/ライブラリ/Logs/
ServerAssistant.POR.status」に警告ログが作成されます。サーバの「ServerAssistant.status」
というデスクトップリンクをクリックすると、このファイルが開きます。

次に、ログに記録される可能性のあるメッセージの一部を示します：

Â サーバソフトウェアのシリアル番号が無効です。「サーバ管理」を開いて、「サーバ」リストか

らサーバを選択し、「設定」をクリックして、「一般」をクリックします。正しいシリアル番号

を入力し、「保存」をクリックします。

Â このサーバが汎用的なファイルまたはディレクトリレコードを使用して設定されていて、シリ

アル番号がサイトライセンス登録されていないために、「サーバ管理」を使用してサーバソフ

トウェアのシリアル番号を入力する必要があります。「サーバ管理」を開いて、「サーバ」リス

トからサーバを選択し、「設定」をクリックして、「一般」をクリックします。正しいシリアル

番号を入力し、「保存」をクリックします。

Â 設定データに定義されているサーバ管理者ユーザが、アップグレードしたサーバにすでに存在

しています。

アップグレードインストールの状況に関する情報を取得する
アップグレードを実行すると、ログファイルがサーバに保存されることがあります。アップグ

レードログについては、「アップグレードおよび移行」のアップグレードに関する情報を参照し
てください。



第6章    サーバの初期設定 131



サービスを設定する
詳細構成を設定した後に、「サーバ管理」を使ってサービスを構成し、「ワークグループマネー

ジャ」を使ってユーザとグループを追加する必要があります。

ここでは、各サービスの初期設定について説明し、ユーザの要件に合わせてサービスを調整する

場合の参照先を紹介します。

サーバリストにサービスを追加する
サービスを設定するには、その前に「サーバ管理」のサーバリストにサービスを追加する必要が

あります。たとえば、デフォルトでは、サーバのサービスは何も表示されていません。管理する

サービスを選択すると、対応する構成パネルがリストのコンピュータ名の下に表示されます。

はじめて「サーバ管理」を起動して新しくインストールしたサーバに接続すると、そのサーバで

設定および構成したいサービスを選択することを要求されます。必要なサービスをリストから選

択すると、それらのサービスがサーバリストのサーバホスト名の下に表示されます。

サービスを有効にしたり構成したりするには、管理されたサービスのリストにそのサービスを追

加する必要があります。

管理するサービスを変更するには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 入にしたい各サービスのチェックボックスを選択します。

OpenDirectoryを設定する
サーバをほかの製造元のディレクトリシステムと統合する場合、またはアップグレードするサー

バのディレクトリ構造をすぐに変更しなければならない場合を除いて、サーバを設定していると

きに構成したディレクトリを使って、設定を開始できます。

「Open Directory の管理」では、以下の設定に関する説明を含めて、OpenDirectory のドメイ
ンと認証のあらゆる設定について詳しく説明しています。

Â クライアントコンピュータの共有ディレクトリデータに対するアクセス権を設定する

Â


OpenDirectoryのマスターのLDAPディレクトリ情報と認証情報を複製する

Â


ActiveDirectoryなどのアップル以外のディレクトリと統合する

Â シングルサインオンを構成する

Â


Kerberosなどの認証技術を使用する

ユーザ管理を設定する
インターネットコンテンツ（Web ページなど）を提供したり演算クラスタを実行するためにサー
バを使用する場合を除いて、サーバを設定したときに作成した管理者アカウント以外に、ユーザ

アカウントを設定することをお勧めします。
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「ユーザの管理」では、「ワークグループマネージャ」を使ってディレクトリに接続する方法、ユー
ザ設定を定義する方法、グループアカウントとコンピュータリストを設定する方法、管理された

環境設定を定義する方法、およびアカウントを読み込む方法について説明しています。

ユーザアカウントを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」を開きます。

2 ディレクトリ管理者としてディレクトリに認証してもらいます。

3 アプリケーションウインドウの上部にある「アカウント」ボタンをクリックして、ユーザを追加

するディレクトリを選択します。

4 「新規ユーザ」ボタンをクリックします。

5 表示されたパネルでユーザ設定を指定します。

ユーザアカウントは、「ワークグループマネージャ」を使用してファイルから設定を読み込むこ

とによって設定できます。

ファイルサービスを設定する
ファイル共有サービスを入にすると、ユーザは選択されたフォルダ内の項目を共有できます。

「サーバ管理」を使って、ファイルサービスと共有ポイントを有効にして構成します。Leopard
サーバより前のMacOSXServerバージョンでは、共有ポイントは「ワークグループマネージャ」
を使って作成していました。この機能は、「サーバ管理」に移行されています。

「ファイルサービスの管理」では、さまざまなプロトコルを使用してファイルを共有するために、
共有ポイントを作成、構成、および管理する方法について説明しています。

ファイル共有を設定するには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 入にしたい各ファイルサービスのチェックボックスを選択します。 

Macintosh コンピュータと共有する場合は、Apple ファイルサービス（AFP サービス）を入に
します。

Windowsコンピュータと共有する場合は、SMBサービスを入にします。

FTP（FileTransferProtocol）を使ってアクセスする場合は、FTPサービスを入にします。

UNIXコンピュータと共有する場合は、NFSサービスを入にします。

4 ツールバーで「ファイル共有」を選択します。

5 共有したいボリュームまたはフォルダを選択します。

6 共有したいフォルダまたはボリュームごとに「共有」を選択します。

7 その他のタブをクリックして、共有ポイントの属性を指定します。
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プリントサービスを設定する
プリントサービスを入にすると、サーバのユーザは、PostScript ネットワークプリンタまたは
サーバに直接接続されているPostScriptプリンタとPostScript以外のプリンタを共有できます。

サーバに接続されているUSB プリンタのキューは自動的に設定されます。ネットワークプリン
タのプリンタキューは自動的に設定されませんが、簡単に追加できます。

共有プリンタキューを設定するには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 「プリント」サービスのチェックボックスを選択します。

4 サーバの下にあるリストから、「プリント」サービスを選択します。

サービスが実行されていない場合は、「プリントを開始」ボタンをクリックします。

5 「キュー」をクリックします。

6 「追加」（＋）ボタンをクリックします。

7 接続プロトコルを選択し、プリンタを指定して、「OK」をクリックします。

MacOSXコンピュータのユーザは、「プリンタ設定ユーティリティ」を使ってプリンタを追加で
きます。

プリントサービスの設定について詳しくは、「プリントサービスの管理」を参照してください。

Web サービスを設定する
MacOSXServerに用意されている「ApacheHTTPServer」を使って、メインサーバおよびユー
ザのWeb サイトを提供できます。

「サーバアシスタント」でWeb サービスを入にした場合は、サーバおよびユーザフォルダから
HTMLページの提供を開始できます。

Â メインサーバの Web サイトを表示するには、サーバへのアクセス権を持つコンピュータで
Webブラウザを開き、サーバのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

Â ユーザのWebサイトを表示するには、サーバのアドレスの後にスラッシュ（/）、ティルダ（~）、
およびユーザのユーザ名（ショートネーム）を追加します。たとえば、次のように入力します。 

http://192.268.2.1/~someuser

実行されていないWebサービスを入にするには：
1 メインサーバのWebサイトのHTMLファイルがある場合は、それらのファイルを「/ライブラリ/

WebServer/」ディレクトリの「書類」フォルダにコピーします。

Webサイトを構成するファイルがフォルダにまとめられている場合は、フォルダ構造全体を「書
類」フォルダにコピーします。

ユーザのWebサイトの場合は、ユーザのホームフォルダの「サイト」フォルダにファイルを配
置します。
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Web コンテンツのファイルとフォルダに必要なアクセス権と所有権が設定されていることを確
認してください。通常のWebアクセスおよび WebDAVによる読み出し専用アクセスを行う場合
には、wwwユーザに対して、ファイルへの読み出しアクセス権を割り当て、フォルダ（すべて
の親フォルダを含みます）への読み出し／検索アクセス権を割り当てる必要があります。また、
WebDAV による読み出し／書き込みアクセスを行う場合は、「www」という名前のユーザに対
して、ファイルへの書き込みアクセス権を割り当て、それらのファイルを直接内包しているフォ

ルダへの書き込みアクセス権を割り当てる必要があります。

独自のHTMLファイルがまだない場合でも、Web サービスを入にして、MacOSXServerに用
意されているデフォルトの開始ページを使用すれば、Web サービスの動作を確認できます。

2 「サーバ管理」を開きます。

3 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

4 「Web」サービスのチェックボックスを選択します。

5 サーバの下にあるリストで、Webサービスのボタンをクリックします。

6 サービスが実行されていない場合は、ツールバーの「サービスを開始」ボタンをクリックします。

「Web テクノロジーの管理」では、WebサイトにSSLを設定する方法、WebMailを使用可能に
する方法、ファイル共有にWebDAVを使用する方法を含めて、Webサービスのさまざまな機能
について説明しています。

メールサービスを設定する
完全なメールサービスをユーザに提供するには、構成を追加する必要がありますが、ここではそ

れらについて説明しません。「メールサービスの管理」では、メールサーバを設定および管理す
るための手順について説明しています。

ネットワークサービスを設定する
サーバから以下のネットワークサービスを提供したい場合は、「ネットワークサービスの管理」の
設定手順を参照してください。

Â


DHCPサービス

Â


DNS　

Â ファイアウォールサービス

Â


NetworkAddressTranslation（NAT）

Â


RADIUS

Â



VPN

Â ネットワーク・タイム・サービス

システムイメージおよびソフトウェア・アップデートのサービスを設定する
NetBootおよびNetInstallを使って、クライアントのオペレーティングシステムおよびその他の
ソフトウェアを簡単に管理およびインストールしたい場合は、「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」を参照してください。
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このガイドでは、ほかのMacintosh コンピュータをディスクイメージからネットワーク経由で
起動したり、ほかのMacintosh コンピュータにネットワーク経由でディスクイメージをインス
トールできるように、ディスクイメージを作成してMacOSXServer を設定する方法について
も説明しています。

また、このガイドでは、ソフトウェア・アップデート・サービスを設定する方法についても説明

しています。このサービスを利用すると、クライアントコンピュータのアップルのソフトウェア

のアップデートをカスタマイズできます。

NetBootおよびNetInstallサービスを管理できるようにするには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 「NetBoot」サービスのチェックボックスを選択します。

メディアストリーミングおよびブロードキャストを設定する
メディアストリームをライブまたはオンデマンドでクライアントコンピュータに配信するスト

リーミングサーバを管理する方法については、「QuickTime Streaming および Broadcasting の
管理」を参照してください。

QuickTime ストリーミングサービスを管理できるようにするには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 「QuickTimeStreaming」サービスのチェックボックスを選択します。

Podcastプロデューサーを設定する
配信されたメディアをクライアントコンピュータに配信する Podcast制作サーバを管理する方法
については、「Podcastプロデューサーの管理」を参照してください。

Podcastプロデューサーサービスを管理できるようにするには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 「Podcastプロデューサー」サービスのチェックボックスを選択します。

WebObjectsサービスを設定する
WebObjectsアプリケーションを開発する場合は、
developer.apple.com/referencelibrary/WebObjects/にある「WebObjectsReferenceLibrary」
を参照してください。WebObjects アプリケーションサーバを設定する場合は、「WebObjects
ReferenceLibrary」の「Deployment」のセクションを参照してください。WebObjectsサービ
スについて詳しくは、「Web テクノロジーの管理」を参照してください。

http://developer.apple.com/referencelibrary/WebObjects/
http://developer.apple.com/referencelibrary/WebObjects/




136 第6章    サーバの初期設定





WebObjectsサービスを管理できるようにするには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 「WebObjects」サービスのチェックボックスを選択します。

iChatサービスを設定する
ユーザが連絡を取り合うのに役立つサービス（たとえば、メールサービスやファイルサービス、

グループのアカウントや環境設定）についてはすでに説明しましたが、ほかにiChatサーバを設
定することもできます。

「サーバ管理」を使用して iChat サービスを設定する方法については、「iChat サービスの管理」
で説明しています。

iChatサービスを管理できるようにするには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 「iChat」サービスのチェックボックスを選択します。

iCalサービスを設定する
iCalサービスを入にすると、各ユーザやグループのカレンダーを共有して編集できます。CalDAV
対応のカレンダーアプリケーションを使えば、ほかのユーザとカレンダーを共有、表示、および

編集できます。

「サーバ管理」を使ってiCalサービスを設定するには、「iCalサービスの管理」を参照してください。

iCalサービスを管理できるようにするには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックしてから、「サービス」タブをクリッ

クします。

3 「iCal」サービスのチェックボックスを選択します。
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7 管理

この章では、管理用コンピュータの設定、管理者の指定、サービスの
使用可能時間の管理など、システムを継続的に管理する方法について
説明します。

次のセクションで構成されています：

Â



138ページの「管理に使用するポート」

Â



138ページの「デフォルトで開いているポート」

Â



138ページの「サーバの管理に使用できるコンピュータ」

Â


140ページの「管理ツールを使用する」

Â


140ページの「サーバ管理を開く／サーバ管理で認証する」

Â


141ページの「サーバ管理でサーバを追加する／取り除く」

Â


142ページの「サーバを手動でグループ化する」

Â


142ページの「スマートグループを使ってサーバをグループ化する」

Â


143ページの「特定のサーバの設定を操作する」

Â


147ページの「サービスを管理する」

Â


151ページの「階層化された管理アクセス権」

Â


152ページの「ワークグループマネージャの基本」

Â


153ページの「アカウントを管理する」

Â


157ページの「バージョン10.5のサーバからバージョン10.5より前のコンピュータを操作する」

Â


157ページの「サービスの構成アシスタント」

Â


157ページの「重要な構成ファイルとデータファイル」

Â


161ページの「サービスの可用性を向上させる」

Â


163ページの「サーバの自動再起動を設定する」

Â


170ページの「負荷分散」

Â


171ページの「デーモンの概要」
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管理に使用するポート
アップルの管理アプリケーションが機能するには、次のポートが有効になっている必要があり

ます。

さらに、サーバで実行したいサービスごとに、ほかのポートを有効にする必要があります。ポー

トのリファレンスガイドについては、「ネットワークサービスの管理」および該当するサービス
のマニュアルを参照してください。

デフォルトで開いているポート
詳細モードでサーバを設定した後は、デフォルトではファイアウォールが切になっているので、

すべてのポートが開いています。ファイアウォールを入にすると、以下のポートを除いて、すべ

ての送信元IPアドレスについてすべてのポートがブロックされます：

サーバの管理に使用できるコンピュータ
視覚的な管理アプリケーション（「/ アプリケーション/サーバ/」にあります）を使ってローカ
ルでサーバを管理するには、そのサーバにサーバ管理者としてログインして目的のアプリケー

ションを開きます。

リモートサーバを管理する場合は、管理用コンピュータのアプリケーションを開きます。管理用

コンピュータは、「Mac OS X Server Admin Tools」CD から管理ツールをインストールした
MacOSXServerまたはMacOSXv10.5以降のコンピュータです。139ページの「管理用コン
ピュータを設定する」を参照してください。

MacOSXServerまたはMacOSXコンピュータの「ターミナル」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）から、コマンドラインツールを実行することもで
きます。コマンドラインツールは、UNIXワークステーションからも実行できます。

ポートの番号と種類 使用するツール
22TCP SSHコマンドラインシェル

311TCP サーバ管理（SSLを使用）

625TCP ワークグループマネージャ

389、686TCP ディレクトリ

80TCP QuickTimeStreamingManagement

4111TCP XgridAdmin

ポートの番号と種類 サービス
22TCP SSHコマンドラインシェル

311TCP サーバ管理（SSLを使用）

626UDP シリアル番号サポート

625TCP リモート・ディレクトリアクセス

ICMP（受信と送信） 標準のping

53UDP DNSによる名前解決
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管理用コンピュータを設定する
管理用コンピュータとは、MacOSX またはMacOSXServerv10.5 以降がインストールされ、
リモートサーバの管理に使用するコンピュータのことです。

次の図では、管理用コンピュータから、管理用コンピュータを使用して管理するサーバの方向に

矢印が引かれています。

MacOSXServerのインストールと設定が完了し、ディスプレイ、キーボード、および光学式ド
ライブが取り付けられていれば、そのコンピュータを管理用コンピュータとして使用できます。
MacOSXコンピュータを管理用コンピュータにするには、追加ソフトウェアをインストールす
る必要があります。

MacOSX コンピュータから行うMacOSXServerのリモート管理を有効にするには：
1


MacOSXコンピュータにv10.5以降のMacOSXがインストールされていることを確認します。
さらに、そのコンピュータのRAMが512MB以上あり、1GB以上の未使用のディスク領域があ
ることを確認します。

2 「Mac OS X ServerAdmin Tools」CDを挿入します。

3 「Installer」フォルダを開きます。

4 インストーラ（「ServerAdministrationSoftware.mpkg」）を起動して、画面に表示される指示に
従ってください。

MacOSX以外のコンピュータを管理に使用する
MacOSX以外のコンピュータ（ UNIX ワークステーションなど）でも、SSH に対応している場
合は、コマンドラインツールを使ってMacOSXServerを管理できます。詳しくは、「コマンド
ライン管理（Command-Line Administration）」を参照してください。

VNC ビューアを実行できるコンピュータを使用して、MacOSXServer を管理することもでき
ます。VNCを使ってサーバを管理する場合も、サーバのローカルのキーボード、マウス、および
モニタを使用する場合と同じように管理できます。

MacOSXServer で VNC サーバを有効にするには、「システム環境設定」の「共有」パネルで
「画面共有」を有効にします。

Mac OS X Server

Mac OS X
管理用コンピュータ
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管理ツールを使用する
管理ツールについては、次の表に載っているページで説明します。

「サーバ管理」は、1 つまたは複数のMacOSXServerコンピュータのサービスを管理するとき
に使います。「サーバ管理」は、SSL 証明書の作成および管理、サービスにアクセスできるユー
ザとグループの指定など、複数のサービスに対応する設定を指定するときにも使います。

サーバ管理を開く／サーバ管理で認証する
「サーバ管理」は、「/アプリケーション/ サーバ/」にインストールされます。「Finder」で開く
ことができるほか、「Dock」の「サーバ管理」アイコンをクリックするか、「ワークグループマ
ネージャ」ツールバーの「管理」ボタンをクリックして開くこともできます。

操作するサーバを選択するときは、ログイン・ダイアログ・ボックスでサーバの IP アドレスま
たはDNS名を入力するか、「ブラウズ」をクリックしてリストからサーバを選択します。サーバ
管理者のユーザ名とパスワードを指定し、「接続」をクリックします。

使用するアプリケーションまたは
ツール 目的 参照する内容

インストーラ サーバソフトウェアをインストールした
り、v10.2または10.3 からアップグレード
します

77ページ

サーバアシスタント v10.5サーバを設定します。 112ページ

ワークグループマネージャ アカウントとその管理された環境設定を管
理します。

152ページ

サーバ管理 サービスと管理者アクセスを構成および監
視し、共有ポイントを構成します。

QuickTimeメディアストリーミングを設定
および管理します。

143ページ
39ページ

システム・イメージ・ツール NetBootおよびNetInstallのディスクイ
メージを管理します。

48ページ

サーバモニタ Xserveのハードウェアを監視します。 174ページ

QTSSPublisher メディアを管理し、ストリーミングまたは

プログレッシブダウンロードできる状態に
準備します。

49ページ

AppleRemoteDesktop
（オプション）

ほかのMacintoshコンピュータを監視お
よび制御します。

49ページ

コマンドラインツール UNIXコマンドシェルを使ってサーバを管
理します。

49ページ

XgridAdmin ローカルまたはリモートのXgrid コント
ローラ、グリッド、およびジョブを監視し

ます。

50ページ
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サーバ管理でサーバを追加する／取り除く
「サーバ管理」を使用して管理できるサーバは、アプリケーションウインドウの左側にあるサー

バリストに表示されます。

サーバをサーバリストに追加してログインするために、2つの方法を利用できます：
Â 下部のアクションバーにある「追加」（＋）ボタンをクリックして、「サーバを追加」を選択し

ます。

Â メニューバーから「サーバ」＞「サーバを追加」と選択します。

次に「サーバ管理」を開いたときに、追加したサーバがリストに表示されます。リストに表示さ

れるサービスの順序を変更するときは、サーバをリスト内の新しい場所にドラッグします。

同じような方法で、サーバリストからサーバを取り除くことができます。まず取り除くサーバを

選択してから、次のいずれかの操作を行います：

Â 下部のアクションバーにあるアクション実行ボタンをクリックし、「接続解除」を選択してか

ら「サーバを取り除く」を選択します。

Â「サーバ」＞「接続解除」と選択し、メニューバーから「サーバ」＞「サーバを取り除く」と

選択します。

サーバリスト内で淡色で表示されているサーバにもう一度ログインする場合は、そのサーバをダ

ブルクリックするか、ツールバーの「接続」ボタンをクリックします。「サーバ管理」にログイ

ンしているときに「このパスワードをキーチェーンに保存」オプションにチェックマークを付け

ると、次に「サーバ管理」を開いたときに自動接続が有効になります。
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サーバを手動でグループ化する
「サーバ管理」のアプリケーションウインドウのサーバリストには、コンピュータがグループ別

に表示されます。デフォルトのサーバリストは「サーバ」リストと呼ばれます。これらのサーバ

は、サーバリストに追加して認証された、すべての管理対象のコンピュータです。ネットワーク

上のコンピュータを適切に整理するために、ほかのグループを作成することができます。

サーバグループには次の機能があります：

Â 必要な数のリストを作成できます。

Â 複数のリストにサーバを表示できます。

Â グループ分けの条件は、目的に合わせて自由に選択できます。たとえば、場所別、機能別、

ハードウェア構成別、色別に分類できます。

Â グループ名をクリックすると、グループ内のすべてのサーバの状況概要を確認できます。

より対象を絞り込んだサーバグループを「サーバ」リストから作成できます。まず空のリストを

作成してから、「サーバ」リストのサーバをそれらに追加してください。

サーバグループを作成するには：
1 サーバリストの下、つまり「サーバ管理」ウインドウの下部にある「追加」（＋）ボタンをクリッ

クします。

2 「グループを追加」を選択し、グループに名前を付けます。

グループの名前を変更するときは、そのグループをクリックし、マウスを名前の上に数秒間置く

と、名前が編集可能な状態になります。

3 「サーバ」グループのサーバを新しく作成したグループにドラッグしてください。

スマートグループを使ってサーバをグループ化する
「サーバ管理」のアプリケーションウインドウのサーバリストには、コンピュータがグループ別

に表示されます。デフォルトのサーバリストは「サーバ」リストと呼ばれます。これらのサーバ

は、サーバリストに追加して認証された、すべての管理対象のコンピュータです。独自の条件に

基づいて自動的にサーバを集めたリストを作成することもできます。スマートグループを作成し

たら、「サーバ」リスト（または、その他の指定したリスト）に追加したサーバから、条件に一

致するサーバが動的にスマートグループに追加されます。

次の条件のいずれかまたはすべてに一致するものを集めることができます：

Â 表示されているサービス

Â 実行中のサービス

Â ネットワークスループット

Â



CPU の使用率

Â



IPアドレス

Â



OSバージョン
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サーバのスマートグループを作成するには：
1 サーバリストの下、つまり「サーバ管理」ウインドウの下部にある「追加」（＋）ボタンをクリッ

クします。

2 「スマートグループを追加」を選択します。

3 スマートグループに名前を付けます。

4 リストにサーバを追加するための条件を定義し、「OK」をクリックします。

グループがサーバリストに表示されます。

特定のサーバの設定を操作する
一般的なサーバ設定を操作するときは、サーバリストでサーバを選択します。すると、ツール

バーにいくつかのボタンが表示されます。これらは、構成オプションまたは構成オプションのタ

ブです。

下の図は、サーバの「設定」パネルです：

次の表に、各ボタンで表示される内容の概要を示します：

ツールバーのボタン 表示内容

概要 サーバのハードウェア、ソフトウェア、サービス、および状況に関する情報

ログ システムログとセキュリティ・システム・ログ

グラフ サーバの利用状況の履歴のグラフ
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「設定」をクリックすると、次のパネルにアクセスできます：

Â「一般」パネル：  「一般」をクリックすると、サーバのシリアル番号を操作したり、SNMP、
NTP、SSH、リモート管理、およびサーバ側モバイルホーム同期機能のサポートを有効にした
りできます。

SNMP はSimpleNetworkManagementProtocol の省略文字で、コンピュータの監視と管理
を効率的に行うことができる標準のプロトコルです。サーバでは、オープンソースのnet-snmp
プロジェクトをSNMP 実装に使用します。SNMP を使用する、または必要とするサーバ管理
ツールがなくても、SNMP を有効にしておくと、 HPOpenView などの他社製のSNMP ソフ
トウェアからサーバを監視および管理できます。

NTPサービスを有効にするときは、「NTP」（NetworkTimeProtocol）チェックボックスを使
用します。NTP については、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

SSH はSecureShell の省略文字です。サーバでは、オープンソースのOpenSSH プロジェク
トをSSH 実装に使用します。SSH を有効にすると、コマンドラインツールを使用してリモー
トでサーバを管理できます。SSHは、サーバの初期設定、共有の管理、サーバ管理ツールでの
ファイルシステムのパスやフォルダの内容の表示など、リモートサーバのその他の管理作業に

も使用されます。SSHは、OpenDirectory の複製を作成するときは有効にする必要がありま
すが、その後は無効にできます。

リモート管理を使うと、「AppleRemoteDesktop」でサーバを管理できます。「AppleRemote
Desktop」による管理は、「システム環境設定」の「共有」パネルではなく、このパネルで有
効または無効にします。

モバイルホーム同期のためのサーバ側ファイル追跡は、モバイル・ホーム・フォルダの機能で

す。この機能を有効にするタイミングについては、「ユーザの管理」を参照してください。

Â「ネットワーク」パネル：  「ネットワーク」をクリックすると、サーバのコンピュータ名やロー
カルホスト名を表示または変更したり、このサーバのネットワークインターフェイスのリスト

やそれらのアドレス情報を表示したりできます。

コンピュータ名は、ネットワーク（「/ ネットワーク」）のブラウズ時にユーザに表示される名
前です。ローカルホスト名は、通常コンピュータ名から取られますが、変更できます。

ネットワークインターフェイスの表には、インターフェイスの名前、アドレスの種類（IPv4 ま
たはIPv6）、IP アドレス、およびアドレスの逆引き参照によって見つかったDNS 名が表示さ
れます。

共有 ファイル共有フォルダ、共有ポイント、および自動マウントを定義するための構成オプ

ション

サーバアップデート サーバのソフトウェアをアップデートするためにアップルから入手できるソフトウェア・

アップデート

証明書 サーバのセキュリティ証明書

設定 サーバのネットワーク設定、サーバソフトウェアのシリアル番号、サービスアクセス制御、
およびその他の情報

ツールバーのボタン 表示内容
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Â「日付と時刻」パネル：  「日付と時刻」をクリックすると、サーバの日付と時刻、NTP ソース
環境設定、および時間帯を設定できます。NTPについて詳しくは、「ネットワークサービスの
管理」を参照してください。

Â「通知」パネル：  「通知」をクリックすると、MacOSXServer の自動イベント通知を構成でき
ます。

このパネルでは、メールアドレスと通知トリガを設定します。通知について詳しくは、177ペー
ジの「サーバ管理による通知」を参照してください。

Â「アクセス」パネル：  「アクセス」をクリックすると、一部のサービスへのユーザアクセスを
制御したり、ユーザの管理権限を指定したりできます。

「サービス」タブを選択すると、ユーザとグループに提供するサービスへのアクセス権を設定

できます（サービスACL）。すべてのサービスに同じアクセス権を設定したり、特定のサービ
スを選んでそのアクセス設定をカスタマイズしたりできます。アクセス制御の使いかたは簡単

です。すべてのユーザとグループがサービスを利用できるようにするか、または選択したユー

ザとグループだけがサービスを利用できるようにするかを選びます。

「管理者」タブを選択すると、サーバ上のサービスを管理または監視する権限を付与するユー

ザを指定できます。これらの設定について詳しくは、151ページの「管理アクセス権を定義す
る」を参照してください。

Â「サービス」パネル：  「サービス」をクリックすると、このサーバの「サーバ管理」でサービ
スを表示するかどうかを選択できます。

サーバのIPアドレスを変更する
「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルまたは networksetupツールを使って、サーバ

のIPアドレスを変更できます。

ネットワークアドレスの変更が検出されると、変更の方法に関係なく、 changeip が呼び出され

ます。 changeipツールによって、すべての構成ファイルおよびサーバのIPアドレスが保存され
ている場所が検査されて、新しいアドレスに合わせてアドレスが変更されます。サーバの IP ア
ドレスは、コマンドラインから changeip を呼び出さなくても変更できます。
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設定後にサーバのホスト名を変更する
新規インストールに対してサーバの初期設定を実行するときに、「サーバアシスタント」では、
AUTOMATIC を「/etc/hostname」のホスト名パラメータに割り当てて、ホスト名の値を設定し
ます。この設定により、サーバのホスト名は、次のリストに実際にある最初の名前になります：

Â


DHCPまたはBootPサーバによってプライマリIPアドレスに対応して指定される名前

Â プライマリIPアドレスに対するリバースDNS（アドレス対名前）クエリーによって返される最
初の名前

Â ローカルホスト名
Â「localhost」という名前

初期設定の後でホスト名を変更したい場合は、「システム環境設定」の「共有」パネルを使用し

てサーバのコンピュータ名を変更するのではなく、 changeip コマンドラインツールを使用して

ください。

詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」、または changeip のマ
ニュアルページ（manで表示）を参照してください。

サーバ構成の種類を変更する
標準構成またはワークグループ構成のサーバをすでにインストールしている場合に、サーバの種

類を詳細構成サーバに変更できます。「システム環境設定」ですでに行ったすべての設定は、新

しい構成にも継承されます。ただし、ユーザのサービスの自動プロビジョニングは再度行われま

せん。

「サーバ環境設定」のファイアウォールは、「サーバ管理」のファイアウォールとは異なります。

詳細構成のサーバに変換すると、「サーバ環境設定」のファイアウォールは無効になります。「サー

バ管理」からアクセスできるファイアウォールを有効にして構成する必要があります。

変換を行って以降は、「サーバ管理」とその他の関連ツールを使ってサーバを管理してください。

「システム環境設定」を使うことはできません。この変換は、一度行ったら元に戻すことはでき

ません。

サーバ構成を変更するには：
1 管理用コンピュータを設定します。このコンピュータには、「サーバ管理」、「ワークグループマ

ネージャ」、およびその他の管理ツールがインストールされています。

具体的な手順については、139ページの「管理用コンピュータを設定する」を参照してください。

2 「サーバ管理」を起動し、構成を変換するサーバにログインします。

ログインの手順について詳しくは、140ページの「サーバ管理を開く／サーバ管理で認証する」
を参照してください。

サーバ構成モードを「詳細」に変更していいかどうかを確認するダイアログシートが表示され

ます。

3 「詳細に変換」をクリックします。

このサーバは、標準構成モードまたはワークグループ構成モードでなくなりました。
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サービスを管理する
「サーバ管理」のサーバリストから選んだサーバの特定のサービスを操作するときは、そのサー

バの下にあるリストから、そのサービスを選択します。そのサービス（ログやグラフなど）の情

報を表示したり、設定を管理することができます。

下の図は、「サーバ管理」のサービス構成パネルの例です。

サービスを開始または停止するには、サービスを選択してから、下部のアクションバーにある

「＜サービス名＞を開始」または「＜サービス名＞を停止」をクリックします。

サーバ管理でサービスを追加する／取り除く
「サーバ管理」が表示できるのは、管理しているサービスだけです。ほかのサービスの構成パネル

はすべて、必要になるまで表示されません。サービスを管理するには、そのサーバで有効にする

必要があります。有効にしたサービスは、メインのサーバリストのサーバ名の下に表示されます。

「サーバ管理」でサービスを追加または取り除くには：
1 目的のサービスを管理するサーバを選択します。

2 ツールバーの「設定」ボタンをクリックします。

3 「サービス」をクリックします。

4 目的のサービスを選択し、「保存」をクリックします。

サービスがリストに表示され、構成できる状態になります。





148 第7章    管理



サービス設定を読み込む／書き出す
あるサーバのサービス設定を別のサーバにコピーしたり、サービス設定をプロパティリストファ

イルに保存して後で再利用したいときは、「サーバ管理」のサービス設定の書き出しコマンドを

使用します。

設定を書き出すには：
1 目的のサーバを選択します。

2 メニューバーから、「サーバ」＞「書き出す」＞「サービス設定」と選択します。

3 設定をコピーしたいサービスを選択します。

4 「保存」をクリックします。

作成されたファイルには、すべてのサービス構成情報がplistXML 書類として含まれています。

設定を読み込むには：
1 設定を受け取るサーバを選択します。

2 メニューバーから、「サーバ」＞「読み込む」＞「サービス設定」と選択します。

3 保存したサービスファイルを検索して選択します。

この機能で使用できるファイルは、設定の書き出しで生成されたファイルなど、正しく書式設定

されたXML ベースのplist ファイルだけです。

4 「開く」をクリックします。

サービスへのアクセスを制御する
「サーバ管理」を使用して、サーバが管理するサービスを利用できるユーザとグループを構成で

きます。サービスへのアクセス権をユーザとグループに設定します（SACL）。すべてのサービス
に同じアクセス権を設定したり、特定のサービスを選んでそのアクセス設定をカスタマイズした

りできます。

アクセス制御の使いかたは簡単です。すべてのユーザとグループがサービスを利用できるように

するか、または選択したユーザとグループだけがサービスを利用できるようにするかを選びます。
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下の図は、「サーバ管理」のSACL（ServiceAccessControlList）のパネルです：

サーバリストからサーバを選び、「設定」をクリックして、「アクセス」をクリックしてから、

「サービス」をクリックします。

サービスごとにアクセス制御を指定したり、サーバが管理するすべてのサービスに適用される制

御のセットを定義したりできます。

リモートサーバ管理にSSLを使用する
「サーバ管理」とリモートサーバとの通信のセキュリティレベルを制御したい場合は、「サーバ管

理」＞「環境設定」と選択します。

デフォルトでは、「サーバ管理」とリモートサーバとのすべての通信は、SSLで暗号化されます。
ここでは、自分で署名した128ビットの証明書が使用されます。この証明書は、サーバをインス
トールしたときに、「/etc/servermgrd/ssl.crt/」にインストールされます。通信には、HTTPS
（ポート311）が使用されます。このオプションを使用できない場合は、HTTP（ポート687）が
使用され、「サーバ管理」とリモートサーバとの通信にはクリアテキストが使用されます。

セキュリティレベルをさらに高くしたい場合は、「有効なデジタル署名（SSL）が必要」も選択し
ます。デフォルトでは、「有効なデジタル署名（SSL）が必要」は無効になっています。このオプ
ションでは、リモートサーバにインストールされている SSL 証明書が使用されます。リモート
サーバが有効なサーバであることを確認するためです。
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このオプションを有効にする前に、「認証局に証明書を要求する」で説明している手順を使って、

証明書署名要求（CSR）を生成し、認証局からSSL証明書を取得し、証明書を各リモートサーバ
にインストールしてください。証明書のファイルは、「/etc/httpd/」ではなく、「/etc/servermgrd/」
に配置します。自分で署名した証明書を生成して、その証明書をリモートサーバにインストール

することもできます。

「サーバ管理」を使用して、自分で署名した、または発行されたSSL 証明書を設定および管理し
て、それらの証明書に対応したメール、Web、OpenDirectory、およびその他のサービスで使
用するようにできます。

62ページの「サーバ管理の証明書マネージャ」では、「サーバ管理」を使用してSSL対応サービ
スのセキュリティ証明書を作成、整理、および使用する手順について説明しています。個々の

サービス管理ガイドでは、SSL を使用するように特定のサービスを構成する方法について説明し
ています。

高いレベルのSSL認証に関心がある場合は、www.modssl.org を参照してください。

共有を管理する
共有ポイントおよびアクセス制御リストを操作するときは、「サーバ管理」ツールバーの「ファ

イル共有」アイコンをクリックします。詳しくは、「ファイルサービスの管理」を参照してくだ
さい。

下の図は、「ファイル共有」構成パネルです。

http://www.modssl.org
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階層化された管理アクセス権
以前のリリースのMacOSXServer では、管理者と全員という2 つのクラスのユーザがありま
した。管理者ユーザは、あらゆるサービスの設定を変更したり、ディレクトリデータ、パスワー

ド、およびパスワード方式を変更することができました。

MacOSXServerv10.5 では、UNIXの「admin」グループに追加しなくても、各ユーザとグルー
プに一部の管理アクセス権を付与できるようになりました（つまり、管理者ユーザにすることが

できます）。アクセス権には2つのレベルがあります：
Â「管理」：  このレベルのアクセス権は、UNIXのadminグループに属している場合と似ています。
指定されているサーバとサービスでのみ、サーバのあらゆる設定を変更できます。

Â「モニタ」：  このレベルのアクセス権では、「サーバ管理」の概要パネル、ログパネル、および
その他の情報パネルと、サーバ状況リストの一般的なサーバ状況データを表示できます。保存

済みサービス設定にアクセスすることはできません。

これらのアクセス権は、すべてのサービスまたは選択したサービスだけについて、どのユーザま

たはグループにも与えることができます。このアクセス権はサーバごとに保存されます。

階層化された管理アクセスリストを変更できるユーザは、実際にUNIX のadmin グループに属
しているユーザだけです。

「サーバ管理」アプリケーションもアップデートされて、ユーザのアクセス権で操作できること

が反映されます。たとえば、一部のサービスについて監視するアクセス権しか持っていない場合

には、そのサービスは表示されないか、「設定」パネルが淡色で表示されます。

この機能はサーバ側で適用されるため、これらのアクセス権はserveradmin、dscl、dsimport、
およびpwpolicyコマンドラインツールの使用にも影響します。これらのツールはすべて、使用
中の管理者に合わせて構成されたアクセス権によって制限されるためです。

管理アクセス権を定義する
UNIX 管理ユーザの完全な権限を持っていないユーザまたはグループにもサーバまたはサービス
を監視または管理する権限を与えるかどうかを決めることができます。事実上のアクセス権を

ユーザに割り当てて管理を階層化することにより、特定のユーザが一部の管理作業を実行できる

ようになります。

アクセス権を割り当てるには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」をクリックしてから、「アクセス」タブをクリックします。

3 「管理者」タブをクリックします。

4 サーバ上のすべてのサービスの管理アクセス権を定義するか、選択したサービスの管理アクセス

権を定義するかを選択します。
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5 サービス単位にアクセス権を定義することを選択した場合は、入にしたい各サービスのチェック

ボックスを選択します。

サービス単位にアクセス権を定義する場合は、サーバ上で有効になっているすべてのサービスに

管理者を割り当ててください。

6 「追加」（＋）ボタンをクリックして、ユーザとグループのウインドウからユーザまたはグループ
を追加します。

管理アクセス権を取り除くときは、ユーザまたはグループを選択し、「取り除く」（－）ボタンを

クリックします。

7 ユーザまたはグループごとに、その名前の横にあるアクセス権レベルを選択します。

「モニタ」または「管理」を選択できます。

そのサーバがサーバリストに追加されているときは、「サーバ管理」でそのサーバを管理する機

能はこの設定によって制限されます。

ワークグループマネージャの基本
「ワークグループマネージャ」は、ユーザアカウント、グループアカウント、およびコンピュー

タリストの管理に使用します。また、MacOSXのユーザアカウント、グループアカウント、コ
ンピュータの環境設定の設定、およびインスペクタ（OpenDirectory のエントリーを直接編集
できる高度な機能）へのアクセスに使用することもできます。

これ以降のトピックでは、「ワークグループマネージャ」の一般的な使用方法について説明しま

す。特定の管理作業を行う手順については、「ワークグループマネージャ」のヘルプおよびいく

つかのガイドを参照してください：

Â「ユーザの管理」では、「ワークグループマネージャ」を使ってユーザアカウント、グループア
カウント、コンピュータリスト、および環境設定を管理する方法と、アカウントを読み込んだ

り書き出したりする方法について説明しています。

Â「ファイルサービスの管理」では、「ワークグループマネージャ」の「共有」を使って共有ポイ
ントを管理する方法について説明しています。

Â「Open Directory の管理」では、インスペクタの使用方法について説明します。
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ワークグループマネージャを開く／ワークグループマネージャで認証する
「ワークグループマネージャ」は、「/ アプリケーション/ サーバ/」にインストールされ、「Finder」
または「Dock」で開くことができます。また、「サーバ管理」のメニューバーで「表示」＞「ワー
クグループマネージャ」と選択して開くこともできます： 

Â 使用しているサーバで認証を行わずに「ワークグループマネージャ」を開いた場合は、ローカ

ルドメインに表示される情報に対して、読み出しアクセスのみが与えられます。変更を行うと

きは、カギをクリックして、サーバ管理者として認証を行います。

複数のサーバの管理や複数のディレクトリドメインの操作を行うときは、この方法が便利です。

Â ローカルサーバまたはリモートサーバの管理者として認証を行うには、ログイン・ダイアロ

グ・ボックスでサーバのIPアドレスまたはDNS名を入力するか、「ワークグループマネージャ」
ウインドウのディレクトリパス領域をクリックして別のディレクトリサーバを選びます。目的

のサーバの管理者のユーザ名とパスワードを指定し、「接続」をクリックします。

ほとんどの場合に特定の1 台のサーバで作業を行うときは、この方法を使用します。

「ワークグループマネージャ」を開いた後で、別のコンピュータの「ワークグループマネージャ」

ウインドウを開きたい場合は、ツールバーで「新規ウインドウ」をクリックするか、「サーバ」＞

「接続」と選択します。

重要：「ワークグループマネージャ」でサーバに接続するときは、指定したユーザ名（ロングネー
ムまたはショートネーム）とユーザアカウントの大文字／小文字が一致していることを確認して

ください。

アカウントを管理する
ユーザアカウントとグループメンバーシップは「サーバ管理」では管理されません。ユーザやグ

ループを追加したり取り除いたりするには、「ワークグループマネージャ」を使う必要がありま

す。アカウントの管理については、「ユーザの管理」を参照してください。ここでは、「ワークグ
ループマネージャ」を使ったアカウントの管理について簡単に説明します。アカウントについて

詳しいことはここでは説明しません。

ユーザとグループを操作する
「ワークグループマネージャ」にログインすると、アカウントのウインドウが開いて、ユーザア

カウントのリストが表示されます。アカウントのリストには、サーバの検索パスに指定されてい

る最後のディレクトリノードに保存されているアカウントが初期表示されます。「環境設定」な
ど、ほかの「ワークグループマネージャ」ウインドウを使用しているときにツールバーの「アカ

ウント」をクリックすると、アカウントのウインドウに戻ります。
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下の図は、「ワークグループマネージャ」のユーザレコード構成パネルの例です：

操作したいアカウントが保存されているディレクトリを指定するときは、小さな地球のアイコン

をクリックします。別の「ワークグループマネージャ」ウインドウで別のアカウントを操作する

ときは、ツールバーの「新規ウインドウ」をクリックします。

アカウントのリストを管理するときは、ウインドウの左側にある「ユーザ」、「グループ」、「コン

ピュータ」、または「コンピュータグループ」ボタンをクリックします。アカウントのリストの

上にあるポップアップ検索リストを使用すると、表示されているアカウントのリストを絞り込む

ことができます。アカウントのリストをリフレッシュするときは、ツールバーの「リフレッシュ」

ボタンをクリックします。

アカウントを作成するときに、アカウントの初期属性を簡単に定義したいときは、プリセットを

使用します。プリセットは、アカウントのテンプレートです。

プリセットを作成するには、アカウントを選択して、すべての値を適切な値に設定し、ウインド

ウの下部にある「プリセット」ポップアップメニューから「プリセットを保存」を選択します。

特定の基準を満たすアカウントだけを操作したいときは、ツールバーの「検索」をクリックしま

す。「検索」機能には、選択したアカウントを一度に編集するためのオプションが含まれています。

アカウントを読み込むときは、アカウントを選択して、「サーバ」＞「読み込む」と選択します。

書き出すときは、「サーバ」＞「書き出す」と選択します。

管理された環境設定を定義する
ユーザアカウント、グループアカウント、またはコンピュータリストの管理された環境設定を操

作するときは、「ワークグループマネージャ」ツールバーの「環境設定」アイコンをクリックし

ます。
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下の図は、「ワークグループマネージャ」でユーザの環境設定を管理するための「概要」パネル

です：

環境設定エディタを使用して環境設定マニフェストを操作するときは、「詳細な情報」をクリッ

クします。下の図は、「ワークグループマネージャ」の環境設定エディタシートの例です：
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ディレクトリデータを操作する
ディレクトリデータを直接操作するときは、「ワークグループマネージャ」のインスペクタを使

用します。

下の図は、「ワークグループマネージャ」のレコードの「インスペクタ」パネルです：

インスペクタを表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」＞「環境設定」と選択します。

2 「“すべてのレコード”タブとインスペクタを表示する」を有効にし、「OK」をクリックします。

3 「すべてのレコード」ボタン（弓道の的に似ています）を選択して、インスペクタにアクセスし
ます。

4 目的のレコードを選択するときは、「名前」リストの上にあるポップアップメニューを使用します。

たとえば、ユーザ、グループ、コンピュータ、共有ポイントなど、多数のディレクトリオブジェ

クトを操作できます。

「ワークグループマネージャ」環境をカスタマイズする
「ワークグループマネージャ」環境を適合させる方法はいくつかあります：

Â「ワークグループマネージャ」のアカウントリストの表示方法などを制御するときは、「ワーク

グループマネージャ」＞「環境設定」と選択します。

Â ツールバーをカスタマイズするときは、「表示」＞「ツールバーをカスタマイズ」と選択します。

Â あらかじめ定義されているユーザとグループをユーザとグループのリストに含めるときは、

「表示」＞「システムのユーザとグループを表示」と選択します。

Â 特定のサーバのサービスを監視および操作するために「サーバ管理」を開くときは、ツール

バーの「サーバ管理」アイコンをクリックします。
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バージョン10.5のサーバからバージョン10.5より前のコンピュー
タを操作する
MacOSXServerv10.4のサーバは、v10.5のサーバ管理ツールを使用して管理できます。v10.5
のサーバの「ワークグループマネージャ」は、MacOSXv10.3 以降を実行するMacOSX クラ
イアントの管理に使用できます。

v10.5の「ワークグループマネージャ」を使用して編集したユーザレコードにアクセスするには、
v10.5の「ワークグループマネージャ」を使用する必要があります。

MacOS9 クライアントの環境設定は、v10.5 のサーバから「Macintosh マネージャ」を使用し
て管理できますが、v10.5のアップグレードを実行する必要があります。v10.5をv10.3.9または
10.2.8サーバにインストールするためのアップグレードを使用できます。

サービスの構成アシスタント
複数の構成パネルを使って設定しなければならないサービスでも、「サーバ管理」の構成アシス

タントを利用すれば簡単に設定できます。これらのアシスタントには、サービスを完全に有効に

するために必要なすべての構成パネルが用意されています。

次のサービスのアシスタントを利用できます：

Â ゲートウェイ設定：  サーバをネットワークゲートウェイとして設定するためのアシスタント
です。NATサービスの概要ページの右下側にあるボタンを使って起動します。

Â メール：  受信メールサービスおよび送信メールサービスを設定するためのアシスタントです。
メールサービスの概要ページの右下側にあるボタンを使って起動します。

Â


RADIUS：  アップルのAirMacワイヤレス・アクセス・ポイントのRADIUS認証を設定するた
めのアシスタントです。RADIUSサービスの概要ページの右下側にあるボタンを使って起動し
ます。

Â


Xgrid：  Xgridコントローラを設定するためのアシスタントです。 Xgridサービスの概要ページ
の右下側にあるボタンを使って起動します。

重要な構成ファイルとデータファイル
システムの設定とデータのバックアップを作成するときは、重要な構成ファイルのバックアップ

を忘れることがないように十分に注意してください。バックアップの種類と頻度は、組織のバッ

クアップ、アーカイブ、および復元の方法によって決まります。バックアップの作成と復元の方

法について詳しくは、32ページの「バックアップと復元の方法を定義する」を参照してください。

次に、MacOSXServerで利用可能なサービスの構成ファイルとデータファイルのリストを示し
ます。
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一般

iCalサービス

iChatサーバ

通知

QuickTimeStreamingServer

ファイアウォールサービス

NAT サービス

ファイルの種類 場所

サービスの状態 /システム/ライブラリ/LaunchDaemons/*

SSH構成ファイルおよびホストの
公開鍵と秘密鍵

/etc/ssh/*

システムキーチェーン /ライブラリ/Keychains/System.keychain

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/caldavd/caldavd.plist

データ /ライブラリ/CalendarServer/Documents/

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/jabberd/*

データ mysqldumpjabberd2>jabberd2.backup.sql

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/emond.d/

/etc/emond.d/rules/

/ライブラリ/Keychains/System.keychain

ファイルの種類 場所

構成ファイル /ライブラリ/QuickTimeStreamingServer/Config/*

/ライブラリ/QuickTimeStreamingServer/Playlists/*

/ライブラリ/ApplicationSupport/Apple/QTSSPublisher/*

データ：（デフォルトの場所） /ライブラリ/QuickTimeStreamingServer/Movies/*

~user/Sites/Streaming/*

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/ipfilter/*

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/nat/*



第7章    管理 159



メールサービス
次に、メールサービスの構成ファイルと保存場所を示します。

メール—SMTPサーバPostfix

メール—POP/IMAPサーバCyrus

独自の場所を使用する場合は、次のキーとデフォルト値を使用して「/etc/impad.conf」に定義
されます：

メール—Amavisd

メール—ClamAV

メール—Mailman

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/postfix/

データ：（デフォルトの場所） /var/spool/postfix/

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/imapd.conf

/etc/cyrus.conf

データ：（メールデータベースの

デフォルトの場所）
/var/imap

（メールの保存場所） /var/spool/imap

独自の場所 キー：値ペア

メールデータベースの場所 configdirectory：/var/imap

メールの保存場所 partition-default：/var/spool/imap

追加の保存場所パーティション

（デフォルト値はありません）
partition-xxx：/var/spool/mail_xxx

追加の保存場所パーティションは複数定義することができます

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/amavisd.conf

データ：（デフォルトの場所） /var/amavis/

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/clamav.conf

/etc/freshclam.conf

データ：（デフォルトの場所） /var/clamav/

/var/virusmails/

ファイルの種類 場所

構成ファイル /var/mailman/

データ：（デフォルトの場所） /var/mailman/
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メール—SpamAssassin

MySQLサービス

PHP

Webサービス

Web コンテンツのデフォルトの場所は、構成できます。ほとんどの場合、複数の仮想ホストコ
ンテンツとWebDAVのディレクトリを取り込むために変更および拡張されます。

参考：Web サービスのログファイルは、サイトによっては重要な収益源なので、バックアップ
を検討することをお勧めします。場所は構成することができ、「サーバ管理」を使って決定でき

ます。

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/mail/spamassassin/local.cf

データ：（デフォルトの場所） /etc/mail/spamassassin/

ファイルの種類 場所

構成ファイル MySQL の構成ファイルはありませんが、管理者が作成することができま
す。存在する場合は、バックアップを作成してください：
/etc/my.cnf

データ：（デフォルトの場所） /var/mysql/

mysqldump--all-databases>all.sql

ファイルの種類 場所

構成ファイル PHPの構成ファイルはありませんが、管理者が作成することができます
（「/etc/php.ini.default」を「/etc/php.ini」にコピーして変更します）。
存在する場合は、バックアップを作成してください：
/etc/php.ini

データ：（デフォルトの場所） 管理者が指定した場所

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/httpd/*（Apache1.3の場合）

/etc/apache2/*（Apache2.2の場合）

/etc/webperfcache/*

/ライブラリ/Keychains/System.keychain

データ：（デフォルトの場所） /ライブラリ/WebServer/Documents/

/ライブラリ/Logs/WebServer/*

/ライブラリ/Logs/Migration/webconfigmigrator.log（Apacheの構成
移行ログ）
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Wikiサーバとブログサーバ

サービスの可用性を向上させる
単一の障害ポイントの排除およびXserve とハードウェアRAID の使用は、サーバの可用性を向
上させる手段の一例です。そのほかの実行可能な手段には、電源バックアップの使用、自動再起

動、および適切な動作条件（たとえば、適切なレベルの温度と湿度）の確保などの単純なソリュー

ションから、リンクアグリゲーション、負荷分散、OpenDirectoryの複製、およびデータのバッ
クアップなどのより高度なソリューションまで、さまざまな対応方法があります。

単一の障害ポイントを排除する
サーバの可用性を向上させるには、単一の障害ポイントを少なくするか排除してください。単一

の障害ポイントとは、正常に動作しないとサーバの障害の原因となる、サーバ環境内のコンポー

ネントです。

単一の障害ポイントの例として、次のようなものがあります：

Â コンピュータシステム

Â ハードディスク

Â 電源

単一の障害ポイントをすべて排除することはほとんど不可能ですが、可能な限り少なくする必要

があります。たとえば、MacOSXServer でバックアップシステムおよび IP フェイルオーバー
を使用することにより、そのコンピュータは単一の障害ポイントではなくなります。マスターコ

ンピュータとバックアップコンピュータの両方で同時に、または相次いで障害が発生しないとは

限りませんが、このような事態が発生する可能性はごくわずかです。

バックアップ電源を使用したり、ハードウェアRAIDを利用してハードディスクをミラーリング
したりすることによって、コンピュータの障害を防止することもできます。ハードウェアRAID
を使用すると、Xserve の使用時と同様、メインディスクに障害が発生した場合に、引き続きミ
ラードライブ上の同じデータにシステムからアクセスできます。

ファイルの種類 場所

構成ファイル /etc/wikid/*

/ライブラリ/ApplicationSupport/Apple/WikiServer（Wikiのテーマ
ファイルとテンプレートファイル）

データ：（デフォルトの場所） /ライブラリ/Collaboration/

ログファイル：（デフォルトの場所） /ライブラリ/Logs/wikid/*
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Xserveを使用して可用性を高める
Xserveは、信頼性と可用性が向上するように設計されています。

PowerMacG5 やMacPro などのデスクトップシステムを使用しても非常に信頼性の高い
MacOSXServer サービスを提供できますが、 Xserve には次のような機能が追加されているた
め、高可用性ソリューションに理想的です。

Â


Xserveには8つのファンがあります。1つのファンに障害が発生しても、ほかのファンが回転
速度を上げて補うので、サーバは動作を続けることができます。

Â 独立ドライブアーキテクチャにより各ドライブが電気的に分離されているので、 1つのドライ
ブの障害が原因でほかの動作しているドライブが停止したりパフォーマンスが低下したりす

ること（マルチドライブSCSI 実装の一般的な問題）を防止できます。
Â


Xserve では、ECC（ErrorCorrectionCode）ロジックを使用して、データの破損および転送
エラーからシステムを保護します。

各DIMM には、すべてのトランザクションのチェックサムデータを保存する特別なメモリモ
ジュールがあります。システムコントローラは、このECC データを使用してシングルビット
エラーを特定し、これをすばやく修正することによって、予定していないシステムの停止を防

止します。

ごくまれにマルチビットエラーが発生した場合、システムコントローラはこのようなエラーを

検出すると、不良なデータによって障害が拡大することを防止するためのシステム通知を開始

します。

エラー率が定義済みのしきい値を超える場合に警告が出るように「サーバモニタ」ソフトウェ

アを設定できます。

Â



XserveにはハードウェアRAIDのミラーリングが組み込まれているため、メインドライブに障
害が発生してもサーバは動作を続行できます。

Xserveについて詳しくは、www.apple.com/jp/xserve/を参照してください。

バックアップ電源を使用する
サーバソリューションのアーキテクチャにおいて、電源は単一の障害ポイントの1つです。電力
が供給されなくなると、サーバは警告を表示せずに停止します。サービスの突然の中断を防止す

るには、バックアップ電源の追加を検討してください。

アプリケーションによっては、サービスの停止をユーザに通知するための最低限の時間を得るた

めに、予備の発電機またはUPS（無停電電源装置）装置を使用することもあります。

XserveでUPSを使用する
Xserveでは、シリアルポートによるUPSへの接続はできませんが、UPS 装置で管理ネットワー
クカードが使用されている場合は、ネットワークを通してUPS電源を監視できます。詳しくは、
UPSの製造元に問い合わせてください。

www.apple.com/jp/xserve/
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下の図は、ネットワーク経由でUPSに接続されたXserveの例です：

サーバの自動再起動を設定する
MacOSXServerコンピュータで「省エネルギー」オプションを設定すると、停電またはシステ
ムのフリーズによってコンピュータが停止した場合に、これを自動的に再起動できます。

下の図は、「システム環境設定」の「省エネルギー」パネルです：

自動再起動オプションには、次のようなものがあります：

Â「停電後に自動的に再起動」。電源管理装置によって、停電後にサーバが自動的に起動されます。

Â「コンピュータが操作不能になった場合に自動的に再起動」。サーバの応答が停止した後、サー
バでカーネルパニックが発生した後、またはサーバがフリーズした後に、電源管理装置によっ

てサーバが自動的に起動されます。

コンピュータがフリーズした後に再起動するオプションを選択した場合、 MacOSXServerでは 

wdticklerd デーモンが生成されます。このデーモンは、5 分後に再起動するように命令するコマ
ンドをコンピュータに対して30 秒ごとに発行します。再起動のタイマーは、コマンドが発行さ
れるたびにリセットされます。したがって、サーバが動作している限り、タイマーが5 分になる
ことはありません。コンピュータがフリーズした場合には、電源管理装置によって5分後にコン
ピュータが再起動されます。

Xserve

UPS装置

電源

バックアップ

電力の接続

ローカル

ネットワーク
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自動再起動を有効にするには：
1 サーバに管理者としてログインします。

2 「システム環境設定」を開き、「省エネルギー」をクリックします。

3 「オプション」をクリックします。

4 「その他のオプション」で、再起動オプションを選択します。

5 「システム環境設定」を閉じます。

適切な動作条件を確保する
機器の過熱は、サーバの誤作動を起こす可能性がある要因の1つです。狭いスペースで複数のコ
ンピュータをクラスタ化している場合には、特に過熱が問題になります。湿度や電力サージなど

の要因も、サーバに悪影響を与える可能性があります。

サーバを保護するには、これらの要因を管理できる適切な場所にサーバを設置して、理想的な動

作条件を維持するようにしてください。これらの条件については、電気および環境に関するシス

テムの要件を確認してください。

また、サーバが設置されている建物に火災警報器が備えられていることを確認し、火災のリスク

に対処するための非常事態計画を作成しておきます。

OpenDirectoryの複製を用意する
OpenDirectoryサービスを提供する予定の場合は、OpenDirectoryのマスターの複製を作成す
ることを検討します。マスターサーバで障害が発生した場合に、クライアントコンピュータは複

製にアクセスできます。

詳しくは、「Open Directory の管理」のOpenDirectory の複製の設定に関するセクションを参
照してください。
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リンクアグリゲーション
発生の頻度は多くありませんが、スイッチ、ケーブル、またはネットワークインターフェイス

カードの障害が原因で、サーバが操作不能になることがあります。このような単一の障害ポイン

トを排除するには、リンクアグリゲーションまたはトランキングを使用します。このテクノロ

ジーはIEEE802.3ad とも呼ばれ、MacOSXおよびMacOSXServerに組み込まれています。

リンクアグリゲーションにより、Macをリンクアグリゲーション装置（スイッチまたは別のMac）
に接続する複数の物理リンクを1 つの論理リンクにアグリゲート（結合）できます。この結果、
物理リンクの帯域幅の合計に等しい帯域幅を持ち、耐障害性を備えたリンクが生成されます。

たとえば、4つの1 ギガビット／秒ポート（en1、en2、en3、en4）を備えたXserve を設定し、
「システム環境設定」の「ネットワークパネル」を使用して、en1、en2、en3、およびen4 を1
つの論理リンクに結合するリンク・アグリゲート・ポート構成（bond0）を作成できます。

生成される論理リンクの帯域幅は、4ギガビット／秒になります。このリンクは、耐障害性も備
えています。1つまたは複数の物理リンクに障害が発生した場合、Xserveの帯域幅は狭くなりま
すが、すべての物理リンクで同時に障害が発生しない限り、Xserveは要求の処理を続行できます。

下の図では、4つのEthernetポートが1つのインターフェイスとして結合されています：

リンクアグリゲーションによって、既存のハードウェアまたは安価なハードウェアを利用して

サーバの帯域幅を広くすることもできます。たとえば、複数の100メガビット／秒リンクまたは
1ギガビット／秒リンクの組み合わせから1 つのリンクアグリゲートを生成できます。

server1.example.com

400メガビット／秒

100メガビット／秒×4

bond0

en1 en2 en3 en4

スイッチ
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LACP（LinkAggregationControlProtocol）
IEEE802.3ad リンクアグリゲーションは、LACP（LinkAggregationControlProtocol）と呼ば
れるプロトコルを定義し、MacOSXServer で複数のポートをTCPとUDPの接続に使用できる
1つのリンクアグリゲート（仮想ポート）にアグリゲート（結合）するために使用されます。

リンクアグリゲートを定義すると、アグリゲートの各サイドのノード（たとえば、コンピュータ

とスイッチ）では、各物理リンクを通してLACPを使用して次の操作を行います：
Â リンクをアグリゲートできるかどうかを判定します

Â アグリゲーションを維持および監視します

あるノードでそのピア（アグリゲート内のほかのノード）から定期的にLACPパケットを受信し
なくなった場合、そのピアがアクティブではなくなったと判定され、該当するポートがアグリ

ゲートから削除されます。

LACP のほかに、MacOSXServerではフレーム分散アルゴリズムを使用して会話を特定のポー
トにマッピングします。このアルゴリズムでは、システムでパケット受信が有効になっている場

合にのみ、アグリゲートの相手側のシステムにパケットを送信します。つまり、このアルゴリズ

ムでは、ほかのシステムが待機していない場合にはパケットを送信しません。

会話を特定のポートにマッピングすると、パケットの並べ替えが発生しなくなります。

リンクアグリゲーションのシナリオ
ユーザが設定できる一般的なアグリゲーションのシナリオは、次の3 つです：
Â コンピュータとコンピュータ

Â コンピュータとスイッチ

Â コンピュータとスイッチのペア

この後の各セクションでは、これらのシナリオついて説明します。

コンピュータとコンピュータ
このシナリオでは、リンクアグリゲートの物理リンクを使用して、2つのサーバを直接接続しま
す（下の図を参照してください）。

これにより、2 つのサーバがスイッチを必要とせずに高速で通信できるようになります。この構
成は、バックエンドの冗長性を確保する目的に適しています。

100メガビット／秒×4
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コンピュータとスイッチ
このシナリオでは（下の図を参照してください）、サーバを802.3adリンクアグリゲーション用
に構成されたスイッチに接続します。

受信トラフィックを処理するために、このスイッチの帯域幅は、サーバに定義したリンクアグリ

ゲート（論理リンク）の帯域幅以上である必要があります。

たとえば、4 つの1ギガビット／秒リンクのアグリゲートを作成する場合、4ギガビット／秒以
上で（クライアントからの）受信トラフィックを処理できるスイッチを使用する必要があります。

帯域幅がこれより狭い場合、リンクアグリゲートの帯域幅を拡張した効果は十分に実現されま

せん。

参考：802.3adリンクアグリゲーション用にスイッチを構成する方法について詳しくは、スイッ
チの製造元から提供されているマニュアルを参照してください。

コンピュータとスイッチのペア
このシナリオでは（下の図を参照してください）、2 つのスイッチを使用してコンピュータとス
イッチのシナリオを改善することにより、単一の障害ポイントとしてのスイッチを排除します：

server1.example.com

クライアント

1ギガビット／秒×4

10ギガビット／秒

server1.example.com

1ギガビット／秒×3 1ギガビット／秒×2
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たとえば、リンクアグリゲートの 2 つのリンクをマスタースイッチに接続して、残りのリンクを
バックアップスイッチに接続することができます。マスタースイッチがアクティブである限り、

バックアップスイッチはアクティブになりません。マスタースイッチに障害が発生すると、ユー

ザに透過的にバックアップスイッチがその役割を引き継ぎます。

このシナリオによって、スイッチの障害発生時にサーバが操作不能になることを防止できる冗長

性が追加されますが、帯域幅は狭くなります。

MacOSXServerにリンクアグリゲーションを設定する
MacOSXServer がリンクアグリゲーションに対応するように設定するには、IEEE802.3ad 準
拠の2 つ以上の Ethernet ポートを備えたMac が必要です。さらに、少なくとも1 つのIEEE
802.3ad 準拠のスイッチ、または同じ数のポートを備えた別のMacOSXServer コンピュータ
が必要です。

「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルで、コンピュータ上にリンクアグリゲートを作

成します（下の例を参照してください）：

リンクアグリゲートを作成するには：
1 サーバに管理者権限を持つユーザとしてログインします。

2 「システム環境設定」を開きます。

3 「ネットワーク」をクリックします。

4 ギアボタンをクリックして、ポップアップメニューから「仮想インターフェイスを管理」を選択

します。

5 「追加」（＋）ボタンをクリックして、ポップアップメニューから「新規リンクアグリゲート」を
選択します。
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参考：このオプションは、システム上に2つ以上のEthernetインターフェイスがある場合にの
み表示されます。

6 リンクアグリゲートの名前を「名前」フィールドに入力します。

7 アグリゲートするポートをリストから選択します。

8 「作成」をクリックします。

9 「完了」をクリックします。

デフォルトでは、リンクアグリゲートにはbond<num>というインターフェイス名が付けられて
います。<num> は優先順位を示す番号です。たとえば、最初のリンクアグリゲートはbond0、
2番目のリンクアグリゲートはbond1、3番目のリンクアグリゲートはbond2 という名前にな
ります。

システムから割り当てられたインターフェイス名bond<num> は、ユーザがリンクアグリゲート
のポート構成に付けた名前とは異なります。インターフェイス名はコマンドラインで使用するた

めのものですが、ポート構成名は「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルで使用するた

めのものです。

たとえば、コマンド ifconfig -a を入力する場合、出力はポート構成名ではなくインターフェ
イス名を使用してリンクアグリゲートを参照します：

… 

bond0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500

inet6 fe80::2e0:edff:fe08:3ea6 prefixlen 64 scopeid 0xc 

inet 10.0.0.12 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255

ether 00:e0:ed:08:3e:a6 

media: autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active

supported media: autoselect

bond interfaces: en1 en2 en3 en4

リンクボンドを削除または取り除くときに、「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルは

使わないでください。ボンドを取り除くときは、ボンドを作成するために使用した「仮想イン

ターフェイスを管理」シートを使ってください。

リンクアグリゲーションの状況を監視する
リンクアグリゲートの状況は、MacOSX およびMacOSXServer で「システム環境設定」の
「ネットワーク」パネルにある「状況」パネルを使用して監視できます。

リンクアグリゲートの状況を監視するには：
1 「システム環境設定」を開きます。

2 「ネットワーク」をクリックします。

3 左側にあるネットワークインターフェイスのリストから、リンク・アグリゲート・ポートの仮想

インターフェイスを選択します。

4 ウインドウの右下側にある「詳細」をクリックします。

5 「ボンドの状況」タブを選択します。
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「状況」パネルには、リンクアグリゲートの各物理リンクに対応する行が記載されたリストが表

示されます。各リンクについて、ネットワークインターフェイスの名前、速度、通信方式の設定、

受信と送信のトラフィックの状況表示、およびその状況の全体的な評価を見ることができます。

参考：「送信」および「受信」の状況の表示は色分けされています。緑は、リンクがアクティブ
（有効）で接続していることを示します。黄色は、リンクがアクティブだが接続していないこと

を示します。赤は、そのリンクでトラフィックの送受信ができないことを示します。

6 個々のリンクについての詳細な情報を表示するには、リスト内の対応するエントリーをクリック

します。

負荷分散
サーバのオーバーロードは、サービスの運用を止める可能性がある要因の1つです。サーバのリ
ソースは限られているため、サーバが同時に処理できる要求の数も限られています。サーバが

オーバーロードの状態になると、処理速度が低下し、最終的にサーバがクラッシュすることもあ

ります。

この問題への対処方法の1 つとして、他社製の負荷分散装置を使用して、サーバのグループ（サー
バファーム）内で負荷を分散させます。クライアントが負荷分散装置に要求を送信すると、定義

済みのアルゴリズムに基づいて、この要求が使用可能な最初のサーバに転送されます。クライア

ントには、1つの仮想アドレスのみが表示されます。これは、負荷分散装置の仮想アドレスです。

多くの負荷分散装置は、スイッチとしての機能も果たします（下の図を参照してください）。1 台
で2つの機能を果たすことにより、使用する必要があるハードウェアの数が少なくなります。

参考：負荷分散装置には、接続しているサーバのアグリゲート（結合された）トラフィックを処
理する能力が必要です。この処理ができない場合、負荷分散装置がボトルネックになり、サーバ

の可用性が低下します。

サーバファーム

クライアント

サーバ負荷分散

スイッチ
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負荷分散には、いくつかの利点があります：

Â 高可用性。複数のサーバ間に負荷を分散させると、サーバのオーバーロードが原因でサーバに
障害が発生するリスクを小さくすることができます。

Â 耐障害性。あるサーバで障害が発生すると、トラフィックは透過的にほかのサーバにリダイレ
クトされます。ユーザが共有記憶装置からファイルをダウンロードしているときにサーバで障

害が発生した場合は、サービスが短時間中断することがあります。しかし、このような場合で

も、ユーザは再接続してファイルのダウンロードプロセスを再開できます。

Â 拡張性。サービスに対する需要が増加した場合に、サーバファームに複数のサーバを透過的に
追加して需要に対応できます。

Â パフォーマンスの向上。最も余裕があるサーバに要求を送信することにより、ユーザの要求に
応答する速度が向上します。

デーモンの概要
ユーザがMacOSXシステムにログインするまでに、いくつかのプロセスがすでに実行されてい
ます。これらのプロセスの多くは、デーモンと呼ばれます。デーモンは、システムのユーザに

サービスを提供するバックグラウンドプロセスです。たとえば、cupsdデーモンはプリント要求
を調整し、httpdデーモンはWebページの要求に応答します。

実行中のデーモンを表示する
システムで実行中のデーモンを表示したい場合は、「アクティビティモニタ」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）を使用します。このアプリケーションを
使うと、プロセスによるリソースの利用状況など、すべてのプロセスの情報を表示できます。

どのサービスが有効になっているかに関係なく、次のデーモンは必ず表示されます：

Â


launchd（時限ジョブとwatchdogプロセス）

Â


servermgrd（管理ツールインターフェイスのプロセス）

Â


serialnumberd（ライセンス準拠プロセス）

Â


mDNSresponder（ローカル・ネットワーク・サービス検出プロセス）

デーモンによる制御
一部のUNIXベースシステムではほかのツールが使用されますが、MacOSXServer では、
launchdと呼ばれるデーモンを使用してプロセスの初期化と時限ジョブが制御されます。 

launchd



launchdデーモンは、一般的なUNIXツールであるinit、rc、init.d スクリプトとrc.d スクリプ
ト、SystemStarter、inetdとxinetd、atd、crond、およびwatchdogd の代わりに使用されま
す。これらのサービスは、すべて非推奨であると考えてください。プロセス管理の作業はlaunchd
に切り替えることを強くお勧めします。

launchdシステムには、launchdデーモンとlaunchctlユーティリティという、2つのユーティ
リティがあります。
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launchdデーモンは、MacOSXで生成される最初のプロセスであるinit に置き換わるサービス
でもあり、起動時にシステムの起動を管理します。launchd デーモンは、システムレベルおよび
ユーザレベルでデーモンを管理します。次の処理を行います：

Â 要求されたときにデーモンを起動します

Â デーモンが停止しないようにデーモンを監視します

launchdでは、サービスおよびデーモンの実行パラメータを定義するために、構成ファイルが使
用されます。構成ファイルは、プロパティ・リスト・ファイルとして、「ライブラリ」フォルダ

の「LaunchAgents」および「LaunchDaemons」サブディレクトリに保存されています。

launchd構成ファイルの作成について詳しくは、デベロッパ製品ドキュメントの次のページを参
照してください：

developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Articles/
LaunchOnDemandDaemons.html

launchctlユーティリティは、次の操作を行うために使用するコマンドラインツールです：

Â デーモンを読み込む／読み込みを解除するとき

Â


launchdが制御するジョブを開始／停止するとき

Â


launchdおよびその子プロセスのシステム利用状況の統計を取得するとき

Â 環境設定を設定するとき
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8 監視する

効果的な監視によって潜在的な問題を発生前に検出したり、問題発生
時の早期の段階で警告を発行したりできます。

潜在的な問題を検出すると、これらの問題が実際にサーバの可用性に影響を与える前に、問題を

解決するための処置を実行できます。また、問題発生時の早期の段階で警告が発行されると、問

題をすばやく修正して、サービスの中断を最小限に抑えることができます。

この章では、監視ポリシーの計画、監視ツールの使用方法、および詳しい情報を見つける方法に

ついて簡単に説明します。

監視ポリシーを計画する
システムのデータを収集することは、適切な管理を行うための基本です。目的に応じて、さまざ

まな種類のデータ収集が行われます。

Â 履歴データの収集：  履歴データは分析のために収集されます。これらのデータに基づいて、IT
の計画を作成したり、予算を作成したり、サーバの状態を安定させ通常の運用を行うために必

要な基本的なリソースを把握できます。これらの目的のために、どんな種類のデータが必要で

しょうか？どれくらいの期間データを保持しておく必要がありますか？どれくらいの頻度で

データをアップデートする必要がありますか？どれくらい過去にさかのぼってデータを収集

する必要がありますか？

Â リアルタイムの監視：  問題が発生したときに警告および検出するために、リアルタイムで監
視を行います。何を監視しますか？どれくらいの頻度で監視しますか？それらのデータから必

要な情報が得られます？実際には履歴データを収集しているのに、リアルタイムに収集してい

るものがありませんか？
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監視への対処を計画する
監視への対処は、データの収集と同じように重要です。どのような方法でバックアップを作成し

ても復元計画がなければ意味がないのと同じように、どのような監視方針も対処方針がなれけば

ほとんど意味がありません。

監視への対処を計画するときは、次のような点を検討してください：

Â 適切な対処方法は何ですか？つまり、どのように対処しますか？

Â 対処するまでの時間はどのくらいですか？障害が発生してから対処するまでに、最大でどのく

らい時間の猶予がありますか？

Â どの程度の障害発生頻度を想定していますか？この対処計画は、想定しているどのような頻度

で障害が発生しても対応できますか？さらに、予期しない頻度で発生しても対応できますか？

Â 監視システムのテストは適切ですか？この監視方針によって必要なデータが収集されている

ことを検証できますか？対処が適切な時間内に適切な方法で行われていることを検証できま

すか？最近監視システムをテストしましたか？

サーバ状況ウィジェット
「Dashboard」には、特定のシステムの情報をすばやく収集できるように、「サーバ状況」ウィ
ジェットが用意されています。「サーバ状況」ウィジェットを使うと、MacOSXServerv10.5 の
利用状況をLeopard またはLeopardServer を搭載したコンピュータから監視できます。「サー
バ状況」には、プロセッサの利用状況、ネットワークの負荷、およびディスクの使用率に関する、
1時間ごと、1日ごと、または1 週間ごとのグラフが表示されます。

最大で 6 つの実行中のサービスとその状況レポートを表示することもできます。サービスをク
リックすると、「サーバ管理」が開いて、そのサービスの概要パネルを表示できます。

「サーバ状況」ウィジェットを構成するには：
1 ほかのウィジェットと同じように、ウィジェットを「Dashboard」に追加します。

2 サーバのIP アドレスまたはドメイン名を入力します。

3 管理または監視のログイン名とパスワードを入力します。

4 「完了」をクリックします。

サーバのアドレス、ログイン名、またはパスワードを変更するときは、ウィジェットの上部にあ

る情報ボタン（i）をクリックし、設定を変更します。

サーバモニタ
「サーバモニタ」では、重大な問題が検出されると、ただちにメール、携帯電話、またはポケッ

トベルに通知することによって警告を発行できます。内蔵センサーによって、電力、温度、およ

びいくつかの主要なコンポーネントの状態などの重要な動作要因が検出および報告されます。
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「サーバモニタ」インターフェイスを使うと、問題をすばやく検出できます。メインウインドウ

には、「サーバモニタ」によって個々の回線上にある各サーバが一覧表示されると共に、温度の

情報およびサーバの各コンポーネント（ファン、ディスクドライブ、メモリモジュール、電源、
Ethernet接続など）の状況も表示されます。

状況の表示が緑の場合はコンポーネントに問題がないことを示し、黄色の場合は警告、赤の場合

はエラーがあることを示します。

「サーバモニタ」はXserveでのみ動作します。「サーバモニタ」について詳しくは、「サーバモニ
タ」の「ヘルプ」メニューから「サーバモニタヘルプ」を選択してください。

RAIDAdmin
「サーバモニタ」と同様、コンポーネントの障害発生時にメールまたはページを送信するように

「RAIDAdmin」を構成できます。「RAIDAdmin」には、すべての装置について、装置およびそ
の各コンポーネント（ディスクドライブ、ファイバーチャネル、ネットワーク接続など）の状況

が表示されます。

「RAIDAdmin」では、緑、黄色、および赤の状況表示が使用されます。コンポーネントの障害発
生時にメールまたはページをユーザに送信するように構成することもできます。

また、「RAIDAdmin」には、メインウインドウに表示されている XserveRAID 装置の状況の概
要が表示されます。

「RAIDAdmin」について詳しくは、「RAIDAdmin」の「ヘルプ」メニューで「RAIDAdmin ヘ
ルプ」を選択してください。

コンソール
「コンソール」を使用すると、サーバに障害を発生させる可能性がある潜在的な問題に関連する

ログファイルを監視できます。

たとえば、Web サーバの「/var/log/httpd/access_log」ファイルでサービス拒否攻撃の記号を
監視できます。このような記号が検出された場合は、計画していた対応をただちに実行して、
Webサーバが操作不能になることを防止します。

ログの監視の効率を向上させるには、AppleScript または「ターミナル」のコマンド（ grep や 
cronなど）を使用して管理プロセスを自動化することを検討します。 grepおよび cron の使用方

法について詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」を参照してく
ださい。
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ディスク監視ツール
ディスク領域が使い果たされると、サーバの信頼性の低下、および場合によっては障害発生の原

因になる可能性があります。このような事態を防止するために、サーバのディスク領域の利用状

況を定期的に監視し、ファイルを削除またはバックアップしてディスク領域内を消去する必要が

あります。

MacOSXServerには、コンピュータのディスク領域の監視に使用できる、次のようなコマンド
ラインツールがいくつか組み込まれています：

Â

 

df。このコマンドを実行すると、使用済みのディスク領域の量およびマウントされているすべ

てのボリュームで使用可能なディスク領域の量が表示されます。

たとえば、次のコマンドを実行すると、ローカルボリュームが一覧表示され、ディスクの使用

率が表示されます： 

df -Hl

Filesystem     Size   Used  Avail Capacity  Mounted on

/dev/disk0s9    40G    38G   2.1G    95%    /

この例では、ハードディスクの大半が使用済みで、使用可能な残りの容量は2.1GB のみです。
この出力から、ハードディスクがいっぱいになってユーザ側で問題が発生する前に、ハード

ディスク上の領域をただちに解放する必要があると判断します。

Â

 

du。このコマンドを実行すると、特定のフォルダまたはファイルに使用されているディスク領

域の量が表示されます。

たとえば、次のコマンドを実行すると、各ユーザのホームフォルダに使用されているディスク

領域の量が示されます： 

sudo du -sh /Users/*

3.2M    /Users/Shared

9.3M    /Users/omar

8.8M    /Users/jay

1.6M    /Users/lili

…

ハードディスク上の領域を最も多く使用しているユーザが分かれば、そのユーザに連絡して、

使用しないファイルを削除してもらうことができます。

参考：「ワークグループマネージャ」では、各ユーザにディスク割り当てを設定したり、ディ
スク使用率のレポートを生成したりできます。詳しくは、「ユーザの管理」を参照してください。

Â

 

diskspacemonitor。このコマンドを使用すると、ディスク領域の使用率を監視するプロセス

を自動化できます。空きディスク領域の量が指定されたレベルより少なくなると、 

diskspacemonitorによって、ユーザに通知を送信するシェルスクリプトが実行されます。こ

のコマンドでは、次の2つのアクションレベルを定義します：
Â アラート。ディスク領域の使用率が75％に達したときに警告メッセージを送信します。
Â 回復。ディスク領域の使用率が85％に達したときに、ほとんど使用されないファイルをアー
カイブし、不要なファイルを削除します。

これらのコマンドについて詳しくは、対応するマニュアルページ（「man」で表示）または「コ
マンドライン管理（Command-Line Administration）」を参照してください。
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ネットワーク監視ツール
ネットワークパフォーマンスの低下またはネットワークのそのほかの問題は、サービスの可用性

に悪影響を与える可能性があります。次のネットワーク監視ツールは早い段階で潜在的な問題を

警告してくれるので、これに基づいて問題を修正し、サービスの中断を防止したり中断時間を最

小限に抑えたりできます。

Â ネットワーク動作を監視するには、MacOSXServer の tcpdump ユーティリティを使用しま
す。このユーティリティにより、指定されたパラメータに一致するネットワークインターフェ

イスに受信パケットおよび送信パケットのヘッダが出力されます。 

tcpdump によるネットワークトラフィックの監視は、サービス拒否攻撃を検出しようとすると

きに特に役立ちます。たとえば、次のコマンドによって、コンピュータのポート80 ですべて
の受信トラフィックを監視します： 

sudo tcpdump -i en0 dst port 80

同じソースから異常な数の要求を受信していることが検出された場合、ファイアウォールサー

ビスを使用して、そのソースからのトラフィックをブロックできます。 

tcpdump について詳しくは、対応するマニュアルページ（「man」で表示）または「コマンド
ライン管理（Command-Line Administration）」を参照してください。

Â



Ruby、Perl、シェルスクリプト、またはAppleScriptを使用して、監視プロセスを自動化する
ことを検討してください。たとえば、 tcpdumpを使用してトラフィックを監視する処理は時間

がかかる可能性があるので、自動化が必要になります。

Â


MacOSXServerのX11 環境で実行可能なX11オープンソースのパケット探知ツールである、
Ethereal の使用を検討してください。 tcpdump とは異なり、このツールにはグラフィカル・
ユーザ・インターフェイスおよび一連の強力なネットワーク分析ツールが備えられています。
Etherealについて詳しくは、www.ethereal.com/ にアクセスしてください。

Â ネットワークトラフィックの分析やユーザへの問題の警告を自動的に実行する、他社製のその

ほかのツールも使用できます。

サーバ管理による通知
「サーバ管理」には、使いやすい通知システムが用意されており、サーバのハードディスクまた

はソフトウェアの状況がすぐに分かるようになっています。次の状況になると、アドレスが設定

されている場合には（ローカルアドレスでなくてもかまいません）、それらにメールが送信され

ます：

Â システムのハードディスクの空き領域の比率が一定の比率を下回った場合。

Â アップルの「ソフトウェア・アップデート」のパッケージを入手できる場合。

メール機能を使用するために、SMTP（送信メール）プロセスがサーバ上で開始されます。ファ
イアウォールでサーバからのSMTPトラフィックが許可されていることを確認してください。

通知を設定するには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」をクリックして、「通知」タブをクリックします。

www.ethereal.com/
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3 「通知先アドレス」フィールドの下にある「追加」（＋）ボタンをクリックして、アドレスを追加
します。

4 必要に応じて手順を繰り返し、「保存」をクリックします。

サーバ管理を使用してサーバ状況の概要を監視する
「サーバ管理」では、いくつかの方法で状況の概要を表示できます。たとえば、特定のサーバの

詳しい情報を表示したり、多数のサーバの簡単な概要を一度に表示したりできます。

特定のサーバの概要を表示するには：
m サーバリストからサーバを選択します。

下の図は、特定のサーバの「概要」パネルの例です。

この概要には、基本的なハードウェア、オペレーティングシステムのバージョン、有効になって

いるサービス、CPU 履歴のグラフ、ネットワークスループットの履歴、およびディスク領域が表
示されます。

多数のサーバの概要を一度に表示するには：
m サーバグループ、スマートグループ、「サーバ」グループ、または「使用可能なサーバ」グルー

プを選択します。



第8章    監視する 179



下の図は、サーバグループの「概要」パネルの例です。

この概要には、次の情報が表示されます：

Â ホスト名

Â


OSバージョン

Â 現在のCPU利用率のグラフ（マウスを上に置くとさらに詳しい数値が表示されます）
Â 現在のネットワークスループット

Â 使用されているディスク領域（マウスを上に置くとさらに詳しい数値が表示されます）

Â 使用可能時間

Â 接続中のファイル・サービス・ユーザの数

リストは列を基準にして並べ替えることができます。

SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol）
SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol）は、ネットワーク機器（ルーター、スマート
スイッチなど）、コンピュータ、およびその他のネットワーク対応装置（無停電電源装置など）の

状況を監視するために、一般的に使われるプロトコルです。MacOSXServer では、IPv4 およ
びIPv6 上にSNMPv1、SNMPv2c、およびSNMPv3 を実装するために、Net-SNMP が使用さ
れます。

SNMPv2はデフォルトのアクセスプロトコルで、デフォルトの読み出し専用コミュニティ文字列
は「public」です。
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SNMPレポートを有効にする
SNMP アクセスは、MacOSXServerではデフォルトでは有効になっていません。SNMPツール
を使用してMacOSXServer のデータをポーリングするには、このサービスを構成してから有
効にする必要があります。

SNMPを有効にするには：
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」をクリックしてから、「一般」タブをクリックします。

3 「ネットワーク管理サーバ（SNMP）」を選択します。

4 「保存」をクリックします。

SNMP が有効になっているときは、SNMP ホストへのルートを持つユーザはだれでもそこから
SNMP データを収集できます。

5 基本的なSNMPパラメータをコマンドラインから構成します。

SNMP プロセスを開始するには、現在のサイトの「/etc/snmpd.conf」が構成されている必要が
あります。構成するときは、180ページの「snmpdを構成する」を参照してください。

参考：デフォルト構成のsnmpdでは、特権ポート161が使用されます。このような理由のため
に、ルートまたはsetuid を使用して構成する必要があります。使った場合の影響を理解してい
る場合にだけ、setuid をルートとして使用してください。そうでない場合は、サポートを依頼す
るか、詳細情報を参照してください。snmpd のフラグを使用すると、プロセスを開始した後に、
プロセスのuidとgidが変更されます。詳しくは、snmpdのマニュアルページ（ man で表示）
を参照してください。

snmpdを構成する
snmpdの構成（.conf）ファイルは通常、「/etc/snmpd.conf」にあります。環境変数SNMPCONF
がある場合は、snmpdはそれらのディレクトリから「snmpd.conf」および「snmpd.local.conf」
という名前のファイルをすべて読み出します。snmpd プロセスを開始するときに、-c フラグを
使ってほかのconfファイルを指定することもできます。使用可能なconfファイルについて詳し
くは、snmpd のマニュアルページ（man で表示）を参照してください。

付属のスクリプト「/usr/bin/snmpconf」を使用すれば、構成ファイルをより効率的に作成して
インストールできます。ルートとしてこのスクリプトを使用するときは、-i フラグを指定して
ファイルを「/usr/share/snmp/」にインストールします。そうでない場合は、ファイルが書き込
まれるデフォルトの場所は、ユーザのホームフォルダ（~/）になります。「/usr/share/snmp/」
の書き込みアクセス権を持っているのはルートだけです。

snmpd は起動時に構成ファイルを読み出すため、構成ファイルを変更したときは、プロセスを
停止してから再起動する必要があります。snmpd を停止するときは、ProcessViewer またはコ
マンドライン（ kill -HUP <pid>）を使用できます。

SNMPを有効にして構成するには：
m 「/usr/bin/snmpconf」コマンドを使用します。簡単なテキストベースの設定アシスタントが表
示され、画面の指示に従ってコミュニティ名を構成して情報を構成ファイルに保存します。
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snmp構成ファイルは、「/usr/share/snmp/snmpd.conf」にあります。

SNMPの構成例

手順 1：データをカスタマイズする
1


snmpdによって収集されるデータをカスタマイズするには、ルートとして「/usr/bin/snmpconf」
を使用するかsudoを使用して、snmpd.conf ファイルを追加します。次のコマンドを実行して
ください： 

/usr/bin/snmpconf -i

既存の構成ファイルがある場合は、それらをアシスタントに読み込んで、その内容をアシスタン

トの出力に取り込むことができます。

2 ファイルを読み出すことを選択した場合は、「/etc/snmp/snmpd.conf」のファイルを指定します。

一連のテキストメニューが表示されます。

3 以下の選択を次の順序で行います：

a ファイルを選択します：  1（snmpd.conf）
b セクションを選択：  5（システム情報の設定）
c セクションを選択：  1（システムの[通常は物理的な]場所。）
d システムの場所：  テキスト文字列をここに入力します—「server_room」など
e セクションを選択：  f（完了）
f セクションを選択：  f（完了）
g ファイルを選択：  q（終了）
今日の作成日付でsnmpd.confファイルが作成されました。 

ls -l /usr/share/snmpd.conf を入力して、作成されたことを確認します。

手順 2：snmpdを再起動して変更を取り込む
1 「サーバ管理」を開きます。

2 サーバを選択し、ツールバーの「設定」をクリックしてから、「一般」タブをクリックします。

3 「ネットワーク管理サーバ（SNMP）」の選択を解除します。

4 「保存」をクリックします。

この操作は、コマンドラインを使って、ルートとしてsmnpdプロセスを強制終了および再起動
することで行うこともできます： 

/usr/sbin/snmpd





182 第8章    監視する



手順 3：ホストからSNMP 情報を収集する
m 追加したSNMP情報を取得するには、 SNMPツールがインストールされているホストからこのコ
マンドを実行します： 

/usr/bin/snmpget -c public <ホスト名 > system.sysLocation.0

「<ホスト名>」は、対象ホストの実際の名前に置き換えます。

指定した場所が表示されるはずです。この例では、次のように表示されます： 

SNMPv2_MIB::system.sysLocation.0 = STRING:\”server_room\”

作業していたメニューのその他のオプションを次に示します： 

/usr/bin/snmpget -c public <ホスト名 > system.sysContact.0 

/usr/bin/snmpget -c public <ホスト名 > system.sysServices.0

最後の.0は、索引オブジェクトを検索していることを示します。単語「public」はsnmpコミュ
ニティの名前で、ここでは変更していません。

これらのいずれかに関する情報が必要な場合、または snmp 構文の説明が必要な場合は、net-
snmp.sourceforge.netでチュートリアルを参照できます。

SNMPで使用するツール
snmpget 以外にも、snmp ベースのツールがインストールされています。他社製のツール（無
料または有料）も利用でき、それぞれ操作性や報告される内容は異なります。

その他の情報
SNMP に関するその他の情報は、次の情報源から入手できます。

マニュアルページ
「ターミナル」で man -k snmpを入力すると、現在のマニュアルページのリストが表示されます。

Webサイト
Net-SNMP プロジェクト：
Â


www.net-snmp.org

Â



net-snmp.sourceforge.net

書籍
「Essential SNMP」。DouglasMauro、KevinSchmidt 著
発行元：  O’Reilly（第2 版、2005 年9月）
ISBN：  0-596-00840-6、460ページ

通知デーモンとイベント監視デーモン
システムイベントを監視してそのログを記録するために、アプリケーションメッセージを傍受し

てログとして記録するデーモンや、それらを処理するデーモンがオペレーティングシステム上で

いくつか動作します。
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主要な通知デーモンとして、syslogdとemondがあります。
Â


syslogd：  syslogd デーモンは、UNIX標準のシステム監視方法です。「/etc/syslog.conf」の設
定に従ってメッセージがログとして記録されます。その構成に指定された出力ファイルは標準

テキストファイルなので、ファイルをプリントするか編集ユーティリティを使用して、それら

を調べることができます。管理者は、これらの設定を編集して監視内容を調整できます。

多くの管理者は、ログファイルをさまざまな方法で加工します。つまり、スクリプトを作成し

て、ログファイルを解析し、目的の情報がログにある場合には何らかの処理を実行することに

なります。こうした自作の通知スクリプトは、品質や目的がさまざまで、スクリプト作成者の

目的に合わせて調整されます。

リモートサーバとの間でログファイル情報を送受信するように、syslogdデーモンを構成する
こともできます（「/ システム/ライブラリ/LaunchDaemons/com.apple.syslogd.plist」を編
集します）。ただし、syslogdでは、ネットワーク上にログメッセージを送信するときにセキュ
リティ保護された方法が使用されないので、この操作はお勧めしません。

Â



emond：  emondデーモンは、MacOSXServerv10.5 のイベント監視システムです。ほかの
プロセスから渡されたイベントを受け取り、定義済みのルールセットに指定されているイベン

トに基づいて対処してから、管理者に通知するという処理が、1つのプロセスに統合されてい
ます。
emond は現在、「サーバ管理」のメール通知システムでエンジンとして使用されています。
「サーバモニタ」の通知には使用されていません。

高度なサービスでは、登録済みのクライアントからイベントを受け取り、そのイベントがサー

ビスの登録時に指定したルールに基づく対処を必要としているかどうかを分析して、対処を必

要としている場合にはそのイベントに関連する処理が実行されます。これらを実現するため

に、emondデーモンは、ルールエンジン、応答するイベント、および対処するための処理と
いう、3つの部分で構成されます。

emond のルールエンジンは、次のように動作します：

Â「/etc/emond.d/emond.conf」から構成情報を読み出します。

Â「/etc/emond.d/rules/」ディレクトリにあるplist ファイルからルールを読み出します。
Â 起動イベントを処理します。

Â イベントが終了するまで受け入れます。

Â 必要に応じてイベントが開始され、それに関連付けられたルールを処理します。

Â 開始されたルールに指定されている処理を実行します。

Â 最小限の権限で実行されます（nobody）。

警告：emond.conf とルールplist のファイルフォーマットと設定は、顧客向けの書類には記
載されていません。これらが改ざんされると、通知システムが使用できなくなることがありま

す。このような障害には対応していません。
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ログを記録する
MacOSXServerでは、UNIX 標準のログファイルとアップル固有のプロセスログが保守されま
す。OSのログは次の場所にあります：
Â


/var/log

Â



/ライブラリ/Logs
Â


~/ライブラリ/Logs

ログはプロセスごとに記録され、プロセスごとにログレベルと詳細度を設定します。プロセスま

たはアプリケーションごとに、専用のログファイルに書き込まれるか、syslogなどのシステム標
準ログが使用されるかは異なります。このような標準テキストのログファイルは、どの場所にあ

るか関係なく、「コンソール」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）を使用して読み出すことができます。

MacOSXServer のほとんどのサービスには、「サーバ管理」にログパネルがあります。これら
のパネルを使用して、ログレベルを設定し、特定のサービスのログを表示することができます。 

Syslog
システムログsyslogは、プロセス・ログ・メッセージがすべて記録される場所です。syslog の
ログ詳細度は、いくつかのレベルで設定できます。低いログ詳細度を選択した場合は、詳細な

メッセージは保存されません。高いログ詳細度を選択した場合は、サイズが大きくなります。大

きすぎて役に立たないこともあります。

syslog に使用するログレベルは、プロセスごとに調整できます。適切な通知とデバッグを行うた
めに、適切なレベルを選択してください。

syslog のログレベル（詳細度の昇順）

syslog 構成ファイル
構成ファイルは「/etc/syslog.conf」にあります。各行のフォーマットは次のようになります：

<ファシリティ>.<ログレベル><ログファイルのパス>

ファシリティは、ログに書き込みを行うプロセス名です。パスは、ログファイルへの POSIX 標
準パスです。アスタリスク（*）をワイルドカードとして使用できます。たとえば、カーネルの
設定は次のようになります：

レベル名 syslog.confでのレベルインジケータ 詳細度

なし .none なし

緊急 .emerg 最小

アラート .alert

エラー .err

警告 .warn

通知 .notice

情報 .info

デバッグ .debug 最大
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kern.* /var/log/system.log

これは、カーネルのすべてのレベルのすべてのログメッセージが「/var/log/system.log」ファイ
ルに書き込まれることを示しています。

同様に、次の設定例では、すべてのプロセスのすべての緊急メッセージがカスタム緊急ログファ

イルに送信されます： 

*.emerg /var/log/emergencies.log

ディレクトリサービスのデバッグログ
OpenDirectory を使用していて、ディレクトリサービスのプロセスのデバッグ情報が必要な場
合は、システムログとは違う方法でログを記録する必要があります。プロセスのデバッグログを

手動で有効にする必要があります。デバッグログを有効にすると、次の場所のログファイルに

メッセージが書き込まれます：

/ライブラリ/Logs/DirectoryService/DirectoryService.debug.log

次のコマンドをスーパーユーザのアクセス権（sudoまたはroot）で実行する必要があります：

ディレクトリサービスのデバッグログの入／切を手動で切り替えるには： 

killall -USR1 DirectoryService

起動時にデバッグを開始するには： 

touch / ライブラリ /Preferences/DirectoryService/.DSLogAPIAtStart

参考：デバッグログは、自己文書化されていないので、通常のログのように分かりやすくありま
せん。かなり冗長で分かりにくい内容が出力されます。API呼び出し、プラグインへの要求、お
よび応答が出力されます。

OpenDirectoryのログ
構成ファイルは「/etc/openldap」にあり、ログは「/var/log/slapd.log」にあります。ディレク
トリトランザクションごとのトランザクションログが、OpenLDAP データベースに生成されま
す。データベースとトランザクションのログは、「/var/db/openldap/openldap-data」にあり
ます。

slapd は、OpenDirectory の使用方法を制御するプロセスですが、パラメータを追加して詳細
なログを出力できます。次のコマンドによって、詳細なログが有効になります： 

slapconfig -enablesslapdlog



slapdをデバッグモードで実行するには：
1


launchdのウォッチリストのslapdを停止して取り除きます： 

launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/org.openldap.plist



2



slapdをデバッグモードで再起動します： 

sudo /usr/libexec/slapd -d 99
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AFPのログ
サーバ側の AFP（AppleFileServiceProtocol）はアクセスおよびエラーを追跡していますが、
デバッグ情報はそれほど詳細に記録されません。ただし、クライアント側でログを記録する機能

をAFPクライアントに追加すると、AFP接続の監視および問題解決がしやすくなります。

クライアント側でログを記録するには：
次のすべての操作をAFPクライアントコンピュータで実行してください。

1 クライアントのデバッグレベルを設定します（レベル0 ～8）： 
defaults write com.apple.AppleShareClientCore -dict-add afp_debug_level 4



2 クライアントでログメッセージを受け取るファイルを設定します（この場合は、syslog）： 
defaults write com.apple.AppleShareClientCore -dict-add afp_debug_syslog 1



3



syslog を有効にして、クライアントからのデバッグメッセージを記録します：

これを行うには、「*.debug/var/log/debug.log」をsyslogd.confファイルに追加します。

4



syslog プロセスを再起動します。

その他の監視ツール
MacOSXServer を監視するために使用できるツールはほかにもあります。いくつかの他社製
サーバ監視パッケージのほか、アップルのその他の監視ツールも利用できます。

次のリストには他社製のツールが含まれていますが、それらの製品を推奨または支持するもので

はありません。情報提供のみを目的として記載しています。

Â


AppleRemoteDesktop：  このソフトウェアパッケージには、MacOSX およびMacOSX
Server が動作するコンピュータと情報をやり取りしたり、レポートを作成したり、動作を追
跡するために、たくさんの機能が用意されています。いくつかの強力な管理機能と優れたレ

ポート作成機能を利用できます。

Â


Nagios（他社製）：  このツールは、コンピュータシステムおよびネットワークを監視するため
のオープンソースのアプリケーションです。

Â


Growl（他社製）：  このツールは、ローカルおよびリモートの通知に対応する、拡張性の高い
集中管理通知サービスです。





9
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9 設定の例

この章では、MacOSXServerのディレクトリとネットワーク環境を設定する手順について、小
規模な会社の例を使って説明します。

小規模な会社に1台のMacOSXServer
この例では、MacOSXServerを使って、ディレクトリサービス、ネットワークサービス、およ
び生産性向上サービスを小規模な会社の従業員に提供します：

この会社では、オフィスLANを使ってファイルとプリンタを共有していました。MacOSXServer
を購入したので、あるISP のDNSサービスとDSL（デジタル加入者電話回線）サービスを使っ
て、イントラネットを導入できるようになりました。

Mac OS X Server
（example.com）

DSL
インターネット

共有

プリンタ

Windowsクライアント Mac OS Xクライアント

スイッチ

ISPの DNS
サーバ

Mac OS X
クライアント

192.168.0.1

VPN
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この会社に導入するシステム環境は、次のような特徴を持っています：

Â サーバ上にあるOpenDirectory のマスターのLDAP ディレクトリでは、MacOSX および
Windowsユーザの認証など、すべてのユーザ管理を行います。

Â


ISPのDNS サービスは、会社のDNS ドメイン名（example.com）を提供します。

Â


MacOSXServer上で動作するDNSサーバは、静的IPアドレスを持つサーバやプリンタなどの
イントラネット装置にネームサービスを提供します。

Â サーバとインターネットの間にあるファイアウォールは、不正なアクセスからイントラネット

を保護します。

Â


NATサービスによって、ISP のIPアドレスを共有して会社のイントラネットからインターネッ
トにアクセスできます。また、VPN によって、従業員がオフィスから離れた場所にいるとき
でも、インターネットから会社のイントラネットに安全にアクセスできます。

Â


MacOSXServerのDHCPサービスは、イントラネットのクライアントコンピュータに動的な
IPアドレスを割り当てます。サーバとプリンタには静的なアドレスを割り当てますが、クライ
アントコンピュータには動的なアドレスを割り当てます。

サーバの設定方法
ここでは、この例の架空の会社にMacOSXServer を設定する手順について、その概要を説明
します。ディレクトリサービスの設定について詳しくは、「Open Directory の管理」を参照して
ください。ネットワークサービスの設定（IP ファイアウォール、DHCP など）について詳しく
は、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

手順 1：ネットワークを設定する
1 サーバに2基のEthernetインターフェイス（ポート）があることを確認します。1基はイントラ
ネット（LAN）接続用、もう1基はDSLモデム接続用です。

サーバに接続するときには、接続速度の速いインターフェイスを使ってください。DSL 接続の場
合は、10メガビットの接続速度で十分です。

2 接続速度の速いインターフェイスを使って、サーバをLANに接続します。

この例では、サーバがスイッチに接続され、そこからクライアントコンピュータと共有プリンタ

に接続されています。このインターフェイスは、内部インターフェイスと呼ばれます。

イントラネット装置は、高品質のCAT-5Ethernet ケーブルを使って、ハブまたはスイッチに接
続する必要があります。10/100/1000メガビットの高速スイッチであれば、高度なサーバ機能に
対応できます。たとえば、NetBootなどの高速接続を必要とする機能でも、快適に利用すること
ができます。

3 もう一方のEthernet インターフェイスを使って、サーバをDSL モデムに接続します。

このインターフェイスは外部インターフェイスと呼ばれます。
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手順 2：ISPに問い合わせて外部DNSを設定する
この ISP のネームサーバは、すべてのサーバのすべてのパブリック IP が含まれる会社ゾーン
example.comと、インターネットで利用できるサービス（会社のWeb サーバ、VPNゲートウェ
イなど）を提供する必要があります。

つまり、ISPから提供されるゾーンにはパブリック IPアドレスだけが含まれていて、ISPのネー
ムサーバに必要な冗長性は用意されていなければなりません。また、このISP は、外部の IP ア
ドレスのために、ゾーンのドメインの正引きDNS参照と逆引きDNS参照を提供する必要があり
ます。

手順 3：管理用コンピュータを設定する
1 「ServerTools」DVD から、サーバ管理ツールをインストールします。

MacOSXLeopard が動作するコンピュータのうち、ツールをインストールするコンピュータを
選択します。管理用コンピュータとインストール先サーバとの間のネットワーク通信が機能して

いることを確認します。詳しくは、80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。

2 付録の197ページにある「Mac OS X Server 詳細ワークシート」に必要事項を記入します。

この情報は、「サーバアシスタント」の画面を移動していくときに必要になります。

手順 4：サーバとマスターディレクトリを設定する
1 インストールDVDからサーバを起動します。

実行する手順は、サーバハードウェアごとに異なります。

この例では、コンピュータにキーボードとDVD ドライブが搭載されていることを前提としてい
ます。コンピュータの電源を入れ、光学式ドライブにインストールDVD を挿入して、キーボー
ドのCキーを押しながらコンピュータを再起動します。

光学式ドライブのないサーバでのインストールやNetInstall環境からのインストールなど、その
他のインストール方法については、77ページの第 5章「インストールと展開」を参照してくだ
さい。

2 管理用コンピュータで「設定アシスタント」を起動します。

3 「設定アシスタント」が開いたら、「リモートコンピュータにMacOSXServer をインストール」
を選択します。

4 画面の指示に従って操作を続けます。

インストール先のディスクをフォーマットする必要がある場合は、89ページの「MacOSX
Server のインストールに必要なディスクを準備する」で、MacOSXServer のインストールに
必要なディスクの準備に関する説明を参照してください。

警告：この例では、このISP が、サーバのパブリックIPアドレスとマシン名について、正引
きおよび逆引きのDNS解決を提供することを前提としています。そうでない場合（たとえば、
ISPの設定がまだ完了していない場合、またはサーバ独自のネームサーバを実行する場合）
は、手順4でスタンドアロンサーバを選択し、有効なDNS 設定が完了してからOpen
Directory のマスターまたは複製に昇格してください。
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インストールが完了すると、サーバが再起動します。

5 再起動後に、もう一度「サーバアシスタント」を使って「リモートサーバを設定する」を選択し

ます。

6 「言語」および「キーボード」パネルを使って、サーバの管理に使用する言語を考慮します。

7 「管理者アカウント」パネルで、サーバ管理者の名前とパスワードを入力してから、「続ける」を
クリックします。

8 新しくインストールしたサーバが「ネットワーク名」パネルに表示されない場合は、「追加」（＋）

ボタンをクリックして、IPアドレスを入力し、デフォルトの管理者名とパスワードを入力してか
ら、「続ける」をクリックします。

詳しくは、108ページの「サーバの初期設定中にネットワークに接続する」を参照してください。

9 画面の指示に従って操作を続けます。

10 「ネットワークインターフェイス」パネルに、外部Ethernetインターフェイスと内部Ethernet イ
ンターフェイスが表示されていることを確認します。

11 「ネットワークインターフェイス」パネルで、外部インターフェイスが一番上に表示されている
ことを確認してください。

一番上にあるインターフェイスは、プライマリインターフェイス（デフォルトインターフェイス）

です。サーバで開始されたネットワークトラフィックは、プライマリインターフェイスを使って

ルーティングされます。VPNでは、プライマリインターフェイスがパブリックネットワークとし
て使用され、それ以外のすべてのインターフェイスはプライベートネットワークと見なされます。

12 「続ける」をクリックします。

Ethernetインターフェイスごとに「TCP/IP接続」パネルが表示されます。

13 外部インターフェイスの場合は、「IPv4 を構成」ポップアップリストから「手入力」を選択し、
ISPから割り当てられたIPアドレス、サブネットマスク、およびDNSサーバのIPアドレスを入
力します。

この例のようなデュアルインターフェイスの設定では、すべてのDNS要求がプライマリインター
フェイスにルーティングされます。このため、サーバでDNS を実行するときは、ネームサーバ
フィールドにもゲートウェイのパブリックIPを入力します。手動で構成するときは、ゲートウェ
イのパブリックIP がISPのサーバより前に検索されるようにリストの1番目に置いてから、「続
ける」をクリックします。

14 （「サーバ管理」のNATサービスのセクションから）「ゲートウェイ設定アシスタント」を使用し
てネットワーク設定を構成する場合は、内部インターフェイスを設定する必要はありません。

「ゲートウェイ設定アシスタント」を使用してネットワーク設定を設定しない場合は、次の内部

インターフェイスの値を入力し、「続ける」をクリックします：

Â



IPv4 を構成：手入力

Â



IPアドレス：192.168.0.1（192.168は、内部LANのために予約されています）

Â サブネットマスク：  255.255.0.0
Â ルーター：  192.168.0.1
Â



DNSサーバ：  192.168.0.1
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15 「ディレクトリの利用設定」パネルで、共有 LDAP ディレクトリをサーバ上に設定するために、
「OpenDirectoryのマスター」を選択します。次に、「Windowsプライマリ・ドメイン・コント
ローラを有効にする」を選択し、ドメイン名またはワークグループ名を入力します。

これらの設定によって、WindowsPDCが設定されます。WindowsNT、Windows2000、およ
びWindowsXP ワークステーションを使用する従業員は、プライマリ・ドメイン・コントロー
ラにログインしたり、ログイン中にパスワードを変更したり、ローミング・ユーザプロファイル

とネットワーク・ホームフォルダをサーバ上に作成できるようになります。

1 つのユーザアカウントだけを使って、Windows ワークステーションまたはMacOSX コン
ピュータからログインして、同じネットワーク・ホームフォルダにアクセスすることもできます。

16 「続ける」をクリックします。

17 すべての「アシスタント」パネルの操作が終わって、「適用」をクリックすると、サーバの設定

が開始されます。

設定が完了すると、サーバが再起動します。

18 「サーバアシスタント」を使用しているときに定義した管理者として、サーバにログインします。

19 サーバのネットワーク設定を構成します。

これを行う最も簡単な方法は、手順4で説明しているように、「ゲートウェイ設定アシスタント」
を使用することです。また、手順5～8で説明しているように、「サーバ管理」を使用してネッ
トワークサービスごとに個別に構成することもできます。

手順 5：「ゲートウェイ設定アシスタント」を使用してサーバのネットワーク構成を自動化する
1 管理用コンピュータで「サーバ管理」を開きます。

2 「サーバアシスタント」で定義した管理者としてサーバに接続して認証を行っていない場合は、そ
のようにします。

3 サーバを選択し、使用するサービスを追加します。

ここでは、NAT サービスとファイアウォールサービスを選択します。

4 設定しているサーバの「概要」パネルで、「NAT」サービスをクリックします。

5



NATの概要パネルで「ゲートウェイ設定アシスタント」のボタンをクリックして、アシスタント
を開きます。

6 パネルを進んでいき、要求されたら情報を指定します。

「WAN ポート」パネルで、初期設定中に外部インターフェイスとして構成したポートを選択し
ます。

「VPN 設定」パネルで、VPNを有効にし、クライアント接続で使用する共有シークレットを指定
します。

「LANポート」パネルで、内部インターフェイスとして使用するポートを選択します。

7 「ゲートウェイ設定アシスタント」でのネットワーク設定が完了し、アプリケーションを終了し
たら、手順9 に進みます。
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手順 6：ファイアウォールを設定する
1 管理用コンピュータで「サーバ管理」を開きます。

2 「サーバアシスタント」で定義した管理者としてサーバに接続して認証を行っていない場合は、そ
のようにします。

3 サービスリストで、「ファイアウォール」をクリックします。

4 下にあるアクションバーで、「ファイアウォールを開始」をクリックします。

5 「設定」をクリックし、「サービス」を選択します。

6 「192.168-net」という名前のアドレスグループについて、「サービスを編集」を選択します。

7 オフィスで働いている従業員にアクセスを許可したいサービスについて、「許可」を選択します。

「ドメインネームサービス」、「DHCP」、および「NetBoot」は必ず選択してください。

8 「any」という名前のアドレスグループについて、「サービスを編集」を選択します。

9 「サービス」をクリックし、ファイアウォールの外部のクライアントにアクセスを許可したいサー
ビスについて、「許可」を選択します。L2TPVPN、IKE、およびDHCPは必ず選択してください。

10 「保存」をクリックします。

手順 7：DNSサービスを設定する
ローカルサイトのすべての完全修飾ホスト名（「site1.example.com」など）のようなゾーン情報
は、LeopardServer のDNS によって管理されています。このプライベートゾーンも、プライ
ベートのローカルIP にマッピングされています。このため、パブリックサーバをローカルDNS
に追加する必要はありません。

また、DNSフォワーダゾーンが設定されていて、ローカルDNS ゾーンで名前が見つからない場
合には（たとえば、www.apple.comのようなほかの組織のWebサーバのIPアドレス）、ISP の
DNSレコードに問い合わせるようになっています。

参考：手順2で説明したように、この例では、サーバのパブリックIP の解決を含めて、ISPが会
社ゾーン<example.com>用の正引きおよび逆引きのDNSを提供することを前提としています。

結果として、社内のネームサーバでは、<site1.example.com>のような内部ゾーンが使用して、
LAN 上のサーバおよびその他のすべての装置のプライベートIPアドレスを管理しています。

1 「サーバ管理」で、サービスリストから「DNS」を選択します。

2 「ゾーン」をクリックし、「ゾーン」リストの下にある「追加」ボタン（＋）をクリックして、「プ
ライマリゾーンを追加」を選択します。

3 デフォルトゾーンを選択し、組織の要件に応じてカスタマイズします。

この例では、次のように設定します：

Â プライマリゾーンの名前：example.com

Â ネームサーバのアドレス：  192.168.0.1
Â 管理者のメール：admin@example.com
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4 コンピュータレコードをゾーンに追加します。ゾーンを選択し、「レコードを追加」をクリック

してから、ポップアップボタンから「コンピュータ（A）を追加」を選択してください。

5 次の設定を使用して、ゾーン名の下にあるコンピュータレコードを選択してそのレコードを編集

し、完了したら「保存」をクリックします。

Â コンピュータ名：myserver

Â


IPアドレス： 192.168.0.1

6 次の設定を使用して、装置をゾーンに追加します。

たとえば、プリンタを追加するときは、「追加」ボタンをクリックし、プリンタの値を指定して、

「OK」をクリックします：

Â



IPアドレス： 192.168.100.2
Â 名前： laserprinter_2000

7 サーバが管理していないドメイン名がある場合には、サーバの外部を検索するようにサーバを設

定します。「設定」をクリックしてください。

8 「フォワーダIPアドレス」リストで、「追加」（＋）ボタンをクリックして、ISPから割り当てられ
たDNS アドレスを追加します。

9 「保存」をクリックし、「DNSを開始」をクリックします。

手順 8：DHCPサービスを設定する
この手順では、DHCPサーバを設定します。このDHCP サーバは、従業員のコンピュータに動的
なIPアドレスを割り当てるほか、従業員が使用するDNS サーバ、LDAPサーバ、およびWINS
サーバの識別情報を渡します。

クライアントコンピュータの検索方式が、クライアントコンピュータの「ディレクトリユーティ

リティ」アプリケーションによって「自動」に設定されている場合には、IPアドレスが割り当て
られるときに、DNSサーバ、LDAPサーバ、およびWINSサーバの識別情報が渡されます。

1 「サーバ管理」で、DNSが実行中であることを確認します。

2 サービスリストから「DHCP」を選択します。

3 「サブネット」をクリックします。

4 「追加」（＋）ボタンをクリックして、動的に割り当てるアドレスの範囲を定義します。

このアドレス範囲は、現在のクライアントコンピュータの数だけでなく、将来のクライアントコ

ンピュータの数を対応できるように定義する必要があります。アドレス範囲の先頭のアドレスま

たは末尾のアドレスを除外して考慮してください。これらのアドレスは、静的な IP アドレスを
必要とする装置またはVPNユーザのために予約する必要があります。

次の値は、設定値の例です：

Â サブネットマスク： 255.255.0.0
Â 開始IPアドレス： 192.168.0.2
Â 終了IPアドレス： 192.168.0.102
Â ネットワークインターフェイス：  en1
Â ルーター： 192.168.0.1
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5 「DNS」パネルに次の値が表示されることを確認します：

Â デフォルトのドメイン：example.com

Â ネームサーバ： 192.168.0.1

6 「LDAP」をクリックして、DHCPサーバを構成します。動的なIP アドレスを利用するクライアン
トが、構成しているDHCPサーバからディレクトリ情報を取得できるように設定してください。

設定しているDHCPサーバは、「サーバ名」フィールドで識別されます。「サーバアシスタント」
を使用したときに、そのサーバをOpenDirectory のマスターとして設定しているためです。こ
の例では、その他の設定はオプションです。

7 動的なIPアドレスを利用するクライアントにWindows固有の設定が渡されるように、DHCPを構
成します。「WINS」をクリックしてから、以下の値を指定してください：

Â



WINS/NBNS プライマリサーバ： 192.168.0.1
Â


NBTノードタイプ：ブロードキャスト（b-node）

8 「保存」をクリックし、内部Ethernetインターフェイスを有効にして、「DHCPを開始」をクリッ
クします。

手順 9：NATサービスを設定する
1 「サーバ管理」で、サービスリストから「NAT」を選択します。

2 「設定」をクリックします。

3 「外部ネットワークインターフェイス」ポップアップメニューから外部インターフェイスを選択
します。

4 「保存」をクリックし、「NAT を開始」をクリックします。

手順 10：VPNサービスを設定する
1 「サーバ管理」で、サービスリストから「VPN」を選択します。

2 「設定」をクリックします。

3



MacOSXv10.5コンピュータ、Linux ワークステーション、UNIXワークステーション、および
WindowsXP のユーザに対して、L2TPoverIPSec（LayerTwoTunnelingProtocol、Secure
InternetProtocol）を使用可能にします。

PPTPも使用できますが、L2TPはIPSec上で動作するため、高度なセキュリティを実現できます。

4 開始IPアドレスと終了IPアドレスを入力して、VPNサーバがクライアントに割り当てるアドレス
範囲を指定します。

DHCP サーバが利用するアドレスは指定しないでください。PPTP を使用可能にする場合には、
PPTPに指定するアドレスも指定しないでください。

5 共有シークレットを指定するために、「共有シークレット」に直感的に分からない文字列を入力

します。

たとえば、数字、記号、および英字を使って、簡単に推測できないように組み合わせます。英字

の大文字／小文字は区別されます。長さは、8～12文字にすることをお勧めします。
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6 オフィスから離れた場所にいる従業員が、WindowsXPコンピュータ以外のWindows ワークス
テーションまたはMacOSXv10.2コンピュータからイントラネットにアクセスする必要がある
場合は、PPTP（PointtoPointTunnelingProtocol）を使用可能にします。

128 ビットのPPTPに対応していないWindowsクライアントからも接続できるようにする場合
は、「128ビットの暗号化キー以外に40ビットの暗号化キーを許可する」を選択します。

7 開始IPアドレスと終了IPアドレスを入力して、VPNサーバがクライアントに割り当てるアドレス
範囲を指定します。

DHCPサーバが利用するアドレスは指定しないでください。L2TPoverIPSecを使用可能にした
ときは、L2TPoverIPSecに指定したアドレスも指定しないでください。

8 「保存」をクリックし、「VPNを開始」をクリックします。

手順 11：生産性向上サービスを設定する
ここまでの設定が終了すると、ファイルサービスやプリントサービスなど、生産性サービスの設

定に必要なシステム環境の準備が完了しています。関連する管理ガイド（13ページを参照して
ください）の指示に従って、必要なサービスを構成してください。

Apple ファイルサービスなど、多くのサービスには必須の設定項目があります。まず、「サーバ
管理」を使ってサービスを開始してください。

手順 12：ユーザアカウントとホームフォルダを作成する
1 「ワークグループマネージャ」を開きます。

2 「サーバアシスタント」で定義した管理者としてサーバに接続して認証を行っていない場合は、そ
のようにします。

OpenDirectoryのマスターのLDAPディレクトリが、編集できる状態になります。このマスター
ディレクトリに、各従業員のアカウントを追加します。

3 「新規ユーザ」ボタンをクリックします。

4 表示されたパネルでユーザ設定を指定します。

「ユーザの管理」では、ホームフォルダを含めて、ユーザアカウントのすべての属性の設定方法
について説明しています。また、グループアカウントとコンピュータリストを設定してユーザを

管理する方法や、Macintoshクライアントの作業環境をカスタマイズするために環境設定を設定
する方法についても説明しています。

「ユーザの管理」および「Open Directory の管理」では、Windowsワークステーションユーザ
向けのサポートを実装する方法について、詳しく説明しています。
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手順 13：クライアントコンピュータを構成する
ここでは、MacOSXv10.5コンピュータの設定について説明します。

1


DHCPサーバから情報を取得する必要がある場合は、MacOSXクライアントをそのように構成し
ます。

MacOSXv10.5コンピュータは、DHCPを使ってIP アドレスを取得し、DHCP サーバからLDAP
ディレクトリの情報を取得するように構成されています。LDAP ディレクトリの情報を使って
DHCP サービスを構成すると、MacOSXクライアントが DHCP サーバからIP アドレスを受け
取ったときに、LDAPディレクトリの情報がMacOSXクライアントに配布されます。

次の設定はあらかじめ構成されています：

Â ネットワークの環境設定は、DHCPを使用するように設定されています。この設定にアクセス
するには、「システム環境設定」を選択し、「ネットワーク」環境設定を開き、内部 Ethernet
インターフェイスを選択して、「IPv4を構成」ポップアップメニューから「DHCPサーバを使
用（アドレスは手入力）」または「DHCPサーバを参照」を選択します。

Â


MacOSXバージョン10.3コンピュータの検索方式は、自動的に定義されるように設定されて
います。この設定にアクセスするには、「/アプリケーション/ユーティリティ/」で「ディレ
クトリユーティリティ」を開き、「認証」をクリックします。カギのアイコンがロックされて

いる場合は、カギをクリックして、管理者として認証します。「検索」ポップアップメニュー

から「自動」を選び、「適用」をクリックします。

Â


DHCPから提供されるLDAP情報を使用できるようになっています。この設定にアクセスする
には、「ディレクトリユーティリティ」を開いて「サービス」をクリックします。カギのアイ

コンがロックされている場合は、カギをクリックして、管理者として認証します。サービスの

リストで「LDAPv3」を選び、「構成」をクリックします。「DHCPから提供されるLDAPサー
バを使用する」をクリックして、「OK」をクリックします。

2



MacOSXクライアントがVPN サーバを使用できるように構成します。

3 「/ アプリケーション/」にある「インターネット接続」アプリケーションを開き、ツールバーで
「VPN」をクリックします。

4 「L2TPoverIPSec」または「PPP」を選択して、「続ける」をクリックします。

5 「構成」ポップアップメニューから「構成を編集」を選択します。

6



ISPから割り当てられた外部IPアドレス、コンピュータユーザのユーザ名とパスワード、および
（L2TPoverIPSecの場合）共有シークレットを入力します。

7 「OK」をクリックします。
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サーバの設定をこの表に記入してください：

サーバ名：

項目 説明 実際の設定内容

インストールおよび設
定するリモートサーバ
の識別情報

「サーバアシスタント」を使ってローカルサブネット上

のリモートサーバをインストールおよび設定するには、
そのサーバについて次のいずれかの値が必要です：

-IPv4形式のIP アドレス（000.000.000.000）
-ホスト名（someserver.example.com）

-MACアドレス（00:03:93:71:26:52）
コマンドラインを使ってインストールおよび設定する場

合や、同一のまたは異なるサブネットにリモートイン
ストールおよびリモート設定する場合は、インストー

ル先サーバのIPアドレス（IPv4形式）が必要です。

プリセットパスワード
（リモートインストール
およびリモート設定の
場合）

インストール先サーバのハードウェアシリアル番号の

最初の8桁。コンピュータのラベルにプリントされて
います。

シリアル番号のない古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。

インストールの種類 バージョン10.4または10.3.9からのアップグレード、
ディスクのフォーマットなしのフルインストール、ま

たは新規インストール。

新規インストールを実行すると、インストール先のボ

リューム（パーティション）が消去されます。

インストール先のディ
スクまたはパーティ
ション

インストール先のディスクまたはパーティション（ボ

リューム）の名前。

ディスクフォーマット
（ディスクを消去しても
よい場合）

インストール先のディスクのフォーマット。

ほとんどの場合、MacOS拡張（ジャーナリング）を
使用します。

MacOS拡張、または大文字／小文字を区別するHFS+
も使用できます。

ディスクのパーティ
ション設定（ディスク
を消去してもよい場合）

インストール先のディスクにパーティションを設定す

るかどうかを指定します。

インストール先ディスクのパーティションの推奨最小

サイズは4GBです。
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RAIDミラーリング
（ディスクを消去しても
よく、インストール先
のサーバに別の物理ド
ライブがある場合）

RAIDミラーリングを設定するかどうかを指定します。
プライマリディスクを使用できない場合は、別のディ
スクが自動的に使用されます。

インストール先のディスクに1つのパーティションが
あり、別の物理ドライブにデータのない1つのパー
ティションがある場合は、インストール後にRAID ミ
ラーリングを設定できます。ただし、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。

保存済みの設定データ
を使用する

保存済みの設定データを使ってこのサーバを設定した
い場合は、使用したいデータが保存されているファイ

ルまたはディレクトリを確認します。設定データが暗
号化されている場合は、パスフレーズも確認します。

設定をファイルまたはディレクトリに保存したい場合
は、次の2つの項目のいずれかを使用します。

設定データをファイル
に保存する

次のいずれかのオプションを使用してファイルに名前
をつけます：

Â



<サーバのMACアドレス>.plist（先頭の0を含みます
が、コロンは省略します。

例：0030654dbcef.plist）。
Â


<サーバのIPアドレス>.plist（例：10.0.0.4.plist）。

Â


<サーバのDNS名の一部>.plist
（例：myserver.plist）。

Â


<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>.plist（最
初の8文字。例：ABCD1234.plist）。

Â


<サーバの完全修飾DNS名>.plist
（例：myserver.example.com.plist）。

Â


<サーバのIPアドレスの一部>.plist（例：10.0.plistは
10.0.0.4や10.0.1.2に一致します）。

Â


generic.plist（すべてのサーバによって認識されま
す。同じ設定値を必要とする複数のサーバを設定す
る場合に使用します）。

ファイルを暗号化する場合は、上の表記法を使用して
名前を付けたファイルにパスフレーズを保存できます。

ただし、「.plist」ではなく「.pass」の拡張子を使用す
る場合は除きます。

サーバ（複数可）が検索できる場所に設定ファイルを
配置します。サーバは、ローカルマウントされている

ボリュームの「/Volumes/*/AutoServerSetup/」内
にあるファイルを検出できます。*は、「/Volumes」の
下にマウントされている装置です。

項目 説明 実際の設定内容
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設定データをディレク
トリに保存する

設定を保存するディレクトリに移動して、次のオプ

ションのいずれかを使用して設定レコードに名前を付
けます：

Â



<サーバのMACアドレス>（先頭の0を含みますが、
コロンは省略します。例：0030654dbcef.plist）。

Â


<サーバのIPアドレス>（例：10.0.0.4）。

Â


<サーバのDNS名の一部>（例：myserver）。

Â


<サーバの内蔵ハードウェアシリアル番号>（最初の
8文字。例：ABCD1234.plist）。

Â


<サーバの完全修飾DNS名>
（例：myserver.example.com）。

Â


<サーバのIPアドレスの一部>（例：10.0は10.0.0.4や
10.0.1.2に一致します）。

Â


generic（すべてのサーバによって認識されます。同
じ設定値を必要とする複数のサーバを設定する場合

に使用します）。
ファイルを暗号化する場合は、上の表記法を使用して

名前を付けたファイルにパスフレーズを保存できます。
ただし、「.pass」の拡張子を追加する場合は除きます。
サーバ（複数可）が検索できる場所にパスフレーズ
ファイルを配置します。サーバは、ローカルマウント

されているボリュームの「/Volumes/*/AutoServer
Setup/」内にあるファイルを検出できます。*は、
「/Volumes」の下にマウントされている装置です。

言語 サーバ管理に使用する言語（英語、日本語、フランス
語、またはドイツ語）。言語は、サーバの時刻と日付の

形式、表示されるテキスト、およびAFPサーバが使用
するデフォルトエンコーディングに影響します。

キーボード配列 サーバ管理用のキーボード。

シリアル番号 お使いのMacOSXServerのシリアル番号。
MacOSXServerv10.5の新しいシリアル番号が必要
です。

形式は、xsvr-999-999-x-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xで
す。xは文字、9は数字です。最初の要素（xsvr）と4
番目の要素（x）は、小文字でなければなりません。
サイトライセンス登録されていない場合は、サーバご

とに一意のシリアル番号が必要です。サーバソフト
ウェアのシリアル番号は、サーバソフトウェアのパッ

ケージの付属物にプリントされています。

サイトライセンス登録されている場合は、登録された

所有者名と組織名を、アップルの販売代理店から指定
された通りに入力する必要があります。

汎用的な設定ファイルまたはディレクトリレコードを
使用してサーバを設定し、シリアル番号がサイトライ

センス登録されていない場合は、「サーバ管理」を使用
してサーバのシリアル番号を入力する必要があります。

項目 説明 実際の設定内容
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管理者のロングネーム
（「フルネーム」または
「実際の名前」とも呼ば
れます）

ロングネームの長さは、255バイト以下です。文字数
は255文字以下です。
ローマ字～3バイト文字を使用できます。3バイト文
字は85文字以下です。
空白を含めることができます。

「SystemAdministrator」など、あらかじめ定義され
ているユーザ名と同じ名前にすることはできません。

ログインウインドウでは、英字の大文字／小文字が区
別されます。ただし、ファイルサーバにアクセスする

ときには区別されません。

管理者のユーザ名
（ショートネーム）

ユーザ名（ショートネーム）には、255文字以下の1
バイト文字を使用できます。通常は、8文字以下にし
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。

「root」など、あらかじめ定義されているユーザに割り
当てられているユーザ名（ショートネーム）は使わな

いでください。

管理者のパスワード この値は、1バイト文字で、英字の大文字／小文字が
区別され、4文字以上にする必要があります。このパ
スワードはルートユーザのパスワードにもなります。

このパスワードを記録した場合、このワークシートは
安全な場所に保管してください。

設定後に、このアカウントのパスワードを変更するに
は、「ワークグループマネージャ」を使用します。

ホスト名 サーバの設定中にこの名前を設定することはできませ

ん。ホスト名は、「サーバアシスタント」によって
「/etc/hostconfig」にAUTOMATICとして設定され
ます。

この設定により、サーバのホスト名は、次のリストに

実際にある最初の名前になります：

-DHCPまたはBootPサーバによってプライマリIPア
ドレスに対応して指定される名前

-プライマリIPアドレスに対するリバースDNS（アド
レス対名前）クエリーによって返される最初の名前

-ローカルホスト名

-「localhost」という名前

コンピュータ名 AppleTalk 名、およびSLP/DAに使用するデフォルト
名。63文字以下の名前を指定します。ただし、「=」、
「:」、「@」は使用しないでください。

「Finder」のネットワークブラウザでは、SMB を使用
して、Windowsファイル共有を提供するコンピュータ
を検索します。

SMBで使用するため、スペースはコンピュータ名から
削除されます。コンピュータ名は15 文字以下で、特殊
文字や句読点記号を含めることはできません。

項目 説明 実際の設定内容
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ローカルホスト名 ローカルサブネットでコンピュータを指定するための

名前。

小文字、数値、およびハイフンを含めることができま

す（ただし、ハイフンを最後にすることはできませ
ん）。「.local」で終わり、ローカルサブネット上で一意
である必要があります。

ネットワーク・イン
ターフェイス・データ

お使いのサーバには、Ethernetポートが1基内蔵され
ています。さらにEthernetポートが内蔵されていた
り、追加されていたりすることもあります。有効にし

たい各ポートの情報を記録しておいてください。

各ポートのデータを記録する

ときは、このワークシートに
付いている表を利用してくだ

さい。

ディレクトリの使用法 次のオプションから選択してください：

-スタンドアロンサーバ（ローカルディレクトリだけを
使用します）。

-ディレクトリシステムに接続（別のサーバの共有ディ
レクトリから情報を取得します）。このオプションを選

択する場合は、この表の次の4つの項目のいずれかを
使って、このサーバがディレクトリに接続する方法を

指定してください。
-OpenDirectoryのマスター（ほかのコンピュータに
ディレクトリ情報を渡します）。このオプションを選択
する場合は、「OpenDirectoryのマスターを使用する」
の項目を使ってください。
-変更なし（アップグレードの場合のみ）。

「DHCPサーバでの指定
に従う」を使用する

使用するディレクトリは、アドレスおよびLDAPサー
バ（DHCPオプション95）の検索ベースを提供するよ
うに設定された、DHCPサーバによって指定されます。

「OpenDirectoryサー
バ」を使用する

使用するディレクトリはLDAPディレクトリで、
DHCPサーバが検出するか、LDAPサーバのIPアドレ
スまたはドメイン名を指定します。

「その他のディレクトリ
サーバ」を使用する

使用するディレクトリは、サーバの設定が終了した後

に、「ディレクトリユーティリティ」アプリケーション
を使って構成されます。

「OpenDirectoryのマ
スター」を使用する

（オプション）このサーバ上でWindowsプライマリ・
ドメイン・コントローラを有効にするかどうかを指定

します。このサーバのWindowsコンピュータ名とド
メインを指定します。コンピュータ名とドメインには、
a～z、A～Z、0～9、-（ハイフン）は使用できます
が、.（ドット）とスペースは使用できません。数字だ
けの名前は使用できません。

サーバの設定が完了したら、「サーバ管理」を使って、

管理したいディレクトリを設定してください。

時間帯 サーバで使用する時間帯を選択します。

ネットワークタイム （オプション）サーバのネットワーク・タイム・サーバ
を指定します。

ネットワーク・タイム・サーバと同期して、サーバの
クロックの精度を維持することをお勧めします。

項目 説明 実際の設定内容
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次のポートの構成設定を、この表に記入しておきます：

ポート名：内蔵Ethernet

項目 説明 実際の設定内容

装置名 enx の形式で示されるポートのUNIX名。xは0で始まります。
目的のポートの xの値については、お使いのハードウェアのマ
ニュアルを参照してください。en0の値は、常に内蔵
Ethernetポートを指定します。

en0



Ethernetアドレス ポートのMAC（MediaAccessControl）アドレス
（00:00:00:00:00:00）。通常、この値は、サーバハードウェアの
ラベルに記載されていますが、「システムプロファイラ」、また
はnetworksetup などのコマンドラインツールを実行して、こ
の値を確認できます。

TCP/IPおよび
AppleTalk

 TCP/IPまたはAppleTalk のポートを有効にするかどうかを指
定します。

TCP/IPを有効にしてポートをインターネットに接続し、
AppleTalk で同じポートまたは別のポートを使用できます。
AppleTalk が使用できるポートは1つだけです。

ポートの順序 複数のポートを有効にする場合は、ネットワークに接続を試み
るときにアクセスするポートの順序を指定します。ローカル

ネットワークのトラフィックを除いて、すべてのトラフィック
は1番目の動作中のポートを使用します。

TCP/IP設定 この表の次の4つの項目のいずれかを使用します。

「手入力」 手入力でTCP/IP 設定を指定するときは、次の設定を指定し
ます：

-IPアドレス（000.000.000.000）。一意の静的アドレスです。

-サブネットマスク（000.000.000.000）。サーバが存在する
ローカル・エリア・ネットワークのサブネットの検出に使用し

ます。このマスクは、サーバのアドレスのネットワーク部分を
取り出すために使用されます。残りの部分から、そのネット

ワークのサーバコンピュータが分かります。

-サーバが存在するサブネットに対応するルーター
（000.000.000.000）。このルーターは、送信先のIPアドレスが
ローカルサブネットに存在しないことを通知するメッセージの

送信先になるローカルサブネット上のコンピュータです。

-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完
全修飾DNS名に、またはその逆に変換するために使用します。
-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索
ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。
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「DHCPサーバを使
用（IPアドレスは
手入力）」

この設定は、DHCPサーバを使ってポートに静的IPアドレス
を割り当てる場合に指定します。オプションで、ほかの設定を
割り当てることもできます。

サーバの設定を開始するときは、DHCPサーバが設定されてい
て、DHCPサービスが動作していることを確認します：

-IPアドレス（000.000.000.000）。一意の静的アドレスです。
-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完
全修飾DNS名に、またはその逆に変換するために使用します。
-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索
ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。

「DHCPサーバを
参照」

この設定は、DHCPサーバを使ってポートに動的IPアドレス
を割り当てる場合に指定します。オプションで、ほかの設定を

割り当てることもできます。サーバの設定を開始するときは、
DHCPサーバが設定されていて、DHCPサービスが動作してい
ることを確認します：
-DHCPクライアントID（オプション）。ポートのIPアドレス
が変わったときにポートを見分けるのに役立つ文字列です。
「サーバアシスタント」を使用してリモートでサーバを設定す

るときは、DHCPクライアントID は指定しないでください。
代わりに、設定後に、サーバの「ネットワーク」環境設定を使

用してDHCP クライアントIDを定義します。
-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完
全修飾DNS名に、またはその逆に変換するために使用します。

-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索

ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。

「BootPサーバを
参照」

この設定は、BootstrapProtocolサーバを使用して、検出した
ポートのIPアドレスを割り当てる場合に指定します。

BootPでは、同じIPアドレスが常に特定のネットワークイン
ターフェイスに割り当てられます。BootPは、NetBootイメー
ジから起動するコンピュータに主に使用されます：

-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完全
修飾ドメイン名に、またはその逆に変換するために使用します。

-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索

ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。

項目 説明 実際の設定内容
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IPv6 ポートのIPv6アドレスを構成するときは、「自動」または「手
動」を選択します。

サーバで自動的にポートのIPv6アドレスを生成するようにし
たい場合は、「自動」を選択します。
IPv6 設定を指定する場合は、「手動」を選択します。

-IPv6アドレス。一般に、
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000の形式で記述し
ます。
-ルーター。ローカルサブネット上のルーターのIPv6アドレス
です。
-プレフィックス長。ネットワークの識別に使用するサブネッ
トマスクの有効ビット数です。

Ethernet設定 ポートのEthernet設定を自動的に構成する場合は、「自動」を
選択します。

サーバが接続されているネットワークに特定の要件がある場合

は、「手動（詳細）」を選択して設定を指定します。Ethernet
設定が正しくないと、ネットワークパフォーマンスに影響した

り、ポートが使用できなくなったりすることがあります：
-速度。このポートを使用して転送できるEthernetの最大速度
（ビット／秒）です。自動選択、10baseT/UTP、100baseTX、
1000baseTXのいずれかを選択します。

-通信方式。入出力パケットを同時に転送するか（全二重）、交
互に転送するか（半二重）を決定します。

-MTU（MaximumPacketTransferUnitSize）。そのポートか
ら送受信される最大パケットサイズ（バイト単位）。パケット
サイズを大きくするとスループットが向上しますが、パケット

を受信する装置（スイッチ、ルーターなど）でそのパケットサ
イズに対応する必要があります。標準（1500）、ジャンボ
（9000）、カスタム（72～1500の値を入力します）のいずれ
かを選択します。

項目 説明 実際の設定内容
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次のポートの構成設定を、この表に記入しておきます：

ポート名：

項目 説明 実際の設定内容

装置名 enx の形式で示されるポートのUNIX名。xは0で始まります。
目的のポートの xの値については、お使いのハードウェアのマ
ニュアルを参照してください。en0の値は、常に内蔵
Ethernetポートを指定します。

Ethernetアドレス ポートのMAC（MediaAccessControl）アドレス
（00:00:00:00:00:00）。通常、この値は、サーバハードウェアの
ラベルに記載されていますが、「システムプロファイラ」、また
はnetworksetup などのコマンドラインツールを実行して、こ
の値を確認できます。

TCP/IPおよび
AppleTalk

 TCP/IPまたはAppleTalk のポートを有効にするかどうかを指
定します。

TCP/IPを有効にしてポートをインターネットに接続し、
AppleTalk で同じポートまたは別のポートを使用できます。
AppleTalk が使用できるポートは1つだけです。

ポートの順序 複数のポートを有効にする場合は、ネットワークに接続を試み
るときにアクセスするポートの順序を指定します。ローカル

ネットワークのトラフィックを除いて、すべてのトラフィック
は1番目の動作中のポートを使用します。

TCP/IP設定 この表の次の4つの項目のいずれかを使用します。

「手入力」 手入力でTCP/IP 設定を指定するときは、次の設定を指定し
ます：

-IPアドレス（000.000.000.000）。一意の静的アドレスです。

-サブネットマスク（000.000.000.000）。サーバが存在する
ローカル・エリア・ネットワークのサブネットの検出に使用し

ます。このマスクは、サーバのアドレスのネットワーク部分を
取り出すために使用されます。残りの部分から、そのネット

ワークのサーバコンピュータが分かります。

-サーバが存在するサブネットに対応するルーター
（000.000.000.000）。このルーターは、送信先のIPアドレスが
ローカルサブネットに存在しないことを通知するメッセージの

送信先になるローカルサブネット上のコンピュータです。

-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完
全修飾DNS名に、またはその逆に変換するために使用します。
-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索
ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。
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「DHCPサーバを使
用（IPアドレスは
手入力）」

この設定は、DHCPサーバを使ってポートに静的IPアドレス
を割り当てる場合に指定します。オプションで、ほかの設定を
割り当てることもできます。

サーバの設定を開始するときは、DHCPサーバが設定されてい
て、DHCPサービスが動作していることを確認します：

-IPアドレス（000.000.000.000）。一意の静的アドレスです。
-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完
全修飾DNS名に、またはその逆に変換するために使用します。
-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索
ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。

「DHCPサーバを
参照」

この設定は、DHCPサーバを使ってポートに動的IPアドレス
を割り当てる場合に指定します。オプションで、ほかの設定を

割り当てることもできます。サーバの設定を開始するときは、
DHCPサーバが設定されていて、DHCPサービスが動作してい
ることを確認します：
-DHCPクライアントID（オプション）。ポートのIPアドレス
が変わったときにポートを見分けるのに役立つ文字列です。
「サーバアシスタント」を使用してリモートでサーバを設定す

るときは、DHCPクライアントID は指定しないでください。
代わりに、設定後に、サーバの「ネットワーク」環境設定を使

用してDHCP クライアントIDを定義します。
-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完
全修飾DNS名に、またはその逆に変換するために使用します。

-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索

ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。

「BootPサーバを
参照」

この設定は、BootstrapProtocolサーバを使用して、検出した
ポートのIPアドレスを割り当てる場合に指定します。

BootPでは、同じIPアドレスが常に特定のネットワークイン
ターフェイスに割り当てられます。BootPは、NetBootイメー
ジから起動するコンピュータに主に使用されます：

-DNSサーバ（000.000.000.000）。ポートのIPアドレスを完全
修飾ドメイン名に、またはその逆に変換するために使用します。

-検索ドメイン（オプション）。完全に修飾されていないイン
ターネットアドレスに自動的に追加する名前。たとえば、検索

ドメインとしてcampus.univ.edu を指定すると、「Finder」の
「サーバへ接続」ダイアログボックスに「server1」と入力して
server1.campus.univ.eduに接続できます。

項目 説明 実際の設定内容
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IPv6 ポートのIPv6アドレスを構成するときは、「自動」または「手
動」を選択します。

サーバで自動的にポートのIPv6アドレスを生成するようにし
たい場合は、「自動」を選択します。
IPv6 設定を指定する場合は、「手動」を選択します。

-IPv6アドレス。一般に、
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000の形式で記述し
ます。
-ルーター。ローカルサブネット上のルーターのIPv6アドレス
です。
-プレフィックス長。ネットワークの識別に使用するサブネッ
トマスクの有効ビット数です。

Ethernet設定 ポートのEthernet設定を自動的に構成する場合は、「自動」を
選択します。

サーバが接続されているネットワークに特定の要件がある場合

は、「手動（詳細）」を選択して設定を指定します。Ethernet
設定が正しくないと、ネットワークパフォーマンスに影響した

り、ポートが使用できなくなったりすることがあります：
-速度。このポートを使用して転送できるEthernetの最大速度
（ビット／秒）です。自動選択、10baseT/UTP、100baseTX、
1000baseTXのいずれかを選択します。

-通信方式。入出力パケットを同時に転送するか（全二重）、交
互に転送するか（半二重）を決定します。

-MTU（MaximumPacketTransferUnitSize）。そのポートか
ら送受信される最大パケットサイズ（バイト単位）。パケット
サイズを大きくするとスループットが向上しますが、パケット

を受信する装置（スイッチ、ルーターなど）でそのパケットサ
イズに対応する必要があります。標準（1500）、ジャンボ
（9000）、カスタム（72～1500の値を入力します）のいずれ
かを選択します。

項目 説明 実際の設定内容
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用
語
集

用語集

2要素認証  依存関係のない2 つの要素を組み合わせて行う認証プロセス。ユーザが知っている
こと（パスワードなど）、ユーザが持っているもの（スマートカードなど）、またはユーザ本人

（バイオメトリック要素など）を組み合わせます。パスワードなど、1 つの要素だけを使用する
認証よりも安全性が高くなります。

AFPAppleFilingProtocolの略語。Appleファイルサービスがファイルおよびネットワークサー
ビスの共有に使用するクライアント／サーバ型のプロトコル。AFP は、TCP/IP とその他のプロ
トコルを使って、ネットワークのコンピュータ間の通信に対応します。

ApacheMacOSXServerに統合されているオープンソースのHTTPサーバ。Apache について
の詳細は、www.apache.or.jpを参照してください。

BINDBerkeleyInternetNameDomainの略語。MacOSXServerに付属の、DNSを実装する
ためのプログラム。実行中のプログラムは、ネームデーモンまたはnamed とも呼ばれます。

BSDBerkeleySoftwareDistribution の略語。MacOSX ソフトウェアのベースとなっている
UNIXのバージョン。

CUPSCommonUNIXPrintingSystem の略語。IPP（InternetPrintingProtocol）に基づく、
プラットフォーム間のプリントシステム。MacOSXの「プリントセンター」、その基になってい
るプリントシステム、およびMacOSXServer のプリントサービスはCUPSに基づいています。
詳しくは、www.cups.orgを参照してください。

DHCPDynamicHostConfigurationProtocolの略語。クライアントコンピュータにIPアドレ
スを動的に割り当てるためのプロトコル。クライアントコンピュータが起動するたびに、DHCP
はDHCPサーバを検索し、見つかったDHCPサーバにIPアドレスを要求します。DHCPサーバ
は、使用可能な IP アドレスを調べ、これをリース期間に合わせてクライアントコンピュータに
送ります。リース期間とは、クライアントコンピュータがアドレスを使用できる期間のことです。

DHCP リース期間  「リース期間」を参照してください。

DNSDomainNameSystemの略語。IPアドレスをドメイン名にマップする分散型のデータベー
ス。DNSサーバは、ネームサーバとも呼ばれ、名前および名前に関連付けられたIPアドレスの
リストを保持します。

DNSドメイン  DomainNameSystemでIPアドレスと名前の変換に使用する一意のコンピュー
タ名。「ドメイン名」とも呼ばれます。

www.apache.or.jp
www.apache.or.jp
www.cups.org
www.cups.org
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DNS名  DomainNameSystem でIP アドレスと名前の変換に使用する一意のコンピュータ名。
「ドメイン名」とも呼ばれます。

DomainNameSystem「DNS」を参照してください。

DSLDigitalSubscriberLineの略語。電話回線を利用するブロードバンドデータ伝送技術。

DynamicHostConfigurationProtocol「DHCP」を参照してください。

EFIExtensibleFirmwareInterfaceの略語。Intelプロセッサ搭載Macintoshが最初に起動する
ときに自動的に実行されるソフトウェア。コンピュータのハードウェア構成を判別し、システム

ソフトウェアを起動します。

Ethernet ローカル・エリア・ネットワークで普及している技術の1 つで、TCP/IPなどのプロト
コルを使ってパケットと呼ばれる単位でデータが転送されます。

EthernetID 「MACアドレス」を参照してください。

FastEthernet100メガビット／秒でデータを転送するためのEthernet規格の集まり。

FireWireIEEE 標準規格1394 によって定義されている、周辺装置との間でデータを交換するた
めのハードウェア技術。

FTPFileTransferProtocol の略語。コンピュータがネットワーク経由でファイルを転送する際
に使用するプロトコル。FTP をサポートするオペレーティングシステムを使っているFTPクライ
アントは、各自のアクセス権に応じて、ファイルサーバに接続し、ファイルをダウンロードでき

ます。ほとんどのインターネットブラウザおよび多数のフリーウェア・アプリケーションを使っ

て、FTPサーバにアクセスできます。

GBギガバイト。1,073,741,824（2 30）バイト。

HTMLHypertextMarkupLanguageの略語。Web ブラウザのページに表示されるファイルに
挿入される記号やコードのセット。マークアップによって、Web ページの文字列や画像をユー
ザのWeb ブラウザでどのように表示するかを指定します。

HTTPHypertextTransferProtocol の略語。WorldWideWeb 用のクライアント／サーバ型の
プロトコル。Webブラウザは、HTTP を利用して、Web サーバにアクセスし、HTML を使って
作成されたハイパーメディア書類を要求します。

HypertextMarkupLanguage「HTML」を参照してください。

HypertextTransferProtocol「HTTP」を参照してください。

IANAInternetAssignedNumbersAuthorityの略語。IP アドレスやプロトコルパラメータの割
り当て、ドメイン名の管理を行う組織。

ICMPInternetControlMessageProtocol の略語。ホストサーバとゲートウェイの間で使用す
るメッセージ制御とエラーレポートのプロトコル。たとえば、一部のインターネット・ソフト

ウェア・アプリケーションでは、ICMP を使用して、2 つのホスト間でパケットを巡回させて巡
回時間を判別し、ネットワークの問題を検出します。
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ID証明書  「証明書」を参照してください。

IGMPInternetGroupManagementProtocol の略語。マルチキャストと呼ばれる処理の中で、
ホストおよびルーターが参加を希望するホストのリストにパケットを送信するために使用する

インターネットプロトコル。「QuickTime Streaming Server」（QTSS）では、SLP（Service
LocationProtocol）と同様に、マルチキャストアドレス方式が使用されます。

IPInternetProtocol の略語。IPv4 とも呼ばれます。ローカルネットワークまたはインター
ネットを経由してコンピュータ間でデータを送受信するために、TCP（TransmissionControl
Protocol）と共に使用される方式。IPはデータパケットを実際に配送し、TCPはデータパケット
を管理します。

IPPInternetPrintingProtocol の略語。インターネットを経由してプリントするときに使用す
るクライアント／サーバ型のプロトコル。MacOSXのプリント環境とその上に構築されている
MacOSXServerのプリントサービスでは、IPPをサポートしています。

IPSecIP のセキュリティを強化する技術。L2TPVPN接続でデータを安全に転送するためのプロ
トコル。IPSec はネットワーク層として機能して、IPSec に参加しているノード間で転送される
IPパケットを保護および認証します。

IPv4「IP」を参照してください。

IPv6InternetProtocolバージョン6。IP（IPv4とも呼ばれます）に代わる次世代の通信プロト
コル。IPv6では、使用できるネットワークアドレスの数が大幅に増え、インターネット上のルー
ティングの負荷を低下させることができます。

IPアドレス  インターネット上のコンピュータを識別するために使われる、数字で構成される一
意のアドレス。

IPサブネット  IPネットワークの一部。ネットワークアドレスはネットワークのほかの部分と共
有し、サブネット番号によって識別されます。物理的に独立したネットワークセグメントの場合

もあります。

KBキロバイト。1,024（210）バイト。

KDC KerberosKeyDistributionCenter の略語。Kerberos チケットを発行する信頼された
サーバ。

Kerberos 安全性の高いネットワーク認証システム。Kerberos では、チケットが使用されます。
チケットは、特定のユーザ、サービス、および期間に発行されます。Kerberos によって認証さ
れたユーザは、Kerberos チケットを受け取るように構成されているサービスには、パスワード
を再度入力しなくてもアクセスできます（シングルサインオンと呼ばれます）。MacOSXServer
では、Kerberosv5 が使用されます。

KerberosKeyDistributionCenter「KDC」を参照してください。

Kerberos保護領域  同じKerberosサーバに登録されているユーザとサービスから成る認証ドメ
イン。登録されたユーザとサービスは、Kerberosサーバを信頼して互いの識別情報を検証します。
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L2TPLayerTwoTunnellingProtocol の略語。VPN 接続で使用されるネットワーク・トランス
ポート・プロトコル。基本的には、Cisco 社のL2F およびPPTP の組み合わせです。L2TP 自体
は暗号化プロトコルではないので、パケットの暗号化にはIPSecが使用されます。

LANローカル・エリア・ネットワーク。特定の施設内を接続するネットワーク。WAN（広域
ネットワーク）の場合は、地理的に離れた施設を接続します。

LDAP LightweightDirectoryAccessProtocol の略語。ディレクトリドメインにアクセスする
ための標準規格のクライアント／サーバ型のプロトコル。

LightweightDirectoryAccessProtocol「LDAP」を参照してください。

LPR LinePrinterRemote の略語。TCP/IP を介してプリントするときに使用する標準規格のプ
ロトコル。

MACMediaAccessControlの略語。「MACアドレス」を参照してください。

MacOSXServer簡単な設定だけでMac、Windows、UNIX、およびLinuxクライアントに対
応する、業務用のサーバプラットフォーム。拡張可能なワークグループサービスとネットワーク

サービスや、高度なリモート管理ツールが用意されています。

MacOSXアップルのオペレーティングシステムの最新バージョン。MacOSXでは、Macintosh
の操作性にUNIX の信頼性が追加されています。

MACアドレス  MediaAccessControl アドレス。ネットワーク上の各ノードを一意に識別する
ハードウェアのアドレス。AirMac装置のMACアドレスは、AirMacID と呼ばれます。

MB メガバイト。1,048,576（220）バイト。

MediaAccessControl「MACアドレス」を参照してください。

MS-CHAPMicrosoftChallengeHandshakeAuthenticationProtocolの略語。Windows標準
のVPN認証方式。この認証方式では、パスワードがネットワーク上に送信されるときにエンコー
ドされ、スクランブルされた状態でパスワードがサーバ上に保管されます。ネットワーク転送中

のセキュリティが向上します。MS-CHAPは、Windows 仕様のCHAPです。

MySQLオープンソースのリレーショナルデータベース管理ツールで、Web サーバによって頻
繁に使用されます。

NAT NetworkAddressTranslation の略語。1 つのIP アドレスを使用して複数のコンピュータ
をインターネット（またはその他のIP ネットワーク）に接続する方法の1 つ。内部のプライベー
トネットワーク上でコンピュータに割り当てられた IP アドレスを、インターネット通信のため
に一意の正式なIP アドレスに変換します。

NetworkAddressTranslation「NAT」を参照してください。

NetworkFileSystem「NFS」を参照してください。

NetworkTimeProtocol「NTP」を参照してください。
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NFSNetworkFileSystem の略語。ユーザが遠隔地のファイルに、ローカルファイルであるか

のようにアクセスできるようにする、IP（InternetProtocol）を使ったクライアント／サーバ型
のプロトコル。NFSでは、ユーザ名とパスワードではなく、IPアドレスに基づいて、共有ボリュー
ムがコンピュータにエクスポートされます。

NTPNetworkTimeProtocol の略語。ネットワークプロトコルの1つで、ネットワーク上のコ
ンピュータのクロックを参照クロックに同期させるときに使用されます。 NTPは、ネットワーク
上のすべてのコンピュータから同じ時刻が報告されるようにするために使用されます。

OpenDirectoryLDAP、ActiveDirectory プロトコル、または BSD 構成ファイルを使用する
ディレクトリドメイン内のユーザおよびネットワークリソースのアクセス権情報、およびネット

ワークサービスにアクセスするための、アップルのディレクトリサービスのアーキテクチャ。

OpenDirectoryのマスター  LDAP ディレクトリサービス、Kerberos 認証サービス、および
OpenDirectoryパスワードサーバを提供するサーバ。

PHPPHPHypertextPreprocessor（元はPersonalHomePage）。動的なWeb ページを作成す
るためにHTMLに埋め込むスクリプト言語。

PointtoPointTunnelingProtocol「PPTP」を参照してください。

POSIXPortableOperatingSystemInterfaceforUNIXの略語。UNIXベースのオープンシステ
ム標準の集まり。この標準に準拠すれば、1 つのターゲット環境にアプリケーションを書き込む
だけで、何も変更しなくてもさまざまなシステムでそれらを実行できます。

PPTPPointtoPointTunnelingProtocol の略語。VPN接続で使用されるネットワーク・トラン
スポート・プロトコル。Windows 標準のVPN プロトコルで、ユーザが入力したパスワードを
使って暗号化鍵が生成されます。

QTSSPublisher MacOSXServer に組み込まれているアップルのアプリケーションの 1 つ。
QuickTimeのメディアとプレイリストを管理し、メディアをストリーミングおよびダウンロード
できるように準備します。

QuickTimeStreamingServer 「QTSS」を参照してください。

RADIUS RemoteAuthenticationDial-InUserService の略語。

RADIUSサーバ  ネットワーク上に配置されるコンピュータの 1 つで、ネットワーク上のコン
ピュータの認証情報を集中管理するデータベースを運用します。

RAID RedundantArrayofIndependent/InexpensiveDisks の略語。複数の物理ハードディス
クを 1 つのディスクアレイにまとめて、保管されているデータへのアクセスを高速化したり、
データをミラーしてディスク障害が起こった場合に再構築できるようにしたり、それらの両方を

実現します。RAID アレイは、ストレージシステムに1 つの論理記憶装置として表示されます。
「RAIDアレイ」、「RAIDレベル」も参照してください。

RAID0RAID 方式の1 つ。アレイに含まれる複数のドライブにデータを均等に分割（ストライ
ピング）します。RAID0 では、データ転送速度が向上しますが、データ保護機能はありません。
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RAID0+1 RAID0 とRAID1の組み合わせ。このRAID アレイは、ミラーされたドライブのペア
を複数組用意して、それらにデータをストライピングすることで作成されます。

RAID1RAID アレイの1 つで、ミラーされたドライブのペアを作成し、それぞれに同じデータ
を複写します。データの可用性が向上します。

RAID5RAID アレイの1 つで、データとパリティ情報をアレイの各ドライブに一度に1 ブロッ
クずつ格納し、各ドライブが個別に動作できるようにします。この方法では、大きなファイルに

アクセスするときの読み出しパフォーマンスが、最も高くなります。

RAIDアレイ  RAID 方式によって組織および保護され、 RAID ハードウェアまたはソフトウェア
によって単一の論理ディスクとして提供される物理ディスクのグループ。 Xsanでは、RAIDアレ
イはLUNとして表示されます。LUNは、結合して記憶領域プールを形成します。

RAIDセット  「RAIDアレイ」を参照してください。

SACLServiceAccessControlListの略語。特定のサービスへのアクセス権を割り当てるユーザ
やグループを指定できます。「ACL」を参照してください。

Sambaオープンソースのソフトウェアで、ファイル、プリント、認証、承認、名前解決、およ
びネットワークサービスのブラウズを、SMBプロトコルを使ってWindowsクライアントに提供
できます。

SecureSocketsLayer 「SSL」を参照してください。

ServerMessageBlock 「SMB」を参照してください。

SLPDA ServiceLocationProtocolDirectoryAgentの略語。利用できるサービスをネットワー
クに登録して、ユーザが簡単にアクセスできるようにするためのプロトコル。あるサービスを

ネットワークに追加すると、そのサービスは SLP によって自動的にネットワークに登録されま
す。SLPDA では、リポジトリを使用して、登録済みネットワークサービスを集中的に管理して
います。

SMBServerMessageBlockの略語。クライアントコンピュータがファイルやネットワークサー
ビスにアクセスするときに使用するプロトコル。TCP/IP、インターネット、およびその他のネッ
トワークプロトコルで使用できます。SMB サービスでは、SMB を使って、サーバ、プリンタ、
およびその他のネットワークリソースへのアクセスを提供します。 

SMTPSimpleMailTransferProtocol の略語。メールの送信および転送に使用されるプロトコ
ル。受信メッセージをキューに保存する能力に限界があるため、通常はメールを送信するときだ

け使用され、メールを受信するときにはPOPまたはIMAPが使用されます。

SNMP SimpleNetworkManagementProtocol の略語。マルチプラットフォームに対応したコ
ンピュータネットワーク装置を管理および監視するための標準規格のプロトコルのセット。

Spotlight書類、イメージ、ムービー、PDF、メール、カレンダーイベント、およびシステム環
境設定のすべてを検索できる検索エンジン。テキストの内容、ファイル名、または関連情報で検

索できます。
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SSL SecureSocketsLayer の略語。暗号化された認証済みの情報をインターネットで送信する
ためのインターネットプロトコル。新しいバージョンのSSLはTLS（TransportLevelSecurity）
として知られています。

TB テラバイト。1,099,511,627,776（2 40）バイト。

TCP TransmissionControlProtocol の略語。インターネットを経由してコンピュータ間でメッ
セージ単位の形式のデータを送信するときに、IP（InternetProtocol）と共に使用される方式。
IPがデータを実際に配送する処理を行うのに対して、 TCP はデータの単位（パケット）を追跡し
ます。インターネットでは、メッセージを効率的にルーティングするために、メッセージがパ

ケットに分割されます。

URL UniformResourceLocator の略語。ローカルネットワークまたはインターネット上にあ
る、アクセス可能なコンピュータ、ファイル、またはリソースのアドレス。URLは、リソースに
アクセスするために必要なプロトコルの名前、インターネット上の特定のコンピュータを識別す

るドメイン名、およびコンピュータ上でのファイル位置を表す階層で構成されます。

VirtualPrivateNetwork「VPN」を参照してください。

VPN VirtualPrivateNetworkの略語。インターネットなどのパブリックネットワークでセキュ
リティ保護された通信を提供するための、暗号化およびその他の技術を使ったネットワーク。一

般に、VPNは、専用回線を使用する実際のプライベートネットワークよりも安価ですが、両方の
終端で同じ暗号化システムを使用する必要があります。暗号化は、ファイアウォールソフトウェ

アまたはルーターによって行われます。

WAN広域ネットワーク。地理的に離れた施設を接続するネットワーク。LAN（ローカル・エリ
ア・ネットワーク）の場合は、特定の施設内を接続します。WAN インターフェイスは通常、イ
ンターネットに接続されるインターフェイスとなります。

WebDAVWeb-basedDistributedAuthoringandVersioning の略語。サイトが稼働中でもク
ライアントユーザがWeb ページをチェックアウトし、変更を加え、チェックインしてサイトに
戻すことができるライブオーサリング環境。

WebDAV保護領域  WebDAV ユーザおよびグループがアクセスできるように定義された、Web
サイト内の領域。通常は、フォルダまたはディレクトリです。

WikiWeb サイトの一種。Web ブラウザを使って、だれでもページを編集でき、過去のページ
に簡単にアクセスすることができます。

WindowsInternetNamingService 「WINS」を参照してください。

WINSWindowsInternetNamingService の略語。Windows コンピュータが、クライアント
名とIPアドレスを照合するときに使用する名前解決サービス。WINS サーバは、ローカルネット
ワークに設置することも、外部のインターネットに設置することもできます。

アクセス権（privileges）  システムの制限された領域にアクセスする権限、またはシステム内で
特定のタスク（管理タスクなど）を実行する権限。
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アクセス権（permissions）  ファイルシステム内の共有項目に対するユーザアクセスの種類を
定義する設定。共有ポイント、フォルダ、またはファイルに対して、「読み出し／書き込み」、「読

み出し専用」、「書き込み専用」、および「アクセス不可」の 4 種類があります。「アクセス権
（privileges）」も参照してください。

アプリケーションサーバ  別のアプリケーション（通常はWeb アプリケーション）を実行およ
び管理するソフトウェアで、各アプリケーションはWeb ブラウザを使ってアクセスします。ア
プリケーションサーバが管理するアプリケーションは、アプリケーションサーバが動作している

コンピュータ上に配置します。

暗号化  特別な知識がないと読むことができないように、データを不明瞭にする処理。通常は、
機密性を重視する場合や通信を公開したくない場合に行われます。「暗号解除」も参照してくだ
さい。

暗号解除  ある種の特別な知識を使って暗号化されたデータを元に戻す処理。「暗号化」も参照し
てください。

移行  あるサーバまたはネットワークの既存の情報（ユーザアカウント、グループアカウント、
ユーザデータなど）を、異なるソフトウェアで管理されている別のサーバまたはネットワークに

移し替えること。

イメージ  「ディスクイメージ」を参照してください。

インストーラパッケージ  ファイル名拡張子が .pkg のファイルパッケージ。インストーラパッ
ケージには、アプリケーションをインストールするためのリソース（ファイルアーカイブなど）、

「大切な情報」と使用許諾契約の書類、およびインストーラスクリプトが入っています。

インターネット  共通のプロトコル（TCP/IP）を介して通信する、相互に接続されたコンピュー
タネットワーク。インターネットは、相互に接続されたコンピュータネットワークの、世界で最

も広範な公開システムです。

インターネット・サービス・プロバイダ  「ISP」を参照してください。

イントラネット  組織の内部ユーザによって自らの便益のために運用されるコンピュータのネッ
トワーク。通常、組織のメンバーだけがアクセスできます。組織の内部からのみアクセスできる、

組織用のWeb サイトを指すこともあります。イントラネットはインターネット（ TCP/IP）と同
じネットワークテクノロジーを使用しているので、最新のネットワークテクノロジーを使用して

従来の情報システム間の橋渡しをすることもあります。

ウェブログ  「ブログ」を参照してください。

ウェブログサービス  MacOSXServer のユーザとグループがブログを安全に作成および使用で
きるようにするためのサービス。ウェブログサービスでは、ブログの作成者と読者の識別情報を

検証するために、OpenDirectory 認証が使用されます。SSL 対応のWeb サイトを使用してブ
ログにアクセスした場合には、SSL暗号化が使用されるのでさらに安全にブログにアクセスでき
ます。
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英数字  英字、数字、および句読点（ _、?など）が含まれます。

エクスポート  NFS（NetworkFileSystem）で、フォルダをネットワーク上のクライアントと共
有する方法の1つ。

オープンソース  インターネットコミュニティがソフトウェアを協調開発することを指す用語。
コードを作成してデバッグするときにできるだけ多くの開発者が関わることが、基本方針となっ

ています。そのために、ソースコードを公開し、修正や拡張を提出する開発者のコミュニティが

できるだけ大きくなるように運営されます。

オフライン  すぐに利用できないデータ、または物理的には接続されているが利用できる状態に
ない装置を指します。

オンライン  すぐに利用できる状態にあるデータ、装置、またはネットワーク接続を指します。

管理された環境設定  管理者によって制御されるシステム環境設定またはアプリケーション環境
設定。管理者は、「ワークグループマネージャ」を使用して、MacOSXの管理対象のクライアン
トの特定のシステム環境設定を制御できます。

管理者  サーバまたはディレクトリドメインの管理権限を持つユーザ。管理者は常に、あらかじ
め定義されている「admin」グループのメンバーです。

管理対象ネットワーク  「Finder」ウインドウで「ネットワーク」アイコンをクリックすると管理
対象のクライアントに表示される項目。管理者は、「ワークグループマネージャ」を使用してこ

の設定を制御します。ネットワーク表示とも呼ばれます。

管理用コンピュータ  「MacOSXServerAdmin」CDからサーバ管理アプリケーションをインス
トールしたMacOSXコンピュータ。

ギガバイト  「GB」を参照してください。

ギガビットEthernet1 ギガビット／秒でデータを転送するためのEthernet 規格の集まり。省
略形はGbE。

起動ROMコンピュータが起動の初期段階に使用する低水準命令。

キャッシュ  メモリの一部またはハードディスク上の特定の領域。処理時間を短縮するためにア
クセス頻度の高いデータが保管されます。読み取りキャッシュには、クライアントが要求した

データが保管されます。書き込みキャッシュには、クライアントが書き込んだデータがディスク

に書き込まれるまで保管されます。「バッファキャッシュ」、「コントローラキャッシュ」、「ディ
スクキャッシュ」も参照してください。

共有シークレット  L2TPVPN 接続の各ノードに定義される値。認証接続およびデータ転送接続
をネゴシエートするための、暗号化鍵のシードとして使用されます。

キロバイト  「KB」を参照してください。

クライアント  ほかのコンピュータまたはサーバのデータまたはサービスを要求するコンピュー
タ（またはそのコンピュータのユーザ）。
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クリアテキスト  暗号化されていないデータ。

グループ  類似する必要条件を持つユーザの集まり。グループを使用すると、共有リソースの管
理を簡素化できます。

グループフォルダ  グループメンバーに特に関係のある書類やアプリケーションをまとめ、メン
バー間で情報を渡すためのフォルダ。

ゲートウェイ  ネットワーク間の接点となるネットワークノード。プライベートLANとパブリッ
クWANを連結するコンピュータを指すこともあります。ネットワークアドレス変換（NAT）は、
使用することもあれば使用しないこともあります。ルーターは、関連するネットワークセグメン

トを連結する特殊なゲートウェイです。

ゲストコンピュータ  コンピュータアカウントを持っていないコンピュータ。

ゲストユーザ  ユーザ名またはパスワードを入力せずにサーバにログインできるユーザ。

検索パス  「検索方式」を参照。

検索ベース  LDAP ディレクトリのエントリー階層のどこから情報検索を開始するかを識別する
ための識別名。

検索方式  MacOSX コンピュータで構成情報が必要なときに検索するディレクトリドメインの
リスト、およびドメインの検索順序。検索パスとも呼ばれます。

広域ネットワーク  「WAN」を参照してください。

公開鍵  PKIセキュリティシステムで使用される2つの非対称鍵の1 つ。公開鍵は、通信相手に
配布されます。公開鍵で暗号化したメッセージは、対応する秘密鍵の所有者だけが暗号解除でき

ます。また、公開鍵を使って、対応する秘密鍵によって署名されたメッセージの署名を検証する

ことができます。

公開鍵暗号化  認証局から取得した鍵ペア（公開鍵と秘密鍵）を使用するデータの暗号化方式。
一方を使ってメッセージを暗号化し、もう一方を使って暗号解除します。

公開鍵証明書  「証明書」を参照してください。

公開鍵のインフラストラクチャ  インターネットなどの安全でない公開されたネットワーク上
で、公開鍵暗号化を使用して安全にデータを交換する方式。

高可用性  システムの機能を介入なしに継続して実行できる能力。

コマンドライン  コマンドラインインターフェイスを使うときに、シェルプロンプトで入力する
テキスト。

コマンドラインインターフェイス  プログラムを実行したり、ファイルシステムのアクセス権を
変更するなどのために、コンピュータシェルプロンプトにテキストコマンドを入力する方法で、

コンピュータと対話する方法。「シェル」、「シェルプロンプト」も参照してください。
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コンピュータ名  SLPおよびSMBサービスの登録に使用するデフォルト名。「Finder」のネット
ワークブラウザでは、SLPを使用して、パーソナルファイル共有およびWindowsファイル共有
をアドバタイズするコンピュータを検索します。ネットワークブラウザは、ネットワークルー

ターの設定に応じてサブネットをブリッジするように設定できます。パーソナルファイル共有を

入にすると、「Finder」の「サーバへ接続」ダイアログにコンピュータ名が表示されます。最初
は「<最初に作成したユーザ>のコンピュータ」（たとえば、「ジョンのコンピュータ」など）の
ようになりますが、好きなように変更できます。コンピュータ名は、ネットワークアドレスでは

なくコンピュータ名でコンピュータを識別するネットワーク・ファイル・サーバ、プリント

キュー、Bluetooth®検出、AppleRemoteDesktopクライアント、およびその他のネットワー
クリソースのブラウズに使用されます。また、コンピュータ名は、デフォルトのローカルホスト

名の基礎にもなります。

コンピュータリスト  一連のコンピュータ。このリストに定義されているすべてのコンピュータ
は、管理された環境設定の設定を受け取り、特定のユーザやグループに使用する権限が割り当て

られます。コンピュータは、1つのコンピュータリストだけに登録できます。コンピュータリス
トは、MacOSXServer バージョン10.4以前で作成されます。「コンピュータグループ」も参照
してください。

サーバ  サービス（ファイルサービス、メールサービス、Web サービスなど）をほかのコンピュー
タまたはネットワーク装置に提供するコンピュータ。

再帰  ドメイン名を完全なIP アドレスに解決する処理。非再帰的なDNS クエリーでは、IPアド
レスを解決するときに、ほかのDNS サーバを参照することができます。一般的に、ユーザアプ
リケーションはそのDNSサーバに依存してこの機能を実行しますが、ほかのDNSサーバは再帰
的なクエリーを実行する必要はありません。

サブディレクトリ  ディレクトリの内部にあるディレクトリ。

サブドメイン  ホスト名とも呼ばれます。インターネット上のコンピュータのドメイン名の一部。
これには、ドメイン、および .com、.net、.us、.uk などのトップ・レベル・ドメイン（TLD）
は含まれません。ドメイン名「www.example.com」は、サブドメイン「www」、ドメイン
「example」、およびトップレベルドメイン「com」で構成されています。

サブネット  同じネットワーク内で、場所（建物のフロアなど）や用途（中学2 年生の生徒全員
など）によって分類されたクライアントコンピュータのグループ。サブネットを使用することに

よって、管理が簡単になります。「IPサブネット」も参照。

サブネットマスク  IPネットワークで、IPアドレスのどの部分がネットワーク番号かを指定する
ために使用される番号。

シェル  ほかのプログラムを実行するプログラム。シェルプロンプトにコマンドを入力すれば、
シェルを使ってコンピュータと対話できます。「コマンドラインインターフェイス」も参照して
ください。

ジャーナルデータ  Xsanでは、Xsan ボリューム上で発生したファイルシステムトランザクショ
ンに関するデータを指します。
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ショートネーム  ユーザの簡略名。MacOSX では、ショートネームは、ホームフォルダ、認証、
およびメールアドレスに使用されます。

承認  特定のリソースへのアクセスをユーザに許可するかどうか、およびそのユーザにどの程度
のアクセス権を許可するかを決定する処理。通常は、認証処理がユーザの識別情報を証明した後

に実行されます。たとえば、ファイルサービスは、フォルダとファイルを所有しているユーザが

認証されたときに、それらのリソースへのすべてのアクセス権を付与します。

証明機関  「認証局」を参照してください。

証明書  「ID 証明書」または「公開鍵証明書」と呼ばれることもあります。特定のフォーマット
（MacOSXServer ではx.509 フォーマットが使用されます）のファイルで、鍵ペア（公開鍵と
秘密鍵）のうちの公開鍵、ユーザの識別情報（ユーザ名、コンタクト情報など）、および認証局
（CA）または鍵使用者のデジタル署名が入っています。

スキーマ  ディレクトリドメインに保管できる情報を定義するために、属性とレコードタイプ（ク
ラス）構造を記述したもの。

スタンドアロンサーバ  ネットワーク上にサービスを提供するけれども、ほかのサーバからディ
レクトリサービスを取得したり、ほかのコンピュータにディレクトリサービスを提供することが

ないサーバ。

ストライピング（動詞）  データを連続するストライプ（LUN）としてRAIDアレイに書き出すこと。

ストライプ（名詞）  RAID アレイに含まれるドライブのパーティション。

スループット  コンピュータがデータを処理する速度。

スレーブゾーン  セカンダリーDNS サーバが管理するDNSゾーンレコード。スレーブゾーンは、
ゾーン転送によって、プライマリDNSサーバのマスターゾーンからデータを受け取ります。

静的IP アドレス  コンピュータまたは装置に一度だけ割り当てられ、変更されることのない IP
アドレス。

全員  ファイルサーバにログインできるすべてのユーザ。登録ユーザまたはゲスト、anonymous
（匿名）FTPユーザ、Web サイト利用者が含まれます。

ゾーン転送  ゾーンデータを信頼されたDNSサーバの間で複製する方法。スレーブDNSサーバ
は、マスターサーバのデータを取得するために、マスターサーバにゾーン転送を要求します。

帯域幅  ネットワーク接続のデータ転送能力。単位はビット／秒またはバイト／秒です。

デーモン  バックグラウンドで動作するプログラムで、受信メールを処理したりネットワークか
ら転送された要求に対応するときなどに、重要なシステム情報を提供します。

ディスク（disc）  CDやDVDなどの光学式ストレージメディア。

ディスク（disk）  再書き込み可能なデータ記憶装置。「ディスクドライブ」、「論理ディスク」も
参照してください。
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ディスクイメージ  開いたときに、MacOSX のデスクトップ上に、実際のディスクまたはボ
リュームのような外観と動作を持つアイコンを作成するファイル。「NetBoot」を使用すると、シ
ステムソフトウェアが含まれるサーバベースのディスクイメージから、ネットワーク経由でクラ

イアントコンピュータを起動できます。ディスクイメージのファイルには、.imgまたは.dmg と
いうファイル拡張子が付いています。これらの2つのイメージフォーマットは似ており、「Finder」
では同じアイコンで表されます。.dmg フォーマットは、MacOS9 が動作するコンピュータで
は使用できません。

ディスクドライブ  1つのディスクを入れて、ディスクのデータを読み書きするための装置。

ディレクトリ  「フォルダ」を参照してください。

ディレクトリサービス  ディレクトリドメインや、ユーザやリソースに関するその他の情報ソー
スへのアクセスを、システムソフトウェアおよびアプリケーションに統合的に提供するサービス。

ディレクトリドメイン  ユーザおよびネットワークリソースのアクセス権情報を保存する特殊な
データベース。この情報は、システムソフトウェアやアプリケーションで使用されます。この

データベースは、多数の要求を処理し、情報をすばやく検索および取得できるように最適化され

ています。ディレクトリノードまたは単にディレクトリとも呼ばれます。

ディレクトリノード  「ディレクトリドメイン」を参照。

デジタル署名  電子署名の1 つで、メッセージの差出人の識別情報を検証するために使用され
ます。

デフォルト  ユーザが別の動作を選択した場合を除いて、プログラムによって自動的に実行され
る動作。

テラバイト  「TB」を参照してください。

動的IP アドレス  一定期間またはクライアントコンピュータで必要としなくなるまで割り当て
られるIPアドレス。

ドメイン  インターネット上のコンピュータのドメイン名の一部。これには、トップレベルドメ
イン（たとえば、.com、.net、.us、.uk など）は含まれません。ドメイン名「www.example.com」
は、サブドメインまたはホスト名「www」、ドメイン「example」、およびトップレベルドメイ
ン「com」で構成されています。

ドメイン名  「DNS名」を参照してください。

トンネリング  あるネットワークプロトコルから別のプロトコルのフォーマットを使用するデー
タを送信できるようにする技術。

認証  ユーザの識別情報を提供する処理。通常は、ユーザ名とパスワードを検証します。通常は、
権限の付与処理がリソースに対するユーザのアクセスレベルを決定する前に実行されます。たと

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

れらのリソースへのすべてのアクセス権を付与します。
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認証局  公開ネットワーク上でデータを安全に転送できるように、デジタル証明書を発行して管
理する機関。「証明書」、「公開鍵のインフラストラクチャ」も参照してください。

ネームサーバ  名前と、それぞれの名前に関連付けられているIP アドレスのリストを保持してい
るネットワーク上のサーバ。「DNS」、「WINS」も参照。

ネットワークイメージユーティリティ  MacOSXServer ソフトウェアに用意されているユー
ティリティの1つ。NetBootサービスおよびネットワーク・インストール・サービスのディスク
イメージを作成できます。ディスクイメージには、MacOSXオペレーティングシステムまたは
アプリケーション、あるいはその両方を含めることができます。

ネットワークインストール  MacOSX クライアントコンピュータに、ネットワーク経由でシス
テムおよびソフトウェアをインストールする処理。ソフトウェアのインストールは、管理者の操

作によって行うことも、自動で行うこともできます。

ネットワークインターフェイス  コンピュータをネットワークにハードウェアを介して接続する
こと。Ethernet接続、AirMacカード、およびFireWire接続などがあります。

ネットワーク・インターフェイス・カード  「NIC」を参照してください。

パーティション  物理ディスクまたは論理ディスクの領域を分割すること。パーティションは、
ディスク上のいくつかの連続したブロックとして構成されます。

パスワード  ユーザの識別情報を認証したり、ファイルまたはサービスへのアクセスを承認する
ために使用される英数文字列。

パスワードサーバ  「OpenDirectoryパスワードサーバ」を参照してください。

パスワード方式  ユーザのパスワードの構成および検証を規定する一連のルール。

バックアップ（動詞）  バックアップを作成する操作。

バックアップ（名詞）  元のデータが失われた場合またはアクセスできない状態になった場合に、
回復を目的として保管される一連のデータ。

パッケージ・インストール・イメージ  パッケージのインストールに使用できるファイル。
NetBootを使ってネットワーク経由でクライアントコンピュータを起動し、このイメージを使っ
てソフトウェアをインストールできます。ブロック・コピー・ディスク・イメージとは異なり、

ハードウェア構成が違う場合でも同じパッケージ・インストール・イメージを使用できます。

秘密鍵  PKIセキュリティシステムで使用される2つの非対称鍵の1 つ。秘密鍵は通信相手に配
布されず、通常は所有者によってパスフレーズで暗号化されます。秘密鍵を使って、メッセージ

や証明書にデジタル署名したり、真正性を要求することができます。対応する公開鍵でメッセー
ジを暗号化し、秘密鍵を使って暗号解除する方法と、秘密鍵を使ってメッセージを暗号化し、そ

の秘密鍵を使って暗号解除する方法があります。

標準テキスト  暗号化されていないテキスト。
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ファイアウォール  サーバで実行するネットワークアプリケーションを保護するためのソフト
ウェア。MacOSXServer ソフトウェアの一部であるIP ファイアウォールサービスは、受信IP
パケットを調べ、管理者が作成したフィルタのセットに基づいてパケットを拒否するか、受け付

けます。

ファイルサーバ  ファイルをクライアントに提供するコンピュータ。追加のアプリケーションを
運用できる汎用的なコンピュータ、またはファイルを提供するだけのコンピュータをファイル

サーバとして使用できます。

ファイルシステム  記憶装置にデータを保管する機能。ファイルシステムがあることによって、
アプリケーションがファイルを読み書きするときに、低いレベルの詳細に対応する必要がなくな

ります。

フィルタ  サーバへのアクセスを制御するための、アクセスの選別方法。フィルタは、IPアドレ
スとサブネットマスクで構成されます。ボート番号とアクセスの種類が含まれることもありま

す。IP アドレスとサブネットマスクによって、フィルタが適用されるIP アドレスの範囲が決ま
ります。

フェイルオーバー  Xsanの自動的に行われる処理。プライマリコントローラに障害が発生した場
合に、予備のコントローラが動作中のメタデータコントローラになること。

フォーマット（動詞）  一般的には、ディスクを特定のファイルシステムで使用できるようにする
ことです。

フォワードゾーン  自身ではレコードを持たずに、DNSクエリーをほかのゾーンに転送するだけ
のDNS ゾーン。

負荷分散  クライアントコンピュータのネットワークサービス要求を複数のサーバに分散してパ
フォーマンスを最適化する処理。

物理ディスク  機械としての実際のディスク。「論理ディスク」と比較してください。

ブログ  エントリーを古い日時から順番に並べて表示する Web ページ。電子日記またはニュー
スレターとしてよく使用されます。

プロセス  すでに実行が開始され、メモリの一部が割り当てられているプログラム。

プロセスID 「PID」を参照してください。

プロトコル  2 つのアプリケーションの間でどのようにデータを送受信するかを定義した一連の
ルール。

ポート  仮想メールスロットの一種。サーバは、ポート番号を使用して、どのアプリケーション
がデータパケットを受け取るかを判断します。ファイアウォールは、ポート番号を使用して、デー

タパケットがローカルネットワークを通過していいかどうかを判断します。通常は、TCPポート
またはUDP ポートを指します。

ポート名  ファイバー・チャネル・ポートに割り当てられる一意識別子。
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ホームディレクトリ  「ホームフォルダ」を参照してください。

ホームフォルダ  ユーザが個人的に使用するためのフォルダ。MacOSX ユーザのシステム環境
設定や管理されたユーザ設定を保管するためにMacOSXがホームフォルダを使用することもあ
ります。ホームディレクトリとも呼ばれます。

ポイントツーポイント  ファイバーチャネルでノードを相互接続するために使用される、3 つの
物理トポロジの1つ。ポイントツーポイント・トポロジでは、2つのノードの間に接続が1つだ
け確立されます。「アービトレーテッドループ」、「ファブリック」も参照してください。

保護領域  多数のアプリケーションで一般的に使用する用語。「WebDAV保護領域」、「Kerberos
保護領域」を参照。

ホスト  サーバの別名。

ホスト名  コンピュータの一意名。従来は、UNIX ホスト名と呼ばれていました。

ボリューム  マウント可能なストレージを割り当てること。クライアントからは、ローカル・ハー
ド・ディスク、ハード・ディスク・パーティション、またはネットワークボリュームとして動作

しているように見えます。Xsan のボリュームは、1つ以上のストレージプールで構成されます。
「論理ディスク」を参照してください。

マウント（動詞）  リモートディレクトリまたはリモートボリュームをローカルシステム上でア
クセスできるようにすることを指します。Xsan では、Xsan ボリュームをクライアントデスク
トップ上にローカルディスクのように表示させることを指します。

マウントポイント  ストリーミングでは、ライブストリーム（リレー・ムービー・ストリーム、
ノンリレー・ムービー・ストリーム、またはMP3 ストリーム）を識別するために使用される文
字列を指します。マウントポイントは、ライブ・ムービー・ストリームを記述したファイルで、

拡張子は常に.sdpです。

マスターゾーン  プライマリDNS サーバが管理するDNS ゾーンレコード。マスターゾーンは、
ゾーン転送によってセカンダリーDNSサーバのスレーブゾーンに複製されます。

マルチキャストDNSIPネットワーク上のコンピュータ、装置、およびサービスを自動的に検出
するための、アップルが開発したプロトコル。このインターネットプロトコルはアップルでは
Bonjour と呼びます（以前は Rendezvous と呼んでいました）。標準化が企画されており、
ZeroConf、ゼロコンフ、マルチキャストDNS などと呼ばれることもあります。詳しくは、
www.apple.com/jp またはwww.zeroconf.org を参照してください。MacOSXServer でこの
プロトコルを使用する方法については、「ローカルホスト名」を参照してください。

ミラー  RAID1（ミラーリング）を使用するディスクアレイを指します。

ミラーリング  まったく同じデータを 2つの物理ドライブに書き出すこと。ミラーリングするこ
とによって、ディスクに障害が発生したときにデータが失われることがなくなります。データの

冗長性を実現するには、ミラーリングが最も簡単な方法です。

メガバイト  「MB」を参照してください。

www.apple.com/jp
www.apple.com/jp
www.apple.com/jp
www.zeroconf.org
www.zeroconf.org
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ユーザID「UID」を参照してください。

ユーザ名  ユーザのロングネーム。ユーザの実際の名前とも呼ばれます。「ショートネーム」も
参照。

リース期間  IPアドレスが割り当てられる期間。リース期間を短くすると、ネットワークで利用
可能なIP アドレスよりもコンピュータ数が多い場合でも、DHCP によってIPアドレスを効率的
に再割り当てできます。

リンク  ネットワーク上の2つのノードの間に確立された動作中の物理接続（電気信号または光
信号による接続）。

リンクアグリゲーション  複数の物理ネットワークリンクを 1 つの論理リンクとして構成して、
ネットワーク接続の容量と可用性を向上させます。リンクアグリゲーションでは、すべてのポー

トに同じIDが割り当てられます。「マルチパス」と比較してください。マルチパスでは、ポート
ごとに異なるアドレスが割り当てられます。

ルート  システム上のアカウントの1 つで、保護も制限も適用されません。システム管理者がシ
ステム構成に変更を適用するときには、このアカウントを使用します。

レイヤー  ムービーのトラックまたはスプライトの重複に優先順位を付けるための仕組み。
QuickTimeでムービーを再生するときには、ムービーのイメージはレイヤーに従って表示されま
す。レイヤー番号の小さいイメージほど、レイヤーの上位で表示されます。レイヤー番号の大き

いイメージほど、レイヤー番号の小さいイメージによって隠されて、不明瞭に表示されます。

レコードタイプ  ユーザレコード、コンピュータレコード、マウントレコードなど、特定の種類
のレコード。ディレクトリドメインには、レコードタイプごとに、任意の数のレコードを含める

ことができます。

ローカル・エリア・ネットワーク  「LAN」を参照してください。

ローカル・ディレクトリドメイン  識別情報、承認、認証、およびその他の管理データが保管さ
れるディレクトリ。これらのデータには、データが保管されているコンピュータ上でのみアクセ

スできます。ローカル・ディレクトリドメインには、ネットワーク上のほかのコンピュータから

はアクセスできません。

ローカルドメイン  所属するコンピュータだけがアクセスできるディレクトリドメイン。

ローカル・ホームディレクトリ  「ローカル・ホームフォルダ」を参照してください。

ローカル・ホームフォルダ  ユーザがログインしているコンピュータのディスク上にあるホーム
フォルダ。ホームディレクトリにアクセスするには、SSHを使ってログインする場合を除き、そ
のコンピュータに直接ログインする必要があります。
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ローカルホスト名  ローカルサブネットでコンピュータを指定するための名前。グローバルDNS
システムなしで使用して名前とIPアドレスを解決できます。小文字、数値、またはハイフン（最
後の文字としては使用できません）で構成され、最後は「.local」になります（たとえば、bills-
computer.local）。デフォルト名はコンピュータ名から取られますが、ユーザは「システム環境
設定」の「共有」パネルでこの名前を指定できます。この名前は簡単に変更することができ、DNS
名または完全修飾ドメイン名を使用しているところであればどこででも使用できます。この名前

は、この名前を使用するコンピュータと同じサブネットでのみ解決できます。

ログイン（動詞）  サービスの取得またはファイルへのアクセスを目的として、コンピュータとの
セッションを開始すること。ほとんどの場合、コンピュータ上のアカウントを使ってユーザとし

て認証されることが必要になります。ログインは、接続とは別の動作で、コンピュータとの物理

的なリンクが確立されるだけです。

ロングネーム  長い形式のユーザ名またはグループ名。「ユーザ名」も参照。

ワークグループ  1つのグループとして環境設定およびアクセス権を定義するユーザのセット。グ
ループに対して定義する環境設定はグループのアカウントに保管されています。
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ACL（アクセス制御リスト）  57,73
AFP（AppleFilingProtocol）サービス  22,186
AppleRemoteDesktop（ARD）  51,144,186
ARD→「AppleRemoteDesktop」を参照 
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