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239 ユニバーサルアクセスのショートカットを使用可能にする
240 特別な操作方法を必要とするユーザ用の装置を使用可能にする
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251 ユーザのパスワードタイプをOpenDirectory に変更できない場合
251 サーバ管理者のアクセス権を割り当てることができない場合
251 ユーザがログインまたは認証されない場合
253 パスワードサーバを使ってパスワードが検証されるユーザがログインできない場合
253 ユーザが共有ディレクトリドメインのアカウントを使ってログインできない場合
253 ユーザが自分のホームフォルダにアクセスできない場合
253 ユーザが自分のパスワードを変更できない場合
254 ユーザがシングルサインオンまたはKerberos を使用して認証できない場合
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Windowsユーザのホームフォルダがない場合
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用語集 267
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序
章

このガイドについて

このガイドでは、「ワークグループマネージャ」を使って、クライア
ントのアカウントと環境設定を設定および管理する方法について説
明します。

MacOSXServerには、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とし
て、「ワークグループマネージャ」が用意されています。

アカウントを管理するときに、アカウントの名前、パスワード、ホームフォルダの場所、グルー

プメンバーシップなど、アカウントの主要な設定を定義できます。また、環境設定を管理するこ

とで、ユーザの操作環境をカスタマイズし、ユーザのコンピュータの設定やネットワークリソー

スへのアクセスを許可または制限することもできます。

「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います。ディレクト

リドメインは、データベースに似ていますが、特にアカウント情報の保存や認証の処理のために

設計されています。

ワークグループマネージャの新機能
Â コンピュータアカウントとコンピュータグループ。コンピュータアカウントはコンピュータご
とに作成できます。コンピュータアカウントを個別に管理することで、それらのコンピュータ

の環境設定の管理設定を完全にカスタマイズできます。

これらの個別のコンピュータアカウントまたは階層グループからコンピュータグループを作

成できます。階層グループ内の親コンピュータグループの管理された環境設定は、子コン

ピュータグループにも適用されます。

コンピュータアカウントとコンピュータグループを追加することで、管理しやすくなり、柔軟

性が向上します。詳しくは、第 6章「コンピュータとコンピュータグループを設定する」を参
照してください。
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Â 改善されたモバイルアカウント。モバイルアカウントのセキュリティ、効率、および移植性が
向上しています。

モバイルアカウントはFileVault を使って保護できます。アカウントの有効期限オプションを
使って、使用されない状態が一定時間経過するとローカル・ホームフォルダが削除されるよう

に設定できます。また、外部ドライブ上にモバイルアカウントを作成すれば、自分のコンピュー

タを持っていないユーザでも、キャッシュに保管されている管理された環境設定を使って同期

されたホームフォルダにアクセスできます。

これらの機能は、「モバイル環境」環境設定を管理することで有効にできます。詳しくは、

第 8章「ノート型コンピュータを管理する」を参照してください。

Â 新しくなった管理された環境設定。環境設定を使って、ペアレンタルコントロール、
「Dashboard」、「FrontRow」、および「TimeMachine」を管理できるようになりました。既
存の環境設定を拡張することにより、埋め込まれた署名または分離した署名を使用して未承認

のアプリケーションが起動されることを防ぎ、ログインウインドウをより詳細に制御し、プリ

ントする書類にページフッタを作成できるようになりました。詳しくは、第 10章「環境設定
を管理する」を参照してください。

このガイドの構成
このガイドは、次の章で構成されています：
Â 第 1章「ユーザ管理の概要」では、ユーザ管理の重要な概念について説明してから、ユーザ管
理ツールを紹介し、さらにユーザ管理と関連するトピックの参照先を挙げていきます。

Â 第 2章「ユーザ管理を始める前に」では、ユーザ管理環境を作成するための計画と設定につい
て説明します。

Â 第 3章「ワークグループマネージャの使用を開始する」では、「ワークグループマネージャ」
の設定方法とその主要な機能の使用方法について説明します。

Â 第4、5、6章では、「ワークグループマネージャ」を使ってユーザ、グループ、コンピュータ、
およびコンピュータグループを設定する方法について説明します。

Â 第 7章「ホームフォルダを設定する」では、ホームフォルダの作成について説明します。
Â 第 8章「ノート型コンピュータを管理する」では、ポータブルコンピュータを管理するときの
考慮事項について詳しく説明します。

Â 第 9章「クライアント管理の概要」では、ユーザの作業環境をカスタマイズする方法やユーザ
にネットワークリソースへのアクセス権を与える方法など、クライアント管理ツールとその概
念について説明します。

Â 第 10章「環境設定を管理する」では、「ワークグループマネージャ」を使って、MacOSX を
使用するユーザ、グループ、コンピュータ、およびコンピュータグループの環境設定を制御す

る方法について説明します。

Â 第 11章「問題を解決する」では、アカウントの作成、ホームフォルダの管理、環境設定の管
理、およびクライアントの設定に関連する問題、さらに管理対象のクライアントで発生する問

題の解決に役立つ情報を紹介します。
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また、付録の「アカウント情報を読み込む／書き出す」では、外部ファイルに対してアカウント

情報を読み込む／書き込むときに必要な情報について説明します。

最後に、用語集には、このマニュアルで使用されている用語の定義が記載されています。

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

オンスクリーンヘルプを使用する
作業手順は、LeopardServerを管理しているときに、「ヘルプビューア」アプリケーションで画
面上で確認できます。ヘルプは、サーバまたは管理用コンピュータで表示できます。（管理用コ

ンピュータとは、LeopardServer 管理ソフトウェアがインストールされている MacOSX コン
ピュータのことです。）

詳細構成のLeopardServerの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」を開いてから、次の操作を実行します：

Â「ヘルプ」メニューを使って、実行したい作業を検索します。

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

と選択し、ブラウズしてヘルプトピックを検索します。

オンスクリーンヘルプに表示される手順は、次の「MacOSXServer 管理ガイド」で説明する
サーバ管理およびその他の詳細な管理ガイドを基にしています。

サーバの最新のヘルプトピックを表示するには：
m 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状態でヘルプを表示して

いることを確認してください。

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

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

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

バ管理については、「サーバ管理」で説明します。下の表にあるその他のガイドでは、各サービ
スの詳細な計画、設定、および管理について説明します。これらのガイドは、MacOSXServer
の製品ドキュメントWebサイトからPDF 形式で入手できます：

www.apple.com/jp/server/documentation/

ガイド名 ガイドの内容：

お使いになる前におよび

インストールと設定のワーク
シート

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

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

UNIX コマンドラインツールと構成ファイルを使用してMacOSXServerをイ
ンストール、設定、および管理する方法について説明します。

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

iCal サービスの管理 iCal共有カレンダーサービスを設定および管理する方法について説明します。

iChat サービスの管理 iChatインスタント・メッセージング・サービスを設定および管理する方法に
ついて説明します。

Mac OS X Security
Configuration

企業や政府などの顧客要件を満たすために、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

企業や政府などの顧客要件を満たすために、MacOSXServerおよびこのアプ
リケーションがインストールされた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 ディレクトリサービスと認証サービスを設定および管理し、ディレクトリサー

ビスにアクセスするクライアントを構成する方法について説明します。

Podcast プロデューサーの管理 Podcastを収録、処理、および配布するために、Podcastプロデューサーサー
ビスを設定および管理する方法について説明します。

プリントサービスの管理 共有プリンタを管理する方法と、共有プリンタに関連付けられたキューとプリ

ントジョブを管理する方法について説明します。

QuickTimeのストリーミングお
よびブロードキャストの管理

QuickTime コンテンツを取り込んでエンコードする方法について説明しま
す。また、メディアストリームをライブまたはオンデマンドで配信するため
に、QuickTimeStreamingサービスを設定および管理する方法について説明
します。

サーバ管理 サーバソフトウェアの詳細なインストールと設定を実行し、複数のサービスま

たはサーバ全体に適用されるオプションを管理する方法について説明します。

システムイメージおよびソフト
ウェア・アップデートの管理

NetBoot、NetInstall、およびソフトウェア・アップデートを使用して、クラ
イアントコンピュータが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
サービス設定を使用する方法について説明します。

http://www.apple.com/jp/server/documentation
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PDFガイドを画面上に表示する
PDF版のガイドを画面上に表示しているときに、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構成を確認し、ブックマークをクリックして対応するセク

ションにジャンプできます。

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

をクリックすると、そのページが表示されます。

Â 相互参照をクリックして、参照先セクションにジャンプできます。Web リンクをクリックし
て、ブラウザでそのWebサイトにアクセスできます。

PDFガイドをプリントする
ガイドをプリントしたい場合は、次のようにすると用紙とインクを節約できます：

Â 表紙をプリントしなければ、インクまたはトナーを節約できます。

Â「プリント」ダイアログのパネルでグレイまたは白黒でプリントするオプションがあれば、カ

ラープリンタのカラーインクを節約できます。

Â


1枚の用紙に複数のページをプリントすれば、プリントされる書類の量が減るので用紙を節約
できます。「プリント」ダイアログで、「サイズ調整」を「115%」に変更します（お使いにな
る前にの場合は「155%」）。それから、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。そうでない場合は、「ページ数／枚」ポップアップメニューから「2」を選択し
て、「境界」メニューから「極細線」を選択することもできます。（MacOSXバージョン10.4
以前を使用している場合は、「サイズ調整」設定は「ページ設定」ダイアログに、「レイアウ

ト」設定は「プリント」ダイアログにあります。）

PDFのページサイズは標準のプリンタ用紙より小さいため、両面にプリントしない場合でも、プ
リントページを拡大できます。「プリント」ダイアログまたは「ページ設定」ダイアログで、「サ

イズ調整」を「115%」に変更してみてください（ページがCDサイズのお使いになる前にの場合
は「155%」）。

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

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

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

Xgrid の管理とハイパフォーマ
ンスコンピューティング

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

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

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

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

Â サーバアプリケーションの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、アプリケー

ションのメイン・ヘルプ・ページで「最新のヘルプトピック」または「最新情報を入手する」

をクリックします。

Â


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

その他の情報
さらに詳しい情報が必要な場合は、次の資料を参照してください：

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

この書類はサーバディスクにあります。

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

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

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

バイスをほかの管理者と共有できる場です。

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

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 ユーザ管理の概要

この章では、ユーザ管理の概念について紹介し、アカウントとアクセ
ス権の管理に使用するアプリケーションについて説明します。

ユーザ管理は、ネットワークアクセス用のアカウントの設定やホームフォルダの作成から、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環境設定や設定を管理してユーザ

の環境を調整する作業まで、さまざまな作業で構成されます。MacOSXServer には、このよう
な作業を実行できるツールが用意されています。

ユーザ管理用のツール
MacOSXServer には、ユーザ管理用のツールおよびテクノロジーとして、「ワークグループマ
ネージャ」、「サーバ管理」、NetBoot、NetInstallなどがあります。

ワークグループマネージャ
「ワークグループマネージャ」は、Macintosh クライアントを包括的に管理するための機能を備
えている、強力なツールです。

「ワークグループマネージャ」は、MacOSX またはMacOSXServerがインストールされてい
るコンピュータで使用できます。

「ワークグループマネージャ」を使用することにより、MacOSX コンピュータの管理、ソフト
ウェアおよびリムーバブルメディアへのアクセスの制御、および教室の初心者からオフィスの上

級者まで、さまざまなレベルのユーザに対する一貫性のある独自の環境の提供を、集中的に行う

ことができます。

「ワークグループマネージャ」を使用して、ユーザアカウントを作成したり、リソースに簡単に

アクセスできるようにグループを設定したりします。次のような方法を利用できます：

Â アカウント設定と管理された環境設定を使用して、必要とする管理制御レベルを実現し、ユー

ザの作業環境の効率を向上させることができます

Â「Finder」、ログイン、メディアアクセス、およびプリント設定を管理できます

Â コンピュータへのアクセスを制御したり、コンピュータ上で実行できるアプリケーションを制

限したりできます
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「ワークグループマネージャ」とMacOSXServerのサービスを使用すると、次のことができます：
Â デスクトップのリソースや個人用ファイルを体系化して、ネットワークユーザの作業環境をカ

スタマイズできます

Â メール、ファイル共有、 iChatサービス、Webサービスなど、ユーザアカウントが必要とする
サービスを有効にできます

Â プリンタやコンピュータなどのシステムリソースを共有できます。どこからでも同じようにリ

ソースを利用できたり、ディスク領域とプリンタの使用量が常に公平に割り当てられるように

することができます

「ワークグループマネージャ」の使用を開始する前に、第 3章「ワークグループマネージャの使
用を開始する」を参照してください。

サーバ管理
「サーバ管理」アプリケーションでは、サーバの管理に役立つさまざまなツールおよびサービス

にアクセスできます。

MacOSXServer ソフトウェアをインストールしたら、「サーバ管理」を使って、ディレクトリ
サービスを設定してネットワークを確立します。次に、「ワークグループマネージャ」を使って

アカウントを作成して管理します。それから、「サーバ管理」を使って、メールサービスを提供

したり、Web サイトを管理したり、プリンタを共有したり、共有ポイント（ユーザがフォルダ
やファイルを共有できます）を作成したりするためのサービスを設定します。

「サーバ管理」を使って管理するさまざまなサービスの使用方法については、サービス管理ガイ

ドを参照してください。次の表に、一般的なサーバ管理作業と関連するマニュアルの場所を示し

ます。

MacOSXServer のマニュアルの完全なリストについては、16ページの「MacOSXServer 管
理ガイド」を参照してください。

作業 参照するマニュアル

共有ポイント内のフォルダおよびファイルへのアクセス権を

割り当てる

ファイルサービスの管理

複数のユーザの間でプリンタを共有する プリントサービスの管理

WebサイトまたはWebDAVを使用できるようにサーバを設
定する

Webテクノロジーの管理

ユーザにメールサービスを提供する メールサービスの管理

マルチメディアをサーバからリアルタイムにブロードキャス

トする

QuickTime Streaming Serverの管理

複数のクライアントコンピュータに同じオペレーティングシ

ステムとアプリケーションフォルダを提供する

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

ネットワーク経由でアプリケーションをインストールする 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

複数のMacOSXServerシステムまたはMacOSXコン
ピュータの間で情報を共有する

Open Directoryの管理
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サーバ環境設定
標準構成またはワークグループ構成のMacOSXServer を使用する場合は、「サーバ環境設定」
を使ってコラボレーションサービスおよびファイルサービスの主要な機能を構成できます。シス

テム管理にあまり詳しくない方でも、画面の指示に従って操作することですばやくサーバを構成

できます。技術的な知識はそれほど必要ありません。

また、「サーバ環境設定」を使って、ユーザアカウントとグループアカウントを構成することも

できます。たとえば、パスワードを設定したり、サービスを有効にしたり、グループメンバー

シップを割り当てることができます。ただし、「サーバ環境設定」を使って環境設定を管理する

ことはできません。

詳しくは、「お使いになる前に」およびサーバ環境設定ヘルプを参照してください。

NetBoot



MacOSXコンピュータは、ネットワークベースのNetBoot イメージから起動できます。これに
より、部署、教室、および個人のシステム、さらにWeb サーバやアプリケーションサーバを、
ネットワークを介してすばやく簡単に構成できます。

NetBoot イメージを更新すると、NetBoot を使用するすべてのコンピュータで新しい構成がす
ぐに利用できるようになります。さまざまなクライアントグループのコンピュータ設定をカスタ

マイズするときは、複数のNetBoot イメージを設定できます。これらの機能により、設定およ
びユーザ作業環境のカスタマイズを短時間で行うことができます。 

NetBootを使用することにより、ネットワークベースの大規模なMacintoshコンピュータを運
用する際に通常行う管理作業が簡素化され、サポートの必要性が軽減されます。組織のクライア

ントコンピュータを同じ構成にする場合には、この機能を利用することをお勧めします。たとえ

ば、複数のWeb サーバとアプリケーションサーバを同じ構成にする必要のあるデータセンター
などにとって、NetBootは強力なソリューションです。

NetBootを使用すれば、サーバに保存したNetBoot イメージを更新することで、クライアント
コンピュータをすばやく構成および更新できます。NetBoot イメージには、サーバに保管されて
いるすべてのクライアントのオペレーティングシステムおよびアプリケーションフォルダが含

まれるので、サーバに適用した変更はクライアントが起動したときにクライアントに反映されま

す。障害が起きたり変更されたシステムは、再起動することによって簡単に復元できます。

NetBoot イメージは、「システムイメージユーティリティ」を使用して作成および変更し、
NetBootを使用して設置します。

これらのツールまたはネットワーク経由でオペレーティングシステムをインストールする方法
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。
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NetInstall



NetInstallは、ソフトウェアのインストールを1個所から行うためのサービスです。インストー
ルイメージを使用して、ネットワークベースのMacintoshシステムへのインストール、復元、ま
たはアップグレードをさまざまにカスタマイズして自動的に実行することできます。これらのイ

メージには、最新バージョンのMacOSX、ソフトウェア・アップデート、サイトライセンスを
取得済みのアプリケーション、カスタムアプリケーション、または構成スクリプトを含めること

ができます。

NetInstallを使用して、オペレーティングシステムをアップグレードしたり、ソフトウェア・アッ
プデートやカスタム・ソフトウェア・パッケージをインストールしたり、デスクトップコンピュー

タやノート型コンピュータを再構成したりできます。マーケティング、技術、販売など、組織内

のさまざまな部署に応じたカスタム・インストール・パッケージを作成できます。

NetInstallを使用すれば、コンピュータを構成するためにCDまたはDVDを使用する必要はあり
ません。インストールファイルとインストールパッケージはすべてサーバ上に置きます。 

NetInstall を使用するときに、ソフトウェアパッケージやシステムイメージのインストール前ま
たはインストール後にシステムコマンドを実行する場合は、インストール前スクリプトやインス

トール後スクリプトを実行します。

NetInstallパッケージを作成するときは、「システムイメージユーティリティ」または
「PackageMaker」を使用します。それから、NetBoot を使用してNetInstall パッケージを配置
します。NetInstallでこれらのツールを使用する方法について詳しくは、「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。

コマンドラインツール
MacOSXServerv10.5 には、クライアント管理用のコマンドラインツールがいくつか用意され
ています。たとえば、 dscl ツールでは、アカウント設定の表示と編集および環境設定の管理を

行うことができます。 mcxquery ツールでは、特定のユーザに適用される管理された環境設定が

報告されます。 

mcxquery ツールを使うと、管理された環境設定の結合および優先関係がユーザ、グループ、コ

ンピュータ、またはコンピュータグループのレベルでどのように適用されるかを確認できます。

それらの管理された環境設定がどのディレクトリドメインに保存されているかも分かります。

クライアント管理用のコマンドラインツールについて詳しくは、「コマンドライン管理
（Command-Line Administration）」を参照してください。

アカウント
アカウントを管理するには、管理者アカウントを使用します。管理者アカウントを使って、次の

種類のアカウントを設定および管理できます：

Â ユーザアカウント

Â グループアカウント

Â コンピュータアカウント
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Â コンピュータグループ

ユーザアカウントを作成するときは、ユーザの身元を証明するために必要なユーザ名とパスワー

ドを指定する必要があります。ユーザ識別番号（ユーザID）を指定して、フォルダやファイルの
アクセス権を設定するために使用することもできます。その他のユーザアカウント情報は、ユー

ザが権限を与えられている操作を決定し、ユーザの環境を個別に設定するために、さまざまな

サービスで使用されます。

独自に作成するアカウントのほかに、MacOSXServer には定義済みのユーザアカウントとグ
ループアカウントも用意されていて、その一部はMacOSXが使用するために予約されています。

管理者アカウント
サーバ管理またはディレクトリドメイン管理のアクセス権を持つユーザは、管理者と呼ばれま
す。管理者は、サーバ管理者またはドメイン管理者、あるいはその両方です。

サーバ管理者のアクセス権では、ユーザが特定のサーバの設定を変更できるかどうかが決まり

ます。

ドメイン管理者のアクセス権では、管理者がディレクトリドメイン内のユーザ、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設定をどの程度変更できるかが決まります。

サーバの管理
サーバの管理アクセス権によって、特定のMacOSXServer にログインしたユーザが利用でき
る機能が決まります。たとえば、サーバ管理者は、「ディレクトリユーティリティ」を使ってサー

バの検索方式に変更を加えることができます。

サーバの管理アクセス権が割り当てられたユーザは、サーバのローカル・ディレクトリ・ドメイ

ン内にある「admin」グループに追加されます。「サーバ管理」、「ディレクトリユーティリティ」、
「システム環境設定」など、多くのMacOSX アプリケーションでは、adminグループを使用し
て、特定のユーザがそのアプリケーションでどのような管理作業を実行できるかを判断します。

ローカルのMacOSXコンピュータの管理
MacOSX コンピュータのローカル・ディレクトリ・ドメインのadmin グループに属している
ユーザは、そのコンピュータ上の管理者のアクセス権を持ちます。

制限付き管理
サーバ管理者は、制限付き管理者が「ワークグループマネージャ」を使ってドメインに保管され

ているアカウントデータをどの程度まで変更できるかを制御できます。たとえば、ネットワーク

管理者はユーザアカウントの追加と削除ができ、制限付き管理者は特定のユーザの情報を変更で
きるように、ディレクトリドメインのアクセス権を設定することができます。また、複数の制限

付き管理者がそれぞれ異なるグループを管理するように指定することもできます。

詳しくは、71ページの「ユーザに制限付きの管理権限を与える」を参照してください。
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ディレクトリドメイン管理
MacOSXServer でディレクトリドメインを作成すると、ドメイン管理者アカウントが作成さ
れ、そのドメインのadmin グループに追加されます。ディレクトリドメインをほかのディレク
トリドメインに接続することを計画している場合は、必ずドメインごとに一意の名前とユーザID
を選択してください。

ディレクトリドメインの完全な管理アクセス権が割り当てられたユーザは、そのディレクトリド

メイン内の「admin」グループに追加されます。これによってそのユーザに、このディレクトリ
ドメインを管理するサーバ、またはこのディレクトリドメインにバインドされたその他のサーバ

やクライアント上のローカル管理アクセス権が許可されることはありません。

ドメイン管理者アカウントは、ディレクトリドメインごとに割り当てられます。あるドメインの

管理者は、そのドメイン内に別のドメイン管理者を作成できます。ディレクトリドメイン内に

ユーザアカウントを持つユーザはすべて、ディレクトリドメイン管理者（そのドメインの管理者）

になることができます。

詳しくは、72ページの「ユーザに完全な管理権限を与える」を参照してください。

ユーザアカウント
MacOSXServerでは、サーバとユーザアカウントをどのように設定するかによって異なります
が、MacOSX コンピュータ、 Windows コンピュータ、またはUNIX コンピュータを使ってロ
グインするユーザに対応できます。

ほとんどのユーザは個人のアカウントを持ち、そのアカウントがユーザの認証やサービスへのア

クセス制御に使用されます。ユーザの環境を個別に設定したいときは、そのユーザのユーザ、グ

ループ、コンピュータ、またはコンピュータグループの環境設定を定義します。

「管理対象のクライアント」または「管理対象のユーザ」とは、そのアカウントに関連付けられ
ている環境設定を管理者が制御しているユーザのことです。「管理対象のクライアント」は、環
境設定が定義されているコンピュータまたはコンピュータグループを指すこともあります。

ユーザアカウントの設定方法について詳しくは、第 4章「ユーザアカウントを設定する」を参照
してください。ユーザアカウントの環境設定を指定するときは、第 10章「環境設定を管理する」
を参照してください。

ゲストアカウント
有効なユーザ名やパスワードを持たないために認証されないユーザのためのサービスを提供す

ることができます。このようなユーザは、ゲストユーザと呼ばれます。MacOSXv10.5 以降を
実行しているコンピュータでは、ゲストアカウントを有効にできます。ゲストアカウントは、ゲ

ストユーザのために設計されたアカウントです。

ゲストアカウントでは、コンピュータへの匿名アクセスが許可されます。ゲストアカウントには

ローカル・ホーム・フォルダが作成され、その内容はゲストアカウントへのログインまたはログ

アウトが行われるときに消去されます。
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ゲストアカウントは、共通にアクセスされるコンピュータに最適です。たとえば、図書館や公開

研究室にあるコンピュータなど、ユーザアクセスを記録する必要がなく、ユーザのファイルが

ローカルコンピュータとは別の場所に管理されている場合に利用できます。

AFP（AppleFilingProtocol）などの一部のサービスでは、ゲストユーザにファイルへのアクセ
スを許可できます。ゲストユーザは、名前とパスワードで認証を行う登録済みのユーザとしてで

はなく、ゲストとして接続します。ゲストのアクセス権は、「全員」に許可されているファイル

とフォルダに制限されます。

グループアカウント
ユーザ管理を簡単にするために、グループアカウントを作成できます。グループとは、類似した

要求を持つユーザの集まりのことです。たとえば、すべての英語教師を1 つのグループにまと
め、そのグループに、ボリューム上の特定のファイルまたはフォルダに対するアクセスを許可す

ることができます。

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。さまざまなリソースにアクセス

する必要のあるユーザにそれらへのアクセス権を個別に与える代わりに、ユーザを1つのグルー
プにまとめて、そのグループの全員にアクセス権を与えることができます。

グループアカウントの設定は、フォルダやファイルへのユーザアクセスを制御するために使用し

ます。詳しくは、28ページの「その他のユーザによるフォルダおよびファイルへのアクセス」を
参照してください。

あるグループを別のグループのメンバーにすることができます。別のグループを含んでいるグ

ループは、親グループと呼ばれます。親グループに含まれているグループは、階層グループと呼
ばれます。階層グループは、アクセス権や管理された環境設定を継承する場合に利用できます。

グループアカウントの設定方法について詳しくは、第 5章「グループアカウントを設定する」を
参照してください。グループアカウントの環境設定を指定するときは、第 10章「環境設定を管
理する」を参照してください。

ワークグループ
グループの環境設定を定義すると、そのグループはワークグループになります。ワークグループ
を使って、グループメンバーの作業環境を管理できます。

ワークグループの環境設定は、グループアカウントに保管されます。ワークグループの環境設定

については、第 10章「環境設定を管理する」を参照してください。

グループフォルダ
グループを定義するとき、グループメンバーに共有させたいファイルを保存するためのフォルダ

を指定することもできます。フォルダの場所は、グループアカウントに保管されます。

「Finder」でグループフォルダへの書き込みを許可するアクセス権や、グループフォルダの属性
を変更するためのアクセス権を、ユーザに与えることができます。
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コンピュータアカウント
コンピュータアカウントを使って、コンピュータを個別に識別および管理することができます。

コンピュータアカウントを作成するには、コンピュータのEthernetIDが必要です。アカウント
を作成するときに、IPアドレスに関連付けることもできます。アカウントを作成した後に、その
環境設定を管理したり、コンピュータグループに追加したりできます。

コンピュータアカウントの設定について詳しくは、第 6章「コンピュータとコンピュータグルー
プを設定する」を参照してください。MacOSXコンピュータアカウントの環境設定を指定する
ときは、第 10章「環境設定を管理する」を参照してください。

ゲストコンピュータ
ネットワーク上のほとんどのコンピュータには、コンピュータアカウントが必要です。不明なコ

ンピュータ（コンピュータアカウントがないコンピュータ）がネットワークに接続し、サービス

にアクセスしようとした場合、そのコンピュータはゲストとして扱われます。ゲストコンピュー
タアカウントに選択した設定は、不明なゲストコンピュータに適用されます。

コンピュータグループ
コンピュータグループは、1つ以上のコンピュータアカウントまたはコンピュータグループで構
成されます。それらを1つのコンピュータグループに結合することで、共通の管理された環境設
定をそのすべてのメンバーに適用できます。

MacOSX クライアントコンピュータにコンピュータグループを設定する方法について詳しく
は、第 6章「コンピュータとコンピュータグループを設定する」を参照してください。MacOSX
コンピュータグループの環境設定を指定するときは、第 10章「環境設定を管理する」を参照し
てください。

ユーザの環境
管理者がアカウントを作成したユーザは、管理者が設定したアクセス権に基づいてサーバリソー

スにアクセスできます。

ユーザの環境は、ユーザの種類、設定されているアクセス権、使用しているクライアントコン

ピュータの種類（Windows やUNIXなど）、ユーザがグループのメンバーかどうか、および環境
設定管理が実装されているレベル（ユーザ、グループ、またはコンピュータ）によって異なります。

MacOSXのユーザ環境について詳しくは、第 9章「クライアント管理の概要」を参照してくだ
さい。認証、識別情報の検証、および情報アクセス制御の概要については、これから説明します。

認証と識別情報の検証
ユーザは、MacOSXコンピュータにログインまたは接続するときに、そのコンピュータがアク
セスできるユーザアカウントに関連付けられた名前とパスワードを入力する必要があります。
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MacOSXコンピュータは、コンピュータの検索方式のディレクトリドメインに保存されている
ユーザアカウントにアクセスできます。

Â ディレクトリドメインには、ユーザとリソースに関する情報が保存されます。ディレクトリド
メインはデータベースに似ていて、コンピュータが構成情報を取得するときにアクセスします。

Â 検索方式は、MacOSXコンピュータが構成情報を必要とするときに検索するディレクトリド
メインのリストです。構成情報の検索は、ユーザのコンピュータ上のローカル・ディレクト

リ・ドメインから開始されます。

次の図のユーザは、コンピュータの検索方式に指定されているディレクトリドメイン内のアカウ

ントにログインしています。

ログインしたユーザは、リモートサーバに接続してそのサービスにアクセスできます（ユーザの

アカウントがサーバの検索方式に見つかった場合）。

MacOSXは、ユーザが入力した名前を含むユーザアカウントを検索する場合、そのアカウント
と関連付けられたパスワードを検証しようとします。パスワードが検証されると、ユーザは認証

され、ログインまたは接続プロセスは完了します。

MacOSXServerのパスワード検証は、Kerberos、OpenDirectoryパスワードサーバ、シャド
ウパスワード、および暗号化パスワードを使用して行われます。

ディレクトリドメインの種類と検索方式の構成手順について詳しくは、「Open Directory の管
理」を参照してください。このガイドでは、認証方法、およびユーザ認証オプションの設定手順
についても説明しています。

情報へのアクセス制御
情報へのアクセスを制御するために、アクセス制御リスト（ACL）では、GUID（Globally Unique
Identifier）と呼ばれる汎用的なIDに基づいてユーザとグループのアクセス権が識別されます。

Mac OS X
にログイン

検索方式内の

ディレクトリドメイン

Mac OS X Server
に接続

検索方式内の

ディレクトリドメイン
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ACL は、アクセス制御エントリー（ACE）のリストで、各エントリーには、グループやユーザに
許可または拒否するアクセス権と、それらのアクセス権をフォルダ階層にどのように伝播するか

を指定します。GUIDは、ユーザをグループおよび階層グループのメンバーシップと関連付ける
ためにも使用されます。

MacOSXv10.4 より前のMacOSX では、ユーザIDとPOSIX アクセス権を使用してフォルダ
とファイルのアクセス権が管理されていました。MacOSXのフォルダやファイルには、次のよ
うなエンティティのPOSIXアクセス権が含まれます：
Â オーナー

Â グループ

Â その他全員

GUIDは128ビットの値なので、GUID が重複する可能性はほとんどありません。ACL アクセス
権とは異なり、POSIX アクセス権では、複数のユーザが同じユーザ名またはユーザID を持って
いる場合には、ファイル所有権やグループメンバーシップの問題が発生する可能性があります。
GUIDを使用すれば、ユーザが同じユーザ名またはユーザID を持っていても、異なるACLアク
セス権を割り当てることができます。

GUIDが導入されても、POSIXアクセス権が変更または削除されることはなく、従来のUNIX シ
ステムやその他のオペレーティングシステムとMacOSX との互換性には影響ありません。

フォルダオーナーおよびファイルオーナーのアクセス
フォルダまたはファイルを作成すると、そのファイルまたはフォルダの作成者のユーザIDがオー
ナーとしてファイルシステムに保存されます。デフォルトでは、そのフォルダまたはファイルに

対してそのユーザID を使ってアクセスしたユーザは、それらに対する読み出しと書き込みを行
うことができます。また、そのファイルまたはフォルダを作成したユーザが開始したすべてのプ

ロセスから、その同じユーザ ID に関連付けられたファイルの読み出しと書き込みを行うことが
できます。

ユーザ ID を変更すると、そのユーザは、自分が作成したファイルとフォルダの変更やアクセス
ができなくなります。同様に、ユーザがファイルとフォルダの作成に使用したユーザ ID とは異
なるユーザID を持つユーザとしてログインすると、そのユーザにはそれらのファイルやフォル
ダに対するオーナーのアクセス権がなくなります。

その他のユーザによるフォルダおよびファイルへのアクセス 
GUIDとACLを使用することによって、ユーザとグループがアクセスできるファイルが決まりま
す。ユーザIDとグループID は、アクセスを制御するためにも使用されます。

すべてのユーザはプライマリグループに属します。ユーザのプライマリグループIDは、そのユー
ザのユーザアカウントに保管されています。ユーザがフォルダまたはファイルにアクセスしたと

きにそのユーザがそれらのオーナーでない場合、ファイルシステムによってファイルのグループ

アクセス権が確認され、次のようなことが起こります：

Â ユーザのプライマリグループIDがファイルに関連付けられたグループのIDと一致すると、ユー
ザはグループのアクセス権を継承します。
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Â ユーザのプライマリグループIDがファイルのグループ IDと一致しない場合には、ファイルのア
クセス権を持つグループアカウントが検索されます。グループが見つかると、そのグループお

よび下位の階層グループのすべてのメンバーにそのファイルへのアクセス権が与えられます。

Â これらのいずれにも該当しない場合、ユーザのアクセス権はデフォルトで汎用の「全員」にな

ります。

ACLアクセス権とPOSIXアクセス権
各ファイルおよびフォルダには、POSIX アクセス権が割り当てられます。管理者がACL アクセ
ス権を割り当てない場合には、POSIX アクセス権によってユーザアクセスが決定されます。ACL
アクセス権を割り当てた場合には、それらが標準POSIXアクセス権よりも優先されます。

ファイルにACLアクセス権が割り当てられていても、ユーザに何も適用されていない場合には、
POSIX アクセス権によってユーザアクセスが決定されます。ファイルに複数のACE が割り当て
られていて、それらがユーザに適用されている場合は、適用可能な最初のACE が優先して適用
され、それ以外のACEは無視されます。

ACLおよびPOSIXアクセス権について詳しくは、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

SIDとWindowsの相互運用性
MacOSXコンピュータとWindowsコンピュータはシームレスに動作します。MacOSXでは、
GUID がプロセスまたはファイルに割り当てられるときに、セキュリティ識別子（SID）もそれ
らに割り当てられるためです。SIDは、Windowsの識別子でもあり、MacOSX コンピュータ上
のGUIDと同じように機能します。

WindowsユーザがSMB（ServerMessageBlock）を使用して共有ポイントにアクセスするとき
は、GUID ではなくSID が転送されます。MacOSXServer は、SID を受け取ると、対応する
GUIDを持つユーザアカウントを取得します。

Windows サーバでは、ActiveDirectory がディレクトリドメインとして使用されます。ユーザ
アカウントが異なるActiveDirectoryドメインに移動された場合、そのユーザアカウントには新
しいSIDは割り当てられますが、新しいGUIDは割り当てられません。ユーザは、古いSIDに割
り当てられたアクセス権を引き続き使用します。ActiveDirectory では、ユーザアカウントのSID
の履歴が監視されるためです。
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2 ユーザ管理を始める前に

この章では、ユーザ管理環境の計画と設定について説明します。

効果的なユーザ管理環境を作成するには、ネットワークを入念に計画する必要があります。さら

に、ネットワークを運用するときは、ネットワークリソースを体系的および論理的に設定する必

要があります。

設定の概要
このセクションでは、管理者が管理された環境を作成するときの手順など、ユーザ管理の設定作

業の概要について説明します。これらの手順は、状況に応じて実行しなくてよい場合もあります。

計画、セキュリティ、サーバ設定、インストールと運用、管理、および監視についての詳細は、

「サーバ管理」を参照してください。

手順 1：計画を立てる
ユーザの要件を分析して、最適なディレクトリサービス構成およびホームフォルダ設定を決定し

ます。詳しくは、34ページの「ユーザ管理の方法を計画する」を参照してください。

手順 2：サーバ環境を設定する
クライアントコンピュータを運用する前に、MacOSXServer をインストールした1 台以上のコ
ンピュータがアカウントおよび共有ポイントを管理できる状態に設定されていることを確認しま

す。新しいサーバには、MacOSXServerソフトウェアがあらかじめインストールされています。

共有ディレクトリドメインを管理する（共有ディレクトリドメインへのアクセス権が提供され

る）サーバを設定します。共有ディレクトリドメイン（共有ディレクトリとも呼ばれます）には、
複数のコンピュータからアクセスするためのユーザ情報、グループ情報、およびコンピュータ情

報が保管されます。共有ディレクトリ内にアカウントがあるユーザは、ネットワークユーザと呼
ばれます。

共有ディレクトリにはさまざまな種類があります。OpenDirectory ドメインやローカル・ディ
レクトリ・ドメインなど、読み出し／書き込みディレクトリドメインのアカウントを追加または

変更するときは、「ワークグループマネージャ」を使用できます。
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読み出し専用ディレクトリドメイン（LDAPv2、読み出し専用LDAPv3、BSDフラットファイル
など）については、MacOSXServerで利用できるように構成されていること、および必要なア
カウントデータが用意されていることを確認してください。これらのディレクトリを利用するに

は、ディレクトリ情報を追加、変更、および再構成する必要があります。 

MacOSX では、MacOSXServer 上のディレクトリドメインにアカウントを持つユーザ
（Windowsユーザを含みます）をさまざまな方法で認証できます。また、Windowsサーバ上で
管理されるActiveDirectoryなど、ネットワーク上の既存のディレクトリにあるアカウントにも
アクセスできます。

さまざまなコンピュータのユーザがネットワーク経由でリソースにアクセスできるようにする

には、ファイルサービスを使用します。ネットワーク上で見ることができる重要なリソースとし

て、ネットワーク・ホームフォルダ、グループフォルダ、その他の共有フォルダなどがあります。

Windowsコンピュータを使用するユーザがいる場合は、ファイルサービス、ドメインログイン、
およびホームフォルダをそれらのユーザに提供するようにサーバを構成することができます。

次の管理ガイドでは、環境の設定について詳しく説明しています：

Â インストールの要件とガイドラインについては、「お使いになる前に」を参照してください。

Â サーバソフトウェアの詳細なインストールおよび設定方法については、「サーバ管理」を参照
してください。

Â ディレクトリサービスおよび認証については、「Open Directory の管理」を参照してください。

Â ファイルサービスの設定方法については、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

手順 3：管理用コンピュータを設定する
サーバは通常は鍵のかかった安全な場所に設置されるため、管理者は離れた場所にあるMacOS
Xコンピュータからユーザ管理タスクを実行するのが一般的です。そうしたコンピュータは「管
理用コンピュータ」と呼ばれます。

管理用コンピュータを使用して共有ディレクトリにアカウントを作成して管理するには、共有

ディレクトリにドメイン管理者としてのユーザアカウントが必要です。ドメイン管理者は、「ワー

クグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・ドメ
イン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されるアカウントを追加

および変更できます。

管理用コンピュータを設定してドメイン管理者アカウントを作成するときは、第 3章「ワークグ
ループマネージャの使用を開始する」を参照してください。

手順 4：ホームフォルダの共有ポイントを設定する
共有ディレクトリに保管されたアカウントのホームフォルダは、ユーザのコンピュータからアク

セスできるネットワーク共有ポイントに置くことができます。

ネットワーク・ホームフォルダは、AFP またはNFS を使用してアクセスできるように設定した
り、SMBを使用するWindowsユーザだけが使用できるように設定することができます。
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AFP、NFS、またはSMB を使用してホームフォルダを設定する方法については、第 7章「ホー
ムフォルダを設定する」を参照してください。

手順 5：ユーザアカウントとホームフォルダを作成する
「ワークグループマネージャ」を使用して、MacOSXServer 上のディレクトリまたはその他の
読み出し／書き込みディレクトリドメインにユーザアカウントを作成できます。これ以降のセク

ションで、アカウントおよびフォルダを作成するための手順について説明します：

Â ユーザアカウントを作成するときは、第 4章「ユーザアカウントを設定する」を参照してくだ
さい。

Â モバイル・ユーザ・アカウントを作成するときは、第 8章「ノート型コンピュータを管理す
る」を参照してください。

Â ホームフォルダを設定するときは、第 7章「ホームフォルダを設定する」を参照してください。

手順 6：クライアントコンピュータを設定する
MacOSXServerは、MacOSX、Windows、およびUNIXクライアントコンピュータのユーザ
に対応しています。

MacOSXコンピュータの場合は、共有ディレクトリドメインを検出できるようにコンピュータ
の検索方式を構成します。手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。

AirMacを使用してMacOSXServerとやり取りするモバイルMacOSXコンピュータを設定す
る手順については、「AirMacネットワーク構成の手引き」
（http://www.apple.com/jp/support/manuals/airmac/）を参照してください。

WindowsワークステーションからMacOSXServerプライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC）
に参加することもできます。これは、WindowsワークステーションからWindowsNT サーバド
メインに参加するように構成する方法に似ています。

設定するMacintoshクライアントコンピュータが多数ある場合は、NetInstallを使用してシステ
ムイメージを作成し、クライアントコンピュータの設定を自動化することを検討します。

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」を参照してく
ださい。

クライアントコンピュータへの認証されていないアクセスを防ぐには、それらをローカル環境お

よびネットワーク環境の脅威から保護する必要があります。詳しくは、「Mac OS X Security
Configuration」を参照してください。

手順 7：ユーザアカウントの環境設定を定義する
ユーザアカウントの環境設定を定義して、共有ドメインにアカウントがあるMacintosh ユーザ
の作業環境を管理します。MacOSXユーザの環境設定については、第 9章「クライアント管理
の概要」および第 10章「環境設定を管理する」を参照してください。

手順 8：グループアカウントとグループフォルダを作成する
「ワークグループマネージャ」を使用して、MacOSXServer 上のディレクトリおよびその他の
読み出し／書き込みディレクトリドメインにグループアカウントを作成します。

http://http://www.apple.com/jp/support/manuals/airmac/
http://http://www.apple.com/jp/support/manuals/airmac/
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グループフォルダを作成して、書類を配布したり、グループメンバーのアプリケーションを整理

したりできます。ACLやその他のアクセス権を設定して、フォルダやファイルに対するグループ
のアクセスを制限することもできます：

Â



MacOSXのグループアカウントとグループフォルダの操作方法については、第 5章「グルー
プアカウントを設定する」を参照してください。

Â グループフォルダを「Dock」に追加してユーザがアクセスしやすいようにする方法について
は、第 10章「環境設定を管理する」を参照してください。

Â


ACL の設定については、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

手順 9：グループアカウントの環境設定を定義する
グループアカウントの環境設定を管理できます。管理された環境設定を持つグループアカウント

は、ワークグループと呼ばれます。MacOSXワークグループについては、第 9章「クライアン
ト管理の概要」および第 10章「環境設定を管理する」を参照してください。

手順 10：コンピュータアカウント、コンピュータグループ、および環境設定を定義する
コンピュータアカウントまたはコンピュータグループを使用して、 Macintoshクライアントコン
ピュータを管理します。

Â


MacOSXのコンピュータアカウントまたはコンピュータグループの作成については、第 6章
「コンピュータとコンピュータグループを設定する」を参照してください。

Â コンピュータグループの環境設定については、第 9章「クライアント管理の概要」および
第 10章「環境設定を管理する」を参照してください。

手順 11：アカウントを継続的に保守する
ユーザが追加または削除されたり、サーバの要件が変化する場合は、アカウント情報を更新する

必要があります：

Â「ワークグループマネージャ」を使用してアカウントを表示する方法については、第 3章「ワー
クグループマネージャの使用を開始する」を参照してください。

Â アカウントを作成したり、アカウントを無効にしたり、ユーザをグループに追加したり、ユー

ザをグループから削除したり、アカウントを削除したりなど、一般的な作業を実行する方法に

ついては、第 4章から第 6章を参照してください。
Â よくある問題の解決方法については、第 11章「問題を解決する」を参照してください。

ユーザ管理の方法を計画する
ユーザ管理を実装する前に必要な作業の計画方法について説明します。

環境を分析する
次のような環境要素によって、ユーザ管理の設定が決まります：

Â ネットワークの大きさと分散

Â ネットワークにアクセスするユーザ数

Â 使用するコンピュータの種類（MacOSXまたはWindows）

Â クライアントコンピュータがどのように使用されるか
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Â どのコンピュータがモバイルか

Â 管理者のアクセス権を割り当てるユーザ

Â 特定のコンピュータへのアクセス権を与えるユーザ
Â ユーザが必要とするサービスとリソース（メール、データ記憶装置へのアクセスなど）

Â ユーザをグループに分割する方法（講義のテーマ、職務など）

Â コンピュータの分類方法（公開研究室のすべてのコンピュータ、など）

ディレクトリサービスの要件を決定する
ユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータ、およびコンピュータグループを保管す

るディレクトリを決定します：

Â ネットワーク上のほかのユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータ、およびコン

ピュータグループを保管するためのLDAP（LightweightDirectoryAccessProtocol）ディレ
クトリを管理するように、OpenDirectory のマスターおよび複製を設定します。パスワード
処理オプションについては、「Open Directory の管理」を参照してください。

Â 以前のバージョンのAppleサーバを使用している場合は、既存のレコードを移行できる場合が
あります。選択できるオプションについては、「アップグレードおよび移行」を参照してくだ
さい。

Â


LDAPサーバまたはActiveDirectoryサーバが設定されている場合は、既存のアカウントレコー
ドを使用できることがあります。既存のディレクトリへのアクセスについて詳しくは、「Open
Directory の管理」を参照してください。
OpenDirectoryのグループおよびコンピュータグループの操作については、第 5章「グルー
プアカウントを設定する」および第 6章「コンピュータとコンピュータグループを設定する」
を参照してください。

参考：ユーザアカウントやグループアカウントを追加しようとしたときに、一部のドメインの準
備が完了していない場合は、サーバ上に存在するディレクトリドメインのいずれかにアカウント

を追加してください（ローカル・ディレクトリ・ドメインにはいつでも追加できます）。ユーザ

とグループは、サーバの書き出しおよび読み込み機能を使用して、後で別のディレクトリドメイ

ンに移動できます。

アカウント情報の書き出しおよび読み込みを行うときに、パスワードは保持されません。詳しく

は、付録の「アカウント情報を読み込む／書き出す」を参照してください。

サーバおよび記憶装置の要件を特定する
サーバの要件を計画するときは、まず次の情報を入手する必要があります：

Â 同時に接続するコンピュータの数。ネットワークトラフィックとサーバ応答時間に影響します

Â ユーザアカウントの数。ユーザファイルの保存に必要な記憶領域に影響します
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認証やユーザ管理などのディレクトリサービスには、ユーザアカウントの合計数にかかわらず、
1000 台のコンピュータごとにOpenDirectory のマスターまたは複製が1 つ必要です。たとえ
ば、400台のコンピュータおよび2000人のユーザが存在する場合には、認証およびユーザ管理
のためにOpenDirectoryのマスターが1つ必要です。1800台のコンピュータと2500 人のユー
ザが存在する場合には、OpenDirectory のマスターが1つとOpenDirectoryの複製が1つ必
要です。

ネットワーク・ホームフォルダを使用する場合は、150 の同時接続ごとに1つの専用ホームフォ
ルダ・サーバが必要です。ポータブル・ホームディレクトリでモバイルアカウントを使用する場

合は、300の同時接続ごとに1つの専用ホームフォルダ・サーバが必要です。

たとえば、ネットワーク・ホームフォルダ上に400台のコンピュータと2000人のユーザが存在
する場合は、3 つの専用ホームフォルダ・サーバが必要です。これらのユーザをポータブル・ホー
ムフォルダで運用する場合は、2つの専用ホームフォルダ・サーバが必要です。

1800 台のコンピュータと2500人のユーザが存在する場合は、ネットワーク・ホームフォルダに
12 個の専用ホームフォルダ・サーバと、ポータブル・ホームディレクトリに6 個の専用サーバ
が必要です。

グループフォルダには、450の同時接続ごとに1つのサーバが必要です。たとえば、400台のコ
ンピュータがある場合は、グループ・フォルダ・サーバが1 つ必要です。1800 台のコンピュー
タがある場合は、グループ・フォルダ・サーバが4つ必要です。

記憶装置の要件はさまざまです。ユーザごとに必要な記憶装置が異なるためです。ホームフォル

ダにほとんどファイルを保存しないユーザもいれば、たくさんのファイルを保存するユーザもい

ます。このため、最初はユーザアカウントごとに1GB（ギガバイト）の記憶容量から始めて、拡
張できる状態にしておくことをお勧めします。

ユーザの記憶装置の要件を詳しく調べた場合を除いて、ディスク・クオータまたはその他の領域

制限は設定しないでください。たとえば、2000 のユーザアカウントが数年間に必要とする記憶
領域が2TB（テラバイト）であるとします。しかし、それらの2000 のユーザに60GB のドラ
イブを搭載したコンピュータを与える場合には、120TB の記憶領域を使用できることになりま
す。このような場合、すべてのユーザが自分のドライブの領域をすべて使ってから、ポータブ

ル・ホームディレクトリの同期によってユーザのローカル・ホームフォルダのファイルがネット

ワーク・ファイル・サーバにミラーリングされます。

ホームフォルダの構造を選択する
コンピュータを運用するときの最も重要な決定事項の1 つは、ホームフォルダを管理する方法と
場所を選ぶことです。

ホームフォルダには、ローカル・ホームフォルダ、ネットワーク・ホームフォルダ、およびポータ

ブル・ホームディレクトリの 3 つの種類があります。これらのホームフォルダは通常、それぞれ
ローカルアカウント、ネットワークアカウント、およびモバイルアカウントに関連付けられます。
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ホームフォルダの構造を検討するときは、次の点に注意してください：

Â ローカルアカウントを持つユーザには通常、ローカル・ホームフォルダが割り当てられます。

ユーザがローカル・ホームフォルダにファイルを保存すると、それらのファイルはローカルに

保存されます。ファイルをネットワーク上に保存するには、ユーザはネットワークに接続して

ファイルをアップロードする必要があります。

ローカル・ホームフォルダを使用する場合は、ユーザの管理された環境設定への制御は最小限

になり、原則としてネットワークアカウントに関連付けられません。

Â ネットワークアカウントを持つユーザには通常、ネットワーク・ホームフォルダが割り当てら
れます。

ユーザがネットワーク・ホームフォルダにファイルを保存すると、それらのファイルはサーバ

上に保存されます。ユーザがホームフォルダにアクセスするときは、Webページをキャッシュ
するような一般的な作業であっても、ユーザのコンピュータはそれらのファイルをサーバから

取得する必要があります。

ネットワーク・ホームフォルダを使用する場合、ユーザの管理された環境設定は完全に制御さ

れます。ユーザがネットワークに接続していないときは、自分のアカウントまたはホームフォ

ルダにアクセスできません。

Â モバイルアカウントを持つユーザには、ローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホーム
フォルダの両方が割り当てられます。これらは結合されてポータブル・ホームディレクトリに
なります。

ユーザがファイルを保存すると、それらのファイルはローカル・ホームフォルダに保存されま

す。ポータブル・ホームディレクトリは、ユーザのローカル・ホームフォルダとネットワー

ク・ホームフォルダが同期されるホームフォルダです。どちらのフォルダを同期するか、およ

びどのくらいの頻度で同期するかを構成できます。

モバイルアカウントでは、認証情報および管理された環境設定もキャッシュされます。主要な

フォルダを同期する場合は、ユーザはネットワークに接続していなくても作業でき、シームレ

スな作業環境を享受できます。

ポータブル・ホームディレクトリを同期しない場合は、管理された環境設定がある点を除い

て、モバイルアカウントはローカルアカウントに非常に近いものになります。

Â モバイルアカウントを持ち、MacOSXv10.5以降を実行するコンピュータ上のアカウントに
アクセスするユーザは、外部ドライブでポータブル・ホームディレクトリを使用できます。

ユーザは、外部ドライブをコンピュータ（ネットワークに接続されていないコンピュータを含

みます）に接続しているときでも、自分のアカウントにアクセスできます。このような種類の

モバイルアカウントは、外部アカウントと呼ばれます。

外部アカウントは、外部ドライブ上の外部アカウントのローカル・ホームフォルダに保管され

ます。外部ドライブからアクセスするコンピュータ上にローカル・ホームフォルダは作成され

ません。

外部アカウントでは、ローカル・ホームフォルダの場所を除いて、モバイルアカウントと同様

に同期され、認証がキャッシュされ、管理された環境設定が適用されます。
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参考：ユーザのモバイルアカウントがActiveDirectory ドメインで管理される場合、そのモバイ
ルアカウントにはポータブル・ホームディレクトリは割り当てられません。ただし、ローカル・

ホームフォルダとネットワーク・ホームフォルダが割り当てられ、認証がキャッシュされます。

モバイルアカウントおよび外部アカウントについて詳しくは、第 8章「ノート型コンピュータを
管理する」を参照してください。

ホームフォルダの分散方法を計画する
ホームフォルダを必要とするユーザを判別し、そのホームフォルダを置きたいコンピュータを決

定します。パフォーマンスを重視する場合は、100 メガビット／秒（Mbit/s）より遅いネット
ワーク接続でネットワーク・ホームフォルダを使用することは避けてください。

ユーザのネットワーク・ホームフォルダは、ユーザのアカウントがあるディレクトリと同じサー

バ上に保管する必要はありません。むしろ、複数のサーバ間にディレクトリドメインとホーム

フォルダを分散させると、ネットワークにかかる負荷を分散させることができます。この方法に

ついては、119ページの「ホームフォルダを複数のサーバに分散する」を参照してください。

1台のコンピュータに姓がAからFまでのユーザのホームフォルダを保管し、別のコンピュータ
にGからJまでのユーザのホームフォルダを保管したいという場合もあるでしょう。あるいは、
ホームフォルダはMacOSXServer コンピュータ上に保管し、ユーザとグループのアカウント
はLDAPまたはActiveDirectoryサーバに保管したいという場合もあるでしょう。

ユーザを作成する前に、分散の方法を決めてください。その分散方法を使用しているときに障害

が発生した場合に、ホームフォルダを移動することができますが、そのために多数のユーザレ

コードの変更が必要になることがあります。

ホームフォルダに使用するアクセスプロトコルを決めるときに、AFPを選択するとセキュリティ
レベルが最も高くなります。AFPに対応していないUNIX サーバでホームフォルダを管理する場
合は、NFS を使用することをお勧めします。Windowsサーバ上でホームフォルダを管理する場
合は、SMBを使用することをお勧めします。

ホームフォルダでこれらのプロトコルを使用する方法について詳しくは、117ページの「ホーム
フォルダについて」を参照してください。

グループを特定する
類似した要件を持つユーザがいる場合は、グループに割り当てることを検討します。

第 5章「グループアカウントを設定する」を参照してください。

管理者の要件を決定する
MacOSXv10.5 の一部の管理権限しか必要としないユーザに、ドメイン管理者の完全なアクセ
ス権を与える必要はありません。そのような場合は、制限付きの管理アクセス権を与えることが

できます。

アカウントを完全に管理する権限を割り当てるユーザと、一部の管理作業だけを実行するユーザ

を決めます。
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ドメイン管理者は、ほかのユーザアカウントとアクセス権に対する最大の制御権を持ちます。ド

メイン管理者は、ユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータアカウント、およびコ

ンピュータグループを作成し、それらに設定、アクセス権、および管理された環境設定を割り当

てることができます。また、ほかのサーバ管理者のアカウントを作成したり、特定のユーザ（教

師や技術スタッフなど）に特定のディレクトリドメイン内での管理者のアクセス権を与えること

もできます。

制限付き管理者は、指定されたユーザとグループの一般的な管理作業を実行できます。制限付き

管理者は、ユーザの環境設定を管理したり、管理された環境設定を編集したり、ユーザ情報を編

集したり、グループメンバーシップを編集したりできます。ユーザに制限付きの管理アクセス権

を与えることで、組織のセキュリティを低下させずに、自分のことを自分で管理してもらうこと

ができます。

たとえば、研究室の助手には小さな学生グループのユーザパスワードを管理する権限を与え、教

師にはクラス全員のユーザパスワードを管理し、ユーザ情報を編集し、グループ情報を編集する

権限を与えることができます。

ユーザには制限付きの管理者アクセス権を与えることができるので、どのユーザにドメイン管理

者のアクセス権が必要かを検討してください。管理者と特定の管理者アクセス権を持つユーザの

階層を適切に計画すれば、システム管理タスクの分散に役立ち、作業フローやネットワーク管理

が効率化されます。

サーバを構成する際に「サーバアシスタント」を使用するときは、オーナー／管理者のパスワー

ドを指定します。このパスワードは、サーバのルートパスワードにもなります。ルートパスワー

ドを知っている必要のあるサーバ管理者は数人でかまいませんが、コマンドラインツール

（ CreateGroupFolderなど）を使用するときに必要になることがあります。

ルートユーザとしてアクセスする必要がない管理者は、「ワークグループマネージャ」を使用し

て、ルートパスワード以外のパスワードを持つ管理者ユーザを作成できます。

ルートパスワードは注意深く使用し、安全な場所に保管してください。ルートユーザには、シス

テムファイルも含めて、システムに対するすべてのアクセス権が与えられます。必要な場合は、

「ワークグループマネージャ」を使用してルートパスワードを変更できます。
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3 ワークグループマネージャの使用を
開始する

この章では、「ワークグループマネージャ」の設定方法と基本機能の
使用方法について説明します。

「ワークグループマネージャ」は、クライアントコンピュータを管理するための主要なアプリケー

ションです。「ワークグループマネージャ」を使って、アカウントの作成と環境設定の管理を行

うことができます。

管理者のコンピュータとアカウントを構成する
「ワークグループマネージャ」を使用するには、最初にMacOSXServer管理ツールをインストー
ルする必要があります。クライアントコンピュータを管理するには、コンピュータを管理用コン

ピュータとして使用するように構成し、ドメイン管理者アカウントを作成する必要があります。

管理用コンピュータを設定する
「ワークグループマネージャ」およびその他の管理ツールをリモートの管理用コンピュータにイ

ンストールすれば、サーバに物理的にアクセスする必要がなくなります。代わりに、この管理用

コンピュータを使って、サーバに接続し、管理作業をリモートから実行できます。

コンピュータには、MacOSXv10.5以降、512MB以上のRAM、および1GBの空きディスク領
域が必要です。

サーバおよび記憶装置の要件について詳しくは、35ページの「サーバおよび記憶装置の要件を
特定する」を参照してください。

アカウントを作成および変更するには、ドメイン管理者アカウントも必要です。

管理用コンピュータを設定するには：
1 「Administration Tools」ディスクをセットして、「/Installers」フォルダ内のインストーラ
「ServerAdministrationSoftware.mpkg」を起動します。

インストールするサーバ管理ツールのバージョンとサーバにインストールされているMacOSX
Server ソフトウェアのバージョンが同じであることを確認してください。新しいバージョンの
サーバに対して古いバージョンのサーバ管理ツールを使用すると、エラーが起きたりデータが壊

れたりする可能性があります。

2 画面上の指示に従って操作を進めます。
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3 特定のパスを使ってファイルを見つける環境設定（「Dock」環境設定など）を管理する場合は、
管理用コンピュータのファイルシステム構造が管理対象の各クライアントコンピュータと同じ

であることを確認します。

つまり、フォルダ名、ボリューム、アプリケーションの場所などが一致している必要があります。

ドメイン管理者アカウントを作成する
共有ディレクトリにアカウントを作成して編集するには、ディレクトリ内にドメイン管理者アカ

ウントを作成する必要があります。ドメイン管理者は、「ワークグループマネージャ」を使って、
OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・ドメイン、またはその他の読み出し／書
き込みディレクトリドメインに保管されるアカウントを追加および変更できます。

ドメイン管理者アカウントを作成するには：
1 管理用コンピュータで「ワークグループマネージャ」を開き、サーバの設定時に作成した管理者

ユーザとして認証を行います。

2 地球のアイコンをクリックし、ディレクトリドメインを選択して、共有ディレクトリにアクセス

します。

まだ認証されていない場合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパス

ワードを入力します。

3 「新規ユーザ」をクリックし、「基本」をクリックして、管理者の基本情報を入力します。

4 「アクセス権」をクリックし、「割り当てる管理権限」ポップアップメニューから「完全」を選択
します。

5 「保存」をクリックします。

コマンドラインから
ドメイン管理者アカウントを作成するときは、「ターミナル」で dscl および pwpolicy コマンド

を使用することもできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のユーザとグループに関する章を参照してください。

ワークグループマネージャを使用する
MacOSXServer ソフトウェアをインストールし、ドメイン管理者アカウントを設定したら、
「ワークグループマネージャ」にアクセスしてユーザ管理に使用できます。

このセクションでは、「ワークグループマネージャ」について紹介します。

MacOSXServerv10.5を使って古いバージョンのMacOSXを管理する
v10.5 のサーバ管理ツールを使って、MacOSXServerv10.3 またはv10.4 を実行するサーバを
管理できます。また、MacOSXServerv10.5を実行するコンピュータで「ワークグループマネー
ジャ」を使って、MacOSXv10.3.9以降を実行するMacOSXクライアントを管理できます。
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ワークグループマネージャでディレクトリドメインに接続する／認証する
「ワークグループマネージャ」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。起動するときは、「Finder」を使
用するか、「Dock」または「サーバ管理」アプリケーションのツールバーにあるこのアプリケー
ションのアイコンをクリックします。

「ワークグループマネージャ」で「サーバ」＞「ディレクトリを表示」と選択することによって、

認証を行わずにディレクトリドメインを表示できます。初期状態では、「ワークグループマネー

ジャ」に表示される情報には読み出しアクセスのみが可能です。ディレクトリ内で変更を行うと

きは、ドメイン管理者アカウントを使って認証を行う必要があります。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。

ディレクトリドメインに接続して認証を行うには：
1 「ワークグループマネージャ」を開きます。「ワークグループマネージャの接続」ウインドウが表
示されたら、「ブラウズ」をクリックするか、ディレクトリドメインに接続するサーバのIPアド
レスまたはDNS名を入力します。

2 ドメイン管理者のユーザ名とパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

3 サーバに接続されているときにディレクトリドメインを変更する場合は、地球のアイコン（下の

図を参照）をクリックしてドメインを選択し、カギのアイコンをクリックしてドメイン管理者と

して認証を行います。

4 別のサーバに接続する場合は、「サーバ」＞「接続」と選択します。

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
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ワークグループマネージャでの主な作業
「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」パネル（下の図を参照）が表示

され、ユーザアカウントのリストが表示されます。初期状態では、このリストには、サーバの検

索方式に含まれる最後のディレクトリドメインに保管されているユーザアカウントが表示され

ます。

「ワークグループマネージャ」で主要な作業を始める方法について紹介します：  

Â 操作したいアカウントが保管されているディレクトリを指定するときは、地球のアイコンをク

リックします。

Â 複数のディレクトリのアカウントを同時に操作するとき、または特定のディレクトリのアカウ

ントを別々に表示して操作するときは、ツールバーの「新規ウインドウ」アイコンをクリック

するか、「サーバ」＞「新しいワークグループマネージャウインドウ」と選択して、複数の
「ワークグループマネージャ」ウインドウを開きます。

Â 選択したディレクトリ内のアカウントを管理するときは、ツールバーの「アカウント」アイコ

ンをクリックしてから、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のボタンをクリックして、作業中のディレクトリに保管されているアカウ

ントをリストに表示します。

Â 表示されているアカウントリストを絞り込むときは、アカウントリストの上にあるポップアッ

プ検索メニューを使用します。

Â 管理された環境設定を操作するときは、アカウントを1つ以上選択してから、ツールバーの「環
境設定」アイコンをクリックします。

アカウントリスト

下のリストの検索または
絞り込みを行うときは、

ここに入力します

ユーザボタン

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

コンピュータ

ボタン

コンピュータ

グループ・ボタン

現在選択されている

ドメイン

認証を行うときは、

カギをクリックします

グループボタン
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Â ユーザアカウントとグループアカウントを読み込むときは、「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。

Â オンスクリーンヘルプを表示するときは、「ヘルプ」メニューを使用します。「ヘルプ」メニュー

では、「ワークグループマネージャ」で実行できる管理作業、およびMacOSXServerのその
他のトピックに関するヘルプにアクセスできます。

Â 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、「ワークグルー

プマネージャ」のツールバーにある「サーバ管理」アイコンをクリックします。

「サーバ管理」については、「サーバ管理」を参照してください。

ワークグループマネージャの環境設定を変更する
「ワークグループマネージャ」の環境設定を変更して、レコードの表示方法をカスタマイズした

り、ディレクトリドメインの高度なエディタであるインスペクタを有効にしたりできます。

「ワークグループマネージャ」には、次の環境設定が用意されています。

ワークグループマネージャの環境設定を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「ワークグループマネージャ」＞「環境設定」と選択します。

2 変更したい環境設定を選択します。

3 「今後この警告を表示しない」を選択した警告メッセージをリセットする場合は、「“再度表示し
ない”メッセージをリセット」をクリックします。

4 「OK」をクリックします。

環境設定 説明

可能なときにDNS名を解決する （デフォルト：入）この環境設定を無効にすると、データを書き込むとき

にDNS名が解決されなくなります。DNS に関する問題が起きたときは、
この設定を無効にすると、DNSの問題の影響を最小限に抑えることができ
ます（ただし、問題は解決する必要があります）。

“すべてのレコード”タブとインス

ペクタを表示する

（デフォルト：切）この環境設定を有効にすると、インスペクタが有効に

なります。インスペクタでは、「ワークグループマネージャ」で表示でき
ないディレクトリデータを表示および編集できます。詳しくは、「Open
Directoryの管理」を参照してください。

要求したレコードのみに検索結果を

制限する

（デフォルト：切）検索フィールドに何も入力しない場合、デフォルトで

は、選択したディレクトリドメイン内のすべてのユーザレコードがリスト
に表示されます。

この環境設定を無効にした場合、すべてのレコードをリストに表示するに
は、「*」（かっこは含みません）を入力する必要があります。すべてのレ
コードが自動的には表示されないため、大きいディレクトリドメインで作
業するときに、「ワークグループマネージャ」の動作が速くなります。

リストの最大数：#レコード （デフォルト：切）この環境設定を有効にすると、検索結果の最大数が指
定した数に制限されます。

この環境設定を有効にし、適度な最大数を設定することで、「ワークグ
ループマネージャ」のパフォーマンスを向上させることができます。ただ

し、設定する数が少なすぎると、一致件数がそれよりも多いときに見落と
してしまう可能性があります。
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アカウントを検索する／アカウントリストを表示する
「ワークグループマネージャ」では、ユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータア

カウント、およびコンピュータグループをいくつかの方法で検索してリスト表示できます。

ワークグループマネージャでアカウントリストを操作する
「ワークグループマネージャ」では、「ワークグループマネージャ」ウインドウの左側に、ユーザ

アカウント、グループアカウント、コンピュータアカウント、およびコンピュータグループのリ

ストが表示されます。

リストの内容と外観は、以下の設定によって変わります：

Â「ワークグループマネージャ」の環境設定によって、表示されるレコードの最大数、およびイ

ンスペクタ（ディレクトリデータを直接表示または変更できます）を有効にするかどうかが決

まります。「ワークグループマネージャ」の環境設定を設定するときは、「ワークグループマ

ネージャ」＞「環境設定」と選択します。

Â リストには、地球のアイコンを使って選択したディレクトリが反映されます。ディレクトリ

サーバに接続している場合は、親ディレクトリドメイン内のアカウントが表示されます。ディ

レクトリサーバに接続していない場合は、ローカルアカウントが表示されます。

リストに表示されるドメインは、ローカル・ディレクトリ・ドメイン、サーバの検索方式に含

まれるすべてのディレクトリドメイン、および利用可能なすべてのディレクトリドメイン（検

索方式に含まれていない場合を含めて、サーバがアクセスするように構成されているドメイ

ン）です。サーバからディレクトリドメインへのアクセスを構成する方法については、「Open
Directory の管理」を参照してください。

ディレクトリドメインを選択すると、それらのドメインに保管されているすべてのアカウント

がリストに表示されます。

Â 検索フィルタの上にあるユーザ、グループ、コンピュータ、またはコンピュータグループのボ

タンをクリックすることによって、ユーザ、グループ、コンピュータ、またはコンピュータグ

ループをリストに表示できます。

Â リストを並べ替えるときは、列の見出しをクリックします。矢印は、並べ替え順（昇順または

降順）を示します。列の見出しをもう一度クリックすると、並べ替え順が逆になります。

Â アカウントリストの上にあるフィールドにテキストを入力して、リスト内の特定の項目を検索

できます。検索条件を選択するときは、検索（虫眼鏡）ポップアップメニューを使用します。

アカウントを操作するときは、アカウントを選択します。選択したアカウントに関する設定が、
リストの右側のパネルに表示されます。利用できる設定は、表示しているパネルによって異なり

ます。

ローカル・ディレクトリドメイン内のアカウントのリストを表示する
ローカル・ディレクトリ・ドメイン内のアカウントのリストを表示すると、すべてのローカルア

カウントが表示されます。これらのローカルアカウントは、ローカルコンピュータまたはサーバ

のユーザだけがアクセスできます。クライアントコンピュータのユーザはアクセスできません。
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サーバ上で動作しているサービスおよびプログラムは、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す。クライアントコンピュータのログインウインドウなど、クライアント

コンピュータ上で動作しているプログラムは、サーバのローカル・ディレクトリ・ドメインには

アクセスできません。

サーバでファイルサービスを提供している場合、そのサーバのローカル・ディレクトリ・ドメイ

ンにアカウントを持つユーザは、ファイルサービスで認証を行うことができます。

クライアントコンピュータのログインウインドウでは、サーバのローカル・ディレクトリ・ドメ

インに保管されているユーザアカウントを使って認証を行うことはできません。ログインウイン

ドウは、クライアントコンピュータ上で動作しているプロセスであるためです。

サーバのローカル・ディレクトリドメインに保管されているアカウントのリストを表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、目的のドメインを管理しているサーバに接続してから、地球
のアイコンをクリックして、「ローカル」を選択します。

MacOSXServerv10.5 以降を実行するサーバの場合、ローカル・ディレクトリ・ドメインは「/
Local/Default」としてリストに表示されます。

2 次のいずれかを選択します：

Â ユーザアカウントを表示するときは、ユーザボタンをクリックします。

Â グループアカウントを表示するときは、グループボタンをクリックします。

Â コンピュータアカウントを表示するときは、コンピュータボタンをクリックします。

Â コンピュータグループを表示するときは、コンピュータグループ・ボタンをクリックします。

3 特定のアカウントを操作するときは、そのアカウントを選択します。

アカウント設定または環境設定を変更するには、サーバ管理者のアクセス権が必要です。必要に

応じて、カギをクリックして認証を行う必要があります。

検索方式のディレクトリドメイン内のアカウントのリストを表示する
コンピュータの検索方式には、OpenDirectory からアクセスできるディレクトリドメインを指
定します。また、OpenDirectoryからディレクトリドメインにアクセスする順序も指定します。
検索方式のアカウントをリストに表示すると、検索方式に含まれるすべてのディレクトリドメイ

ン内のアカウントが表示されます。

検索方式のアカウントを表示しているときは、アカウントを編集できません。

検索方式の設定方法について詳しくは、「Open Directory の管理」を参照してください。

操作しているサーバの検索方式に含まれるドメイン内のアカウントのリストを表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、目的のディレクトリドメインが検索方式に含まれるサーバに
接続します。

2 地球のアイコンをクリックして、「検索方式」を選択します。

3 次のいずれかを選択します：

Â ユーザアカウントを表示するときは、ユーザボタンをクリックします。
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Â グループアカウントを表示するときは、グループボタンをクリックします。

Â コンピュータアカウントを表示するときは、コンピュータボタンをクリックします。

Â コンピュータグループを表示するときは、コンピュータグループ・ボタンをクリックします。

利用可能なディレクトリドメインのアカウントのリストを表示する
「ワークグループマネージャ」を使って、接続しているサーバからアクセスできる利用可能なディ

レクトリドメイン内のユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータアカウント、およ

びコンピュータグループをリストに表示できます。

利用可能なディレクトリドメインは、検索方式に含まれるディレクトリドメインとは異なります。

検索方式には、サーバがアカウントを取得する必要があるときに自動的に検索されるディレクト

リドメインが含まれます。ただし、そのサーバがアクセスできるディレクトリドメインが、その

検索方式に含まれていないことがあります。

ディレクトリドメインへのアクセスを構成する方法については、「Open Directory の管理」を参
照してください。

サーバからアクセスできるディレクトリドメイン内のアカウントのリストを表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、目的のディレクトリドメインにアクセスできるサーバに接続
します。

2 地球のアイコンをクリックして、ユーザのアカウントが保管されているドメインを選択します。

目的のディレクトリドメインがリストにない場合は、「その他」を選択してポップアップメニュー

に追加できます。表示されるダイアログでドメインを選択して、「OK」をクリックします。

3 次のいずれかを選択します：

Â ユーザアカウントを表示するときは、ユーザボタンをクリックします。

Â グループアカウントを表示するときは、グループボタンをクリックします。

Â コンピュータアカウントを表示するときは、コンピュータボタンをクリックします。

Â コンピュータグループを表示するときは、コンピュータグループ・ボタンをクリックします。

4 特定のアカウントを操作するときは、そのアカウントを選択します。

アカウントを変更するには、ドメイン管理者のアクセス権が必要です。必要に応じて、カギをク

リックして認証を行う必要があります。

アカウントリストをリフレッシュする
複数の管理者がディレクトリドメインに変更を加えている場合は、ユーザアカウント、グループ

アカウント、コンピュータアカウント、およびコンピュータグループのリストをリフレッシュし
て、常に最新のリストを表示するようにできます。
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アカウントリストをリフレッシュするには、ツールバーの「リフレッシュ」をクリックします。

または、地球のアイコンをクリックして、作業中のディレクトリドメインをポップアップメ

ニューから選択します。

リスト内の特定のアカウントを検索する
「ワークグループマネージャ」にアカウントのリストを表示した後、特定のユーザまたはグルー

プを見つけるためにリストを絞り込むことができます。

いくつかの条件で絞込みを行うことができます：

Â 名前（部分一致）

Â 名前（前方一致）

Â 名前（後方一致）

Â 名前（完全一致）

Â


ID（完全一致）

Â より大きいID
Â より小さいID
Â コメント（部分一致）

Â キーワード（部分一致）

アカウントのリスト内の項目を絞り込むには：
1 アカウントのリストを表示した後、ユーザ、グループ、コンピュータ、またはコンピュータグ

ループのボタンをクリックします。

2 検索（虫眼鏡）ポップアップメニューをクリックし、検索条件のオプションを選択して、検索

フィールドに検索語句を入力します。

検索基準を満たすアカウントのリストが表示されます。ユーザ名を入力した場合は、ユーザのフ

ルネームとショートネームの両方が検索されます。グループ名を入力した場合は、グループの

ショートネームが検索されます。

3 作業しているドメインに多数のアカウントが保管されている場合は、「ワークグループマネー

ジャ」＞「環境設定」と選択し、次の操作を行います：

目的 操作

検索条件を指定するまでリストにアカウント

が表示されないようにする

「要求したレコードのみに検索結果を制限する」を選択します。

選択したディレクトリドメイン内のすべての

アカウントをリストに表示する

検索フィールドに「*」（かっこは含みません）を入力します。

リストに表示するアカウントの最大数を指定

する

「リストの最大数：nレコード」を選択して、32,767未満の数を
入力します。
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詳細検索を使用する
ツールバーの「検索」ボタンを使って、ユーザやグループに関連するいくつかのフィールドを検

索することで、それらに該当するユーザやグループを見つけることができます。その後、検索結

果をバッチ編集できます。バッチ編集について詳しくは、51ページの「複数のアカウントを同
時に編集する」を参照してください。

いくつかのフィールドを検索できます：

Â レコード名

Â リアルネーム

Â ユーザID
Â コメント

Â キーワード

Â グループID

フィールドオプションがいくつかあります：

Â より小さい

Â より大きい

Â である

Â を含む

「アカウント」パネルまたは「環境設定」パネルでユーザまたはグループを見つけるには：
1 「ワークグループマネージャ」のツールバーで、「検索」をクリックします。

アカウントリストの上にある検索フィールド内の検索（虫眼鏡）ボタンをクリックして、「詳細

な検索」を選択することもできます。

2 検索するフィールドとフィールドオプションを選択して、検索したいテキストを入力します。

3 追加（＋）ボタンをクリックして、検索条件を追加します。

4 プリセットを保存、名称変更、または削除するときは、「検索のプリセット」ポップアップメ

ニューを使用します。

5 検索条件を定義し終えたら、「今すぐ検索」をクリックします。

検索結果が表示された後、検索条件を消去してデフォルトの表示に戻すか、検索条件を編集して

さらに絞り込むことができます。検索条件の編集中に、その検索条件を後で使用できるようにプ

リセットとして保存できます。

ユーザとグループを並べ替える
「ワークグループマネージャ」でアカウントのリストが表示された後で、列の見出しをクリック

すると、その列の値を使ってエントリーを並べ替えることができます。見出しをもう一度クリッ

クすると、並べ替え順序が逆になります。
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アカウントを効率的に操作する
「ワークグループマネージャ」では、複数の新規アカウントまたは既存のアカウントに同じ設定

を効率的に適用できます。また、ユーザアカウントとグループアカウントの情報をファイルから

読み込むこともできます。

プリセットを使用する
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グループの設定を選択し、プリ

セットとして保存できます。プリセットはテンプレートのように機能し、あらかじめ定義された

設定を新規のアカウントに適用できます。プリセットを使用すれば、同じような設定を持つ複数

のアカウントを簡単に設定できます。

プリセットは、アカウントの作成時のみに使用できます。プリセットを使って既存のアカウント

を変更することはできません。アカウントを手動で作成するとき、またはファイルから読み込む

ときに、プリセットを使用できます。

アカウントの作成に使用した後でプリセットを変更しても、プリセットを使用して作成されたア

カウントは、その変更を反映するようには更新されません。

プリセットの作成方法について詳しくは、61ページの「ユーザアカウント用のプリセットを作
成する」を参照してください。

複数のアカウントを同時に編集する
一度に複数のユーザアカウント、グループアカウント、またはコンピュータグループの設定を編

集できます（固有の設定にする必要がない場合）。複数のアカウントを同時に編集する操作は、

バッチ編集と呼ばれます。

アカウントを同時に編集するために、アカウントリストで複数のアカウントを選択する方法、ま

たは「詳細な検索」ダイアログでバッチ編集機能を使用する方法を利用できます。

複数のアカウントを選択する方法とは異なり、バッチ編集機能を使用する方法では、変更を適用

する前に検索結果をプレビューおよび編集し、変更を適用した後で変更内容やエラーを確認でき

ます。

いくつかの方法で複数のアカウントを選択できます：

Â 連続する複数のアカウントを選択するときは、Shiftキーを押したままクリックします。
Â 複数のアカウントを個別に選択するときは、コマンドキーを押したままクリックします。

Â アカウントを選択解除するときは、「編集」＞「すべてを選択」と選択してから、コマンドキー
を押したまま個々のアカウントをクリックします。

ほとんどのアカウント設定は複数のユーザについて同時に編集できますが、一部の設定はユーザ

ごとに編集する必要があります。たとえば、複数のユーザに同じ名前、ショートネーム、または

ユーザID を割り当てることはできません。「ワークグループマネージャ」では、それぞれに異な
る値を指定する必要のあるフィールドは無効になります。
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複数のアカウントで設定が異なる場合は、つまみ、ラジオボタン、チェックボックス、テキスト

フィールド、ポップアップメニュー、またはリストが混在状態として表示されます：

混在状態のインターフェイス要素は、次の操作を実行するときにも表示されます：

Â


MacOSXv10.4以前でもともと設定されていた、管理された環境設定を編集するとき

Â インターフェイス要素に対応する環境設定を環境設定エディタで変更するとき

混在状態の設定に新しい設定を選択すると、すべてのアカウントに新しい設定が適用されます。

たとえば、「Dock」サイズの設定がそれぞれ異なっている 3つのグループアカウントを選択する
とします。これらのアカウントの「Dock表示」環境設定を見ると、「Dockサイズ」つまみは中
心に置かれ、上にダッシュが付いています。「Dock サイズ」つまみの位置を「大」に変更する
と、選択したすべてのアカウントで「Dock」のサイズが大になります。

特定の条件に一致するアカウントをバッチ編集するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」または「環境設定」を選択します。

2 ツールバーの下にある地球のアイコンをクリックし、編集したいアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 ツールバーで、「検索」をクリックします。

アカウントリストの上にある検索フィールド内の虫眼鏡をクリックして、「詳細な検索」を選択

することもできます。

5 検索条件を入力するには、検索するフィールドとフィールドオプションを選択し、検索したいテ

キストを入力します。検索条件を追加するときは、追加（＋）ボタンをクリックします。

6 「検索結果のバッチ編集を実行する」を選択します。 

7 バッチ編集の保存時に、変更されるアカウントのリストを作成する場合は、「検索結果をプレ

ビューおよび編集してから変更を適用する」を選択します。 

8 バッチ編集の保存後に、変更されたアカウントとその変更内容のリストを作成する場合は、「変
更とエラーの結果を表示する」を選択します。

9 「続ける」をクリックします。

10 アカウント情報または環境設定を変更して、「今すぐ適用」をクリックします。

フィールドが無効になっている場合、そのフィールドは複数のユーザアカウントを選択したとき

には編集できません。

インターフェイス要素 混在状態の表示

つまみ、ラジオボタン、および

チェックボックス

選択したアカウント間で設定が異なることを示すダッシュが表示されます

テキストフィールド テキストフィールドに「複数選択」または「...」と表示されます

ポップアップメニュー ポップアップメニューに「--複数選択--」と表示されます

リスト リストに「複数選択」と表示されます
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11 「検索結果をプレビューおよび編集してから変更を適用する」を選択した場合は、ダイアログが
表示され、バッチ編集によって変更されるすべてのアカウントが表示されます。いずれかのアカ

ウントを取り除くときは、アカウントを選択して、「項目を取り除く」をクリックします。編集

したいアカウントだけがリストに表示された状態になったら、「適用」をクリックします。

同じ検索条件を使ってさらにバッチ編集を行う場合は、取り除いたアカウントがこのリストに再

度表示されます。

12 「変更とエラーの結果を表示する」を選択した場合は、ダイアログが表示され、変更されたレコー
ドとフィールドを含むバッチ編集の結果が表示されます。バッチ編集の結果をテキストログとし

て保存する場合は、「保存」をクリックします。「OK」をクリックします。

13 バッチ編集を終了するには、「消去」をクリックします。

アカウント情報を読み込む／書き出す
XML または文字区切りのテキストファイルを使って、ユーザおよびグループアカウントの情報
の読み込みと書き出しを行うことができます。情報を読み込む操作は、多数のアカウントをすば

やく設定するときに便利です。情報をファイルに書き出す操作は、情報を記録するために利用で

きます。アカウント情報のバックアップを作成するときに、パスワードも一緒に保管したい場合

は、ディレクトリをアーカイブします。

詳しくは、付録「アカウント情報を読み込む／書き出す」を参照してください。
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4 ユーザアカウントを設定する

この章では、ユーザアカウントを設定、編集、および管理する方法に
ついて説明します。

ユーザアカウントによって、ネットワーク上で一意のID がユーザに割り当てられ、管理者がそ
れらのユーザを管理できるようになります。

ユーザアカウントは、「ワークグループマネージャ」を使って表示、作成、編集、および削除で

きます。

「ワークグループマネージャ」でユーザアカウントを表示するときは、アカウントリストの上に

あるユーザボタンをクリックします。

ユーザアカウントについて
ユーザアカウントには、MacOSXServerがユーザの識別情報を検証してユーザにサービスを提
供するために使用するデータが保管されます。

ユーザアカウントの保管場所
ユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータアカウント、およびコンピュータグルー

プは、MacOSXコンピュータで利用できるディレクトリドメインに保管されます。ディレクト
リドメインは、MacOSX コンピュータ（OpenDirectory ドメインやその他の読み出し／書き
込みディレクトリドメインなど）、またはアップル以外のサーバ（アップル以外のLDAP サーバ
やActiveDirectoryサーバなど）に置かれます。

Windows ファイルサービスやその他のサービスを使用する場合は、サーバからアクセスできる
ディレクトリドメインのうち、サービスを提供するためにユーザの認証を必要とするディレクト

リドメインにユーザアカウントを保管できます。

WindowsコンピュータからWindows ドメインにログインするために使用されるユーザアカウ
ントは、プライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC）であるMacOSXServer のLDAP ディ
レクトリ、またはバックアップ・ドメイン・コントローラ（BDC）上のLDAPディレクトリの
コピーに保管する必要があります。
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PDC サーバのLDAP ディレクトリに保管されていないWindows ユーザアカウントは、ほかの
サービスにアクセスするときに使用できます。たとえば、MacOSXServerがローカルで提供す
るWindowsファイルサービスのために、サーバのローカル・ディレクトリ・ドメインにアカウ
ントが保管されているユーザを認証できます。

MacOSXServer では、ほかのディレクトリシステム（別のMacOSXServer システム上の
OpenDirectoryのマスターやWindows サーバ上のActiveDirectoryなど）にアカウントが保
管されているユーザを認証することもできます。

各種のディレクトリドメインについて詳しくは、「Open Directory の管理」を参照してください。

定義済みのユーザアカウント
次の表に、MacOSXServerをインストールしたとき（特に明示しない限り）に作成されるユー
ザアカウントを示します。完全なリストについては、「ワークグループマネージャ」を開き、「表

示」＞「システムのユーザとグループを表示」を選択してください。

定義済みのユーザ名 ショートネーム ユーザID 用途

MySQLサーバ mysql 74 MySQLデータベースサーバが要求を処理するプロセス
のために使用するユーザ。

sshd特権分離 sshd 75 ネットワークデータを処理するsshd 子プロセスの
ユーザ

システム管理者 root 0 保護や制限をまったく受けないユーザ。

システムサービス daemon 1 従来のUNIXユーザ。

不明なユーザ unknown 99 ログインせずパスワードを持たないユーザ。ファイル

またはボリュームが実際のオーナーを持たないときに、
オーナーとしてunknown が割り当てられます。

権限を持たないユーザ nobody -2 このユーザは、もともとはシステムサービスをシステ
ム管理者として実行しなくてもいいように作成された

ものです。現在は、この目的のために、WWWサーバ
のようなサービス固有のユーザが使われることが多く

なっています。

WWWサーバ www 70 Apacheが要求を処理するプロセスのために使用する、
権限を持たないユーザ。
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ユーザアカウントを管理する
さまざまな種類のディレクトリドメインに保管されるユーザアカウントを表示、作成、編集、お

よび削除できます。

ユーザアカウントを作成する
ディレクトリドメインにユーザアカウントを作成するには、そのドメインの管理者アクセス権が

必要です。

アップル以外のサーバのLDAPv3ディレクトリにユーザアカウントを作成する場合は、「ディレ
クトリユーティリティ」を使って、LDAPv3ディレクトリの属性をOpenDirectoryのユーザと
グループの属性にマップする必要があります。マップする必要のあるユーザアカウント要素につ

いて詳しくは、259ページの「どのようなものを読み込んで書き出せるかを理解する」を参照し
てください。

ActiveDirectory ドメインにユーザを作成する場合は、Windows コンピュータで Active
Directory 管理ツールを使用します。「ワークグループマネージャ」では、標準のActiveDirectory
ドメインにユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータアカウント、またはコンピュー

タグループを作成することはできません。ActiveDirectory ドメインのスキーマを拡張すれば、
ActiveDirectoryにコンピュータグループを作成できます。 

Windowsユーザ用のユーザアカウントを作成する場合は、MacOSXServerPDC上に作成しま
す。これにより、サーバのLDAPディレクトリ内にユーザアカウントが作成されます。PDCサー
バ上にアカウントがあるWindowsユーザは、Windows ワークステーションからWindows ド
メインにログインできます。Windowsファイルサービスやその他のサービス、およびネットワー
ク上のMacOSXコンピュータを利用するときにも、これらのユーザアカウントを使って認証を
行うことができます。

ユーザアカウントは、MacOSXServerPDC のLDAP ディレクトリには作成できますが、BDC
の読み出し専用LDAPディレクトリには作成できません。BDCがある場合は、PDCサーバによっ
て新しいアカウントがBDCに複製されます。

ユーザアカウントをサーバのローカル・ディレクトリ・ドメインに作成した場合、そのユーザア

カウントは、そのサーバが提供するサービスに対して認証を行うときだけに使用できます。
MacOSXクライアントコンピュータへのログインやWindows ドメインへのログインには使用
できません。ただし、Windows ユーザは、Windows ファイルサービス、メールサービス、お
よびプラットフォームに依存しないその他のサービスで認証を行うことができます。

LDAPv3属性のマップ方法およびActiveDirectoryへの接続方法については、「Open Directory
の管理」を参照してください。

ユーザアカウントを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のディレクトリドメインにアク
セスするように構成されていることを確認します。

手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。
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3 地球のアイコンをクリックして、ユーザのアカウントを保管するドメインを選択します。

MacOSXServerv10.5 以降の場合、「ローカル」および「/Local/Default」はローカル・ディレ
クトリ・ドメインです。

4 認証を行うために、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力

します。

5 「サーバ」＞「新規ユーザ」と選択するか、ツールバーの「新規ユーザ」をクリックします。

6 表示されたパネルで、ユーザの設定を指定します。

詳しくは、63ページの「基本設定を操作する」から 86ページの「Windows 設定を操作する」
までを参照してください。

プリセットや読み込んだファイルを使ってユーザアカウントを作成することもできます。詳しく

は、62ページの「プリセットを使用してアカウントを作成する」および261ページの「ワーク
グループマネージャを使用してアカウントを読み込む」を参照してください。

コマンドラインから
ユーザアカウントを作成するときは、「ターミナル」で dscl コマンドを使用することもできま

す。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザとグループ
に関する章を参照してください。

ユーザアカウントの情報を編集する
「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているユーザア

カウントを変更できます。

OpenDirectory ドメイン内のアカウントは、ディレクトリドメインを管理する権限を持ってい
れば変更できます。サーバ管理者のアクセス権は必要ありません。ただし、使用するユーザ ID
に、制限付きまたは完全な管理アクセス権が割り当てられている必要があります（「ワークグルー

プマネージャ」の「アカウント」にある「アクセス権」パネルで設定します）。詳しくは、70ペー
ジの「アクセス権を操作する」を参照してください。

ユーザアカウントに変更を加えるには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のディレクトリドメインにアク
セスするように構成されていることを確認します。

手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックして、ユーザのアカウントが保管されているドメインを選択します。

目的のディレクトリドメインがリストにない場合は、「その他」を選択してポップアップメニュー

に追加できます。表示されるダイアログでドメインを選択して、「OK」をクリックします。

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 ユーザボタンをクリックし、ユーザアカウントを選択します。
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6 表示されたパネルで、ユーザアカウントの設定を編集します。

詳しくは、63ページの「基本設定を操作する」から 86ページの「Windows 設定を操作する」
までを参照してください。

コマンドラインから
ユーザアカウントの情報を編集するときは、「ターミナル」で dsclコマンドを使用することもで

きます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザとグ
ループに関する章を参照してください。

読み出し専用のユーザアカウントを操作する
「ワークグループマネージャ」を使って、読み出し専用ディレクトリドメインに保管されている

ユーザアカウントの情報を確認できます。読み出し専用ディレクトリドメインには、LDAPv2 ド
メイン、書き込みアクセス用に構成されていないLDAPv3 ドメイン、およびBSD 構成ファイル
があります。

読み出し専用ユーザアカウントを操作するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のアカウントが保管されている
ディレクトリドメインにアクセスするように構成されていることを確認します。

「ディレクトリユーティリティ」を使ってサーバ接続を構成する方法については、「Open
Directory の管理」を参照してください。マップする必要のあるユーザアカウント要素について
は、付録「アカウント情報を読み込む／書き出す」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックして、ユーザのアカウントが保管されているディレクトリドメインを

選択します。

4 表示されたパネルで、ユーザのアカウント設定を確認します。

詳しくは、63ページの「基本設定を操作する」から 86ページの「Windows 設定を操作する」
までを参照してください。

ゲストユーザを操作する
一部のサービスは、ゲストユーザに対応するように設定できます。ゲストユーザは、有効なユー

ザ名とパスワードを持たないため、認証されません。ゲストユーザに対応するためにユーザアカ

ウントを作成する必要はありません。

ゲストアカウントに対応するように設定できるサービスには、次のものがあります：

Â


Appleファイルサービス。「ファイルサービスの管理」を参照してください。

Â


FTPサービス。「ファイルサービスの管理」を参照してください。

Â



Webサービス。「Web テクノロジーの管理」を参照してください。

Â



Windowsサービス。「Open Directory の管理」を参照してください。

匿名でサーバに接続するユーザは、アクセス権が「全員」に設定されたファイル、フォルダ、お

よびWeb サイトだけにアクセスが制限されます。
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別の種類のゲスト・ユーザ・アカウントとして、共有コンピュータやキオスクコンピュータを簡

単に設定するために構成できる管理対象のユーザアカウントもあります。これらの種類のユーザ

アカウントについて詳しくは、第 10章「環境設定を管理する」を参照してください。

Windowsユーザアカウントを操作する
Windows ユーザアカウントのパスワード、パスワードポリシー、およびその他の設定を変更す
るときは、「ワークグループマネージャ」を使用します。

ユーザアカウントは、サーバのローカル・ディレクトリ・ドメイン、MacOSXServerPDC の
LDAP ディレクトリ、または読み出し／書き込みアクセス（読み出し専用ではありません）がで
きるその他のディレクトリシステム（OpenDirectoryマスターのLDAPディレクトリ、Windows
サーバのActiveDirectoryなど）に保管できます。

ユーザアカウントの設定は、MacOSXServerPDCのLDAPディレクトリでは変更できますが、
BDCの読み出し専用LDAPディレクトリでは変更できません。BDCがある場合は、PDCサーバ
によって変更内容がBDCに複製されます。

ユーザアカウントを削除する
「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているユーザア

カウントを削除できます。

ユーザアカウントを削除すると、そのユーザのメールもすべて削除されます。

ワークグループマネージャを使用してユーザアカウントを削除するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 削除するユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「サーバ」＞「選択したユーザの削除」と選択するか、ツールバーの「削除」アイコンをクリッ
クします。

コマンドラインから
ユーザアカウントを削除するときは、「ターミナル」で dscl コマンドを使用することもできま

す。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザとグループ
に関する章を参照してください。

ユーザアカウントを使用不可にする
ユーザアカウントは、次の方法で使用不可にできます：

Â「ワークグループマネージャ」の「基本」パネルで、「ユーザに許可する操作」の「アクセスア

カウント」オプションの選択を解除します。

Â アカウントを削除します。

警告：この操作を取り消すことはできません。
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Â ユーザのパスワードを、ユーザが知らない値に変更します。

Â ログインを無効にするためのパスワードオプションを設定します。これは、パスワードタイプ

が「OpenDirectory」または「シャドウパスワード」のユーザアカウントに適用されます。

コマンドラインから
ユーザアカウントを無効にするときは、「ターミナル」で dscl および pwpolicy コマンドを使用

することもできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」の
ユーザとグループに関する章を参照してください。

プリセットを操作する
プリセットは、新規のユーザアカウント、グループアカウント、またはコンピュータグループ・

アカウントに適用される属性を定義するためのテンプレートです。

ユーザアカウント用のプリセットを作成する
ディレクトリドメインにユーザアカウントを作成するときに使用するためのプリセットを作成

できます。

プリセットは、現在表示しているディレクトリドメインに保存されます。ディレクトリドメイン

を変更すると、ほかのディレクトリドメインに作成したプリセットは利用できなくなります。

ユーザアカウント用のプリセットを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、ユーザのアカウントが保管されているドメインを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 既存のユーザアカウントのデータを基にプリセットを作成する場合は、そのアカウントを開きま

す。プリセットをゼロから作成する場合は、ユーザアカウントを作成します。

5 既存のアカウントを基にプリセットを作成する場合は、各フィールドについて、新規ユーザアカ

ウントに継承したい値を入力し、あらかじめ指定したくない値を削除します。

ユーザアカウントのプリセットに定義できる属性には、同時ログイン、デフォルトシェル、コメ

ント、プライマリグループ ID、グループ・メンバーシップ・リスト、ホームフォルダの設定、
ディスク・クオータ、メール設定、およびプリント設定があります。

6 「環境設定」をクリックします。

7 プリセットに定義したい設定を構成して、「アカウント」をクリックします。

プリセットの環境設定を構成した後で、「アカウント」設定に戻ってプリセットを保存します。

8 「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、プリセットの名前を
入力して、「OK」をクリックします。

プリセットは、現在のディレクトリドメインに保存されます。
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プリセットを使用してアカウントを作成する
プリセットを使用すると、新規アカウントに設定を簡単に適用できます。プリセットを適用した

後、新しいアカウントの設定を必要に応じて変更できます。

ユーザアカウント、グループアカウント、およびコンピュータグループ・アカウントにプリセッ

トを使用できます。

プリセットは、現在表示しているディレクトリドメインに保存されます。ディレクトリドメイン

を変更すると、ほかのディレクトリドメインに作成したプリセットは利用できなくなります。

アカウントを読み込む場合は、読み込んだアカウントにプリセットを適用できます。詳しくは、
261ページの「ワークグループマネージャを使用してアカウントを読み込む」を参照してください。

プリセットを使用してアカウントを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、新しいユーザアカウントを保管するディレクトリドメインを選

択します。

選択したディレクトリドメインに、使用したいプリセットが保存されていることを確認してくだ

さい。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 ユーザ、グループ、またはコンピュータグループのボタンをクリックします。

5 「プリセット」ポップアップメニューからプリセットを選択します。

6 アカウントを作成するには、「新規ユーザ」、「新規グループ」、または「新規コンピュータグルー

プ」をクリックします。

7 属性値を追加またはアップデートします。

プリセット名を変更する
プリセットには、テンプレートの設定を簡単に思い出せるような名前、あるいはどのタイプの

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グループに適したプリセットであ

るかが分かるような名前を付けることができます。

プリセット名を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、名前を変更したいプリセットが保存されているディレクトリド

メインを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「プリセット」ポップアップメニューから「プリセットの名前変更」を選択します。

5 「名前を変更するプリセット」ポップアップメニューからプリセットを選択し、名前を入力して、
「OK」をクリックします。
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プリセットを編集する
プリセットを変更しても、そのプリセットを使って作成された既存のアカウントには変更は反映

されません。

プリセットを編集するときは、そのプリセットを使ってアカウントを作成し、プリセットで定義

されているフィールドを変更して、プリセットを保存します。

プリセットを編集するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、編集したいプリセットが保存されているディレクトリドメイン

を選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 ユーザ、グループ、またはコンピュータグループのボタンをクリックします。

5 「プリセット」ポップアップメニューからプリセットを選択します。

6 「新規ユーザ」、「新規グループ」、または「新規コンピュータグループ」をクリックして、アカウ
ントを作成します。

7 プリセットに保存したいアカウント設定を変更します。

8 変更が完了したら、「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。変更したいプリセットの名前を入力し、「OK」をクリックして、「置換」をクリックします。

プリセットを削除する
特定のプリセットが不要になった場合は、削除できます。

プリセットを削除するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、削除したいプリセットが保存されているディレクトリドメイン

を選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「プリセット」ポップアップメニューから「プリセットの削除」を選択します。

5 削除するプリセットを選択し、「削除」をクリックします。

基本設定を操作する
基本設定は、すべてのユーザに定義する必要のある属性の集まりです。

「ワークグループマネージャ」で基本設定を操作するときは、ユーザアカウントの「基本」パネ

ルを使用します。
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ユーザ名を変更する
ユーザ名は、「MeiChen」や「Dr.AnneJohnson」のような、ユーザのロングネームです。（ユー
ザ名は、ロングネームのほかに、フルネームやリアルネームと呼ばれることもあります。）ユーザ
は、ユーザアカウントに関連付けられたユーザ名（ショートネーム）を使ってログインできます。

ユーザ名の長さは、255バイト以下にする必要があります。ロングネームはさまざまな文字セッ
トに対応しているため、英数字での最大文字数は255文字になりますが、1文字が4バイトの文
字セットでは最大文字数が63 文字になります。

「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているアカウン

トのユーザ名を編集できます。また、「ワークグループマネージャ」を使用して、使用中のサー

バからアクセスできる任意のディレクトリドメイン内のユーザ名を確認することもできます。

ワークグループマネージャを使用してユーザ名を操作するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「基本」パネルの「名前」フィールドで、ユーザ名を確認または編集します。

ユーザ名の初期値は、「名称未設定 #」になります。「#」の部分は連番で、既存の名称未設定ユー
ザに対して最後に生成された番号の次の番号になります。

複数のユーザに同じ名前を割り当てないようにしてください。「ワークグループマネージャ」で

は、ドメイン内や検索方式に含まれるドメイン内の複数のユーザに同じ名前を割り当てることは

できないようになっています。ただし、ほかのドメインに重複する名前が存在するかどうかは

「ワークグループマネージャ」では検出できません。

ショートネームを変更する
ショートネームは、「mchen」や「annejohnson」のような、ユーザの短縮名です。ユーザは、
自分のユーザアカウントに関連付けられたショートネームまたはユーザ名を使ってログインで

きます。ショートネームは、MacOSXでホームフォルダに使用されます。

MacOSXでは、ユーザのローカルまたはネットワーク AFPホームフォルダの作成時に、ユーザ
のショートネームを使ったフォルダ名が付けられます。ホームフォルダについて詳しくは、

第 7章「ホームフォルダを設定する」を参照してください。

1つのユーザアカウントに対して、最大16個のショートネームを関連付けることができます。た
とえば、メールアカウントのエイリアスとして複数のショートネームを使用できます。最初の

ショートネームが、ホームフォルダおよび古い形式のグループ・メンバーシップ・リストの名前

に使用されます。ユーザアカウントを保存した後は、この名前を変更しないでください。
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ショートネームには、255文字以下の英数字を指定できます。ただし、MacOSXv10.1.5以前を
使用するクライアントでは、最初のショートネームは8 文字以内にする必要があります。

最初のショートネームには、次の文字だけを使用してください（2つ目以降のショートネームに
はすべての英数字を使用できます）：

Â


a ～z

Â


A～Z

Â


0～9

Â


_（アンダースコア）

Â


-（ハイフン）

通常、ショートネームは8 文字以下にします。

最初のショートネームの初期値は、「untitled_#」になります。「#」の部分は連番で、既存の名
称未設定ユーザに対して最後に生成された番号の次の番号になります。

複数のユーザに同じ名前を割り当てないようにしてください。「ワークグループマネージャ」で

は、ドメイン内やドメイン検索方式に含まれる複数のユーザに同じ名前を割り当てることはでき

ないようになっています。ただし、ほかのドメインに重複する名前が存在するかどうかは「ワー

クグループマネージャ」では検出できません。

ユーザのアカウントを保存した後、最初のショートネームを変更することはできませんが、ほか

のショートネームは変更できます。

「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているアカウン

トのショートネームを編集できます。また、「ワークグループマネージャ」を使用して、使用中

のサーバからアクセスできる任意のディレクトリドメイン内のショートネームを確認すること

もできます。

ワークグループマネージャを使用してユーザのショートネームを操作するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「基本」をクリックし、「ユーザ名」フィールドでショートネームを確認または編集します：

目的 操作

ショートネームを変更する ショートネームをダブルクリックして、名前を置き換えます。

ショートネームを追加する ショートネームのリストの一番下にある空白のエントリーをダブルクリッ
クして、ショートネームを入力します。
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変わらないショートネームを選ぶ
ユーザアカウントを作成するときは、変更されることのないショートネームをアカウントに割り

当ててください。アカウントの作成後は、「ワークグループマネージャ」の「基本」パネルでユー

ザの最初のショートネームを変更することはできません。

ユーザの最初のショートネームを変更したい場合は、同じディレクトリドメインにそのユーザの

新しいアカウントを作成してください。そして、新しいショートネームを割り当てて、その他の

アカウント情報（ユーザID、プライマリグループ、ホームフォルダなど）を以前と同じままにし
ます。新しいアカウントには必ず同じGUID を使用してください。その後で、古いユーザアカウ
ントのログインを無効にします。

古いユーザアカウントのログインを無効にした後、ユーザは新しい名前でログインできます。

ファイルやその他のネットワークリソースへのアクセス権は以前と変わらず、所属するグループ

も同じになります。

詳しくは、88ページの「GUID を操作する」、および60ページの「ユーザアカウントを使用不
可にする」を参照してください。

ユーザ名の重複を避ける
ユーザのショートネームは、ログインウインドウで使用されます。つまり、複数のユーザに同じ

ショートネームが割り当てられていると、名前が重複することになります。「ワークグループマ

ネージャ」の「基本」パネルでは複数のユーザに同じショートネームを割り当てることはできま

せんが、コマンドラインツールやインスペクタを使用すれば複数のユーザに同じショートネーム

を割り当てることができてしまいます。

MacOSXコンピュータ上に同じロングネームを持つ複数のユーザアカウントがある場合、ログ
インウインドウにはユーザを選択するためのリストが表示されます。

最初のショートネームが同じである複数のユーザがいる場合、コンピュータの検索方式（「ディ

レクトリユーティリティ」で設定します）に指定されている順序でディレクトリドメインが検索

され、最初に一致したユーザアカウントだけが認識および認証されます。

ローカルユーザとネットワークユーザの最初のショートネームが同じ場合は、常にローカルユー

ザが優先され、ネットワークユーザはコンピュータにログインできなくなります。

10.4より前のバージョンの MacOSX で作成されたグループでは、ユーザの最初のショートネー
ムとグループ ID（GID）によって、グループメンバーシップが決定されます。最初のショート
ネームが同じである複数のユーザがいる場合、それらのユーザには同じグループメンバーシップ
が割り当てられます。

MacOSXServerv10.4以降で作成されたグループでは、GUID、およびユーザのショートネーム
と GID の組み合わせによって、グループメンバーシップが決定されます。GUID については、
88ページの「GUIDを操作する」を参照してください。
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古い形式のグループをアップグレードしない場合は、従来と同様に、ユーザのショートネームと
GID だけでグループメンバーシップが決定されます。古い形式のグループをアップグレードする
方法については、96ページの「古い形式のグループをアップグレードする」を参照してください。

古い形式のグループメンバーシップがユーザに適切に割り当てられるようにするには、ユーザの

ショートネームを重複させないでください。

ユーザIDを変更する
ユーザ ID は、ユーザを一意に識別するための数字です。MacOSX コンピュータでは、ユーザ
ID を使用して、ユーザのフォルダおよびファイルの所有権が管理されます。

ユーザがフォルダまたはファイルを作成すると、そのユーザID がフォルダまたはファイルの作
成者のID として保存されます。このユーザIDには、フォルダまたはファイルに対する読み／書
きアクセス権がデフォルトで与えられます。

ユーザID は、500～2,147,483,647の数字で構成される一意の文字列にする必要があります。複
数のユーザに同じユーザIDを割り当てるのは避けてください。複数のユーザに同じユーザID が
割り当てられていると、同じディレクトリおよびファイルアクセス権が与えられます。

0～100のユーザIDは、システムが使用するために予約されています。ルートユーザのパスワー
ドを変更する場合以外は、これらを削除したり変更したりしないでください。ユーザ ID が100
未満のアカウントは、ログインウインドウのリストに含まれません。

通常は、ユーザIDを割り当て、ユーザがファイルとフォルダの作成を始めた後は、ユーザID を
変更しないようにしてください。ただし、異なるサーバに作成された複数のユーザを1 つの新規
サーバまたはサーバのクラスタに結合する場合は、ユーザ ID の変更が必要になることがありま
す。その場合でも、結合前のサーバの別のユーザに同じユーザ ID が関連付けられている可能性
があります。

共有ディレクトリドメインにユーザアカウントを作成するときは、「ワークグループマネージャ」

によってユーザ ID が割り当てられます。割り当てられる値は、サーバの検索方式の中で未使用
のユーザID（1025以上）です。（「システム環境設定」の「アカウント」パネルを使って作成さ
れたユーザには、501以上のユーザIDが割り当てられます。）

「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレクト
リ・ドメインに保管されているアカウントのユーザIDを編集できます。また、「ワークグループ
マネージャ」を使用して、使用中のサーバからアクセスできる任意のディレクトリドメイン内の

ユーザID を確認することもできます。

ワークグループマネージャでユーザIDを変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントリストの上にある地球のアイコンをクリックし、目的の

アカウントが保管されているディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。
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3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「基本」パネルで、「ユーザID」フィールドに値を指定します。

ユーザがログインするコンピュータの検索方式に設定されているすべてのディレクトリドメイ

ンでその値が一意であることを確認してください。変更後の値が、同じディレクトリドメイン内

に既存のユーザIDと一致する場合は、「ワークグループマネージャ」で警告が表示されます。既
存のユーザIDをすばやく調べるには、「表示」＞「システムのユーザとグループを表示」と選択
し、アカウントリストでUID列のヘッダをクリックして、アカウントをユーザID順に並べ替え
ます。

ユーザにパスワードを割り当てる
ユーザアカウントを作成するときは、ユーザにパスワードを割り当てる必要があります。パス

ワードフィールドを新しいパスワードに置き換えることによって、ユーザのパスワードをリセッ

トできます。

安全なパスワードの選択については、「Mac OSX Security Configuration」を参照してください。

「ワークグループマネージャ」を使用してユーザアカウントを書き出す場合、パスワード情報は

書き出されません。パスワードを設定したい場合は、読み込み前に書き出しファイルを変更する

か、または読み込み後にパスワードを設定することができます。また、テキスト区切りの読み込

みファイルを手動で作成して、そこにパスワードを含めることもできます。

ユーザアカウントの読み込みについて詳しくは、259ページの「どのようなものを読み込んで書
き出せるかを理解する」を参照してください。

パスワードを割り当てるには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントリストの上にある地球のアイコンをクリックし、目的の

アカウントが保管されているディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「基本」パネルで、「パスワード」フィールドにパスワードを入力し、「確認」フィールドにパス
ワードを再度入力して、「保存」をクリックします。

サーバの管理者アクセス権を割り当てる
サーバ管理者のアクセス権を持つユーザは、サーバ構成のほとんどの設定を制御し、サーバの管

理者グループのメンバーでなければ使用できないアプリケーション（「サーバ管理」など）を使

用できます。
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「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメインにアカウントが保管されてい
るユーザにサーバ管理者のアクセス権を割り当てることができます。また、「ワークグループマ

ネージャ」を使用して、使用中のサーバからアクセスできるディレクトリドメイン内のサーバ管

理者のアクセス権を確認することもできます。

ワークグループマネージャでサーバ管理者のアクセス権を設定するには： 
1 管理者のアクセス権を許可したいサーバの名前またはIPアドレスを指定して、「ワークグループ
マネージャ」にログインします。

2 「アカウント」をクリックします。

3 地球のアイコンをクリックして、「ローカル」を選択します。

4 カギをクリックし、ローカル管理者の名前とパスワードを入力します。

5 地球のアイコンをクリックして、ユーザのアカウントが保管されているディレクトリドメインを

選択します。

6 カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

7 サーバ管理者のアクセス権を許可するには、「基本」パネルで「ユーザに許可する操作」の「こ

のサーバを管理」を選択します。

コマンドラインから
サーバ管理者のアクセス権を設定するときは、「ターミナル」で dsclコマンドを使用することも

できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザとグ
ループに関する章を参照してください。

ユーザのログインピクチャを選択する
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザのログインピクチャを変更できます。このピク

チャは、ログインウインドウ、「ディレクトリ」アプリケーション、およびグループWebサービ
スで、ユーザの表示に使用されます。また、「iChat」では、ユーザのデフォルトのメンバーアイ
コンとしても使用されます。

どのようなサイズのイメージファイルでも使用できますが、 64×64ピクセルのイメージを使用
することをお勧めします。それよりも大きいイメージを使用すると、「ワークグループマネー

ジャ」でサイズが調整されて切り取られます。

ユーザのログインピクチャを変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントリストの上にある地球のアイコンをクリックし、目的の

アカウントが保管されているディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「基本」パネルで、右上にあるピクチャ領域をクリックし、「ピクチャを編集」を選択して「ユー
ザピクチャ」ウインドウを開きます。
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5 「ユーザピクチャ」ウインドウで、「選択」をクリックし、イメージファイルを選択して、「開く」
をクリックします。

別の方法として、「Finder」または「Safari」から「ワークグループマネージャ」のピクチャ領域
または「ユーザピクチャ」ウインドウのメイン領域に、イメージファイルをドラッグ＆ドロップ

することもできます。

iSightがある場合は、カメラボタンをクリックして写真を撮ることができます。

6 つまみを使ってピクチャを拡大または縮小し、ピクチャをドラッグして焦点を中央の枠に合わせ

てから、「設定」をクリックします。

中央の枠内のイメージがユーザのピクチャになります。

7 「保存」をクリックします。

アクセス権を操作する
ユーザアカウントに、ドメイン管理に関する完全な権限または制限付きの権限を与えることがで

きます。制限付きの管理権限を与えるときは、そのユーザが管理できるユーザとグループ、およ

びそれらのユーザとグループに対して実行できる操作の種類を選択できます。

OpenDirectory ドメインについて、ユーザのドメインアクセス権を変更できます。ローカル・
ユーザ・アカウントのアクセス権、またはOpenDirectory以外のドメインに保管されたアカウ
ントのアクセス権は変更できません。

完全な管理者および制限付きの管理者は、「ワークグループマネージャ」を使ってユーザを管理

できます。

「ワークグループマネージャ」でアクセス権を設定するときは、ユーザアカウントの「アクセス

権」パネルを使用します。

ユーザから管理アクセス権を取り除く
管理アクセス権を持たないユーザは、「ワークグループマネージャ」を使ってディレクトリドメ

イン内のアカウントを表示できます（変更はできません）。

LDAPv3ディレクトリドメインについて、ユーザのドメインアクセス権を変更できます。ローカ
ル・ユーザ・アカウントのアクセス権、またはLDAPv3以外のディレクトリドメインに保管され
たアカウントのアクセス権は変更できません。

ユーザの管理アクセス権を取り除くには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントリストの上にある地球のアイコンをクリックし、目的の

アカウントが保管されているディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。
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4 「アクセス権」で、「割り当てる管理権限」ポップアップメニューから「なし」を選択し、「保存」
をクリックします。

ユーザに制限付きの管理権限を与える
完全な管理権限は必要ないユーザに制限付きの管理権限を与えることによって、一般的な管理タ

スクを実行できるようにすることができます。

たとえば、研究室の学生助手が、ほかの学生のパスワードはリセットできるけれども、ほかの学

生が所属するグループは編集できないようにすることができます。また、教職員が、学生のユー

ザ情報は編集できるけれども、管理された環境設定は編集できないようにすることもできます。

制限付きの管理権限を与えられたユーザが「ワークグループマネージャ」で認証を行ったときは、

「ワークグループマネージャ」のインターフェイスで、その管理者に割り当てられたタスクだけ

を実行できます。

制限付きの管理者には次のタスクを割り当てることができます：

ユーザに複数のアカウントレベルで異なる管理権限を与えた場合、管理権限は結合されます。

たとえば、AnneJohnsonというユーザがAlgebra101グループのメンバーで、Algebra101 グ
ループはAllClasses グループのメンバーだとします。別のユーザRaviPatel に次の管理権限を
与えます：

Â



AllUsersandGroupsに対する「ユーザのパスワードを管理」権限

Â



AllClasses グループに対する「管理された環境設定を編集」権限

Â



Algebra101グループに対する「ユーザ情報を編集」権限

Â



AnneJohnsonのユーザアカウントに対する「グループのメンバーシップを編集」権限

RaviPatelは、AnneJohnsonのユーザアカウントに対して4つすべての権限を持つことになり
ます。

LDAPv3ディレクトリドメインについて、ユーザのドメインアクセス権を変更できます。ローカ
ル・ユーザ・アカウントのアクセス権、またはLDAPv3以外のディレクトリドメインに保管され
たアカウントのアクセス権は変更できません。

タスク 説明

ユーザのパスワードを管理 ユーザアカウントの「基本」パネルでユーザのパスワードを変更します。

制限付きの管理者は、完全な管理者のパスワードを変更することはできま
せん。

管理された環境設定を編集 管理された環境設定の設定を変更します。

ユーザ情報を編集 ユーザアカウントの「情報」パネルを編集します。

グループのメンバーシップを編集 ユーザアカウントの「グループ」パネルまたはグループアカウントの「メ
ンバー」パネルを編集します。





72 第4章    ユーザアカウントを設定する



制限付きの管理権限を与えるには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントリストの上にある地球のアイコンをクリックし、目的の

アカウントが保管されているディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「アクセス権」で、「割り当てる管理権限」ポップアップメニューから「制限付き」を選択します。

5 ユーザまたはグループ管理のレベルを制御する場合は、追加（＋）ボタンをクリックして、パネ

ルから「管理できるユーザ／グループ」リストにユーザとグループをドラッグします。

6 「管理できるユーザ／グループ」リストでユーザまたはグループを選択して、制限付きの管理者
に与える管理権限を選択します。

すべてのユーザとグループに対する管理権限を与える場合は、「AllUsersandGroups」を選択
して、管理権限を選択します。

7 「保存」をクリックします。

ユーザに完全な管理権限を与える
完全な管理権限を持つユーザは、ディレクトリドメイン管理者とも呼ばれます。ディレクトリド
メイン管理者は、ディレクトリドメイン内のレコードを変更できます。また、このユーザだけが、

ほかのディレクトリドメイン管理者のパスワードを変更できます。 

LDAPv3ディレクトリドメインについて、ユーザのドメインアクセス権を変更できます。ローカ
ル・ユーザ・アカウントのアクセス権、またはLDAPv3以外のディレクトリドメインに保管され
たアカウントのアクセス権は変更できません。

ユーザの管理アクセス権を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントリストの上にある地球のアイコンをクリックし、目的の

アカウントが保管されているディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択しま

す。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「アクセス権」で、「割り当てる管理権限」ポップアップメニューから「完全」を選択し、「保存」
をクリックします。
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詳細設定を操作する
詳細設定には、ログイン設定、キーワード、パスワードタイプ、および検索可能なコメントが含

まれます。「ワークグループマネージャ」で詳細設定を操作するときは、ユーザアカウントの「詳

細」パネルを使用します。

ユーザのカレンダーを有効にする
iCalサーバで個々のユーザのカレンダーを有効にすれば、iCalサーバを使用するようにユーザア
カウントを構成できます。ユーザは、「iCal」を使ってサーバにログインし、自分のカレンダーに
アクセスできます。

ユーザのカレンダーを有効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントリストの上にある地球のアイコンをクリックし、目的の

アカウントが保管されているディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「詳細」で、「スケジュール管理を有効にするメンバー」を選択し、ポップアップメニューから
サーバを選択して、「保存」をクリックします。

ユーザが一度に複数のコンピュータにログインできるようにする
管理対象のユーザが一度に複数の管理対象のコンピュータにログインできるようにするかどう

かを制御できます。

参考：ほとんどのユーザには、同時ログインは推奨されていません。同時ログインのアクセス権
は、技術スタッフや教師など、管理者のアクセス権を持つユーザ用に確保しておくことをお勧め

します。（ユーザがネットワーク・ホームフォルダを使用している場合は、そこにユーザのアプ

リケーションの環境設定と書類が保存されます。同時ログイン中にこれらの項目を変更すること

ができますが、多くのアプリケーションは、起動中にそのような方法で行われる変更操作に対応

していません。）

AFPホームフォルダを使用するユーザだけに同時ログインを無効にできます。

ユーザが一度に複数のコンピュータにログインできるようにするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「詳細」をクリックします。

5 「制限付きコンピュータへの同時ログインを許可する」を選択します。
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デフォルトシェルを選択する
ユーザがコマンドラインでMacOSXを対話操作するときに使用するデフォルトシェルを変更で
きます。シェルには、「/bin/tcsh」や「/bin/bash」（デフォルト）などがあります。

デフォルトシェルは、ユーザがログインしたコンピュータの「ターミナル」アプリケーションで

使用されます。ただし、「ターミナル」の環境設定で、デフォルトシェルを無効にすることもで

きます。デフォルトシェルは、ユーザがリモートのMacOSXコンピュータにログインするとき
に、SSH（SecureShell）で使用されます。

参考：ユーザは、「ターミナル」の環境設定でデフォルトシェルを無効にできます。

デフォルトシェルを変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 ユーザがMacOSXコンピュータにログインしたときに使用されるデフォルトシェルを指定する
には、「ログインシェル」ポップアップメニューからシェルを選択します。

リストに含まれていないシェルを指定する場合は、「カスタム」を選択して、シェルへのパスを

入力します。

ユーザがコマンドラインを使ってサーバにリモートアクセスできないようにする場合は、「なし」

を選択します。

パスワードタイプを選択する／パスワードオプションを設定する
OpenDirectoryサーバのLDAP ディレクトリに保管されているユーザアカウントは、パスワー
ドタイプを「OpenDirectory」または「暗号化パスワード」に設定できます。ローカル・ディ
レクトリ・ドメイン内のユーザアカウントのパスワードタイプには、「シャドウパスワード」も

あります。

パスワードタイプを「シャドウパスワード」または「OpenDirectory」に設定した場合は、パ
スワードポリシーに関するいくつかのオプションを設定できます。たとえば、一定の期間使用さ

れなかったときにログインを無効にしたり、認証の失敗後にログインを無効にしたり、パスワー

ドの制限（パスワードの長さ、次回ログイン時の変更など）を設定したりできます。

パスワードタイプを「シャドウパスワード」に設定した場合は、セキュリティオプションも設定

できます。これらのオプションでは、ユーザのパスワードの検証時に使用される認証方法を制御

できます。

「OpenDirectory」パスワードタイプを割り当てるときは、管理者が認証に使用するディレクト
リ管理者アカウントでもOpenDirectoryパスワードが使用されている必要があります。
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Windowsユーザは、Windowsドメインにログインする場合、OpenDirectory パスワードが必
要です。

パスワードタイプ、パスワードポリシーのオプション、およびセキュリティオプションについて

詳しくは、「Open Directory の管理」を参照してください。

ユーザのパスワードタイプを選択し、パスワードオプションを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「詳細」をクリックします。

5 「ユーザのパスワードのタイプ」ポップアップメニューから、「シャドウパスワード」、「Open
Directory」、または「暗号化パスワード」を選択します。

「基本」パネルでパスワードを入力したかどうかに応じて、パスワードタイプを選択するときに

パスワードの入力を求められることがあります。

「OpenDirectory」または「シャドウパスワード」を選択した場合は、選択したユーザのパス
ワードポリシーを設定できます。「オプション」をクリックし、オプションを選択して、「OK」を
クリックします。

「シャドウパスワード」を選択した場合は、「セキュリティ」をクリックして、認証方法を選択す

ることもできます。

6 「保存」をクリックします。

キーワードのマスターリストを作成する
ユーザアカウントをすばやく検索したり並べ替えたりできるようにするために、キーワードを定

義できます。キーワードを使えば、グループの作成や複数のユーザアカウントの編集などの作業

が簡単になります。

ユーザレコードにキーワードを追加する前に、マスター・キーワード・リストを作成する必要が

あります。選択したユーザの「詳細」パネルに表示されるキーワードのリストは、そのユーザだ

けに適用されます。

ディレクトリドメインごとに独自のマスター・キーワード・リストが保管されます。たとえば、
ローカル・ディレクトリ・ドメインのマスター・キーワード・リストに追加したキーワードは、

ほかのディレクトリドメインでは使用できません。使用するには、そのディレクトリドメインの

マスター・キーワード・リストに同じキーワードを追加する必要があります。
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マスター・キーワード・リストを編集するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「詳細」をクリックし、次の操作を行います： 

5 マスターリストの編集が完了したら、「OK」をクリックします。

ユーザアカウントにキーワードを適用する
キーワードを取り除くときは、そのキーワードが追加されたすべてのユーザアカウントから取り

除くことができます。ただし、キーワードを追加するときは、一度に1つのユーザアカウントに
しか追加できません。

ユーザアカウントのキーワードを操作するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

目的 操作

マスター・キーワード・リストを表

示する（キーワードとして使用でき
るすべての語句がリスト表示されま

す）

編集（鉛筆）ボタンをクリックします。マスター・キーワード・リストの

表示と編集は、すべてのユーザアカウントについて行うことができます。

マスターリストにキーワードを追加

する

追加（＋）ボタンをクリックし、テキストフィールドにキーワードを入力

します。

マスターリストからキーワードを取

り除き、そのキーワードが追加され
たすべてのユーザアカウントとコン

ピュータアカウントからもそのキー
ワードを取り除く

キーワードを選択し、「削除されたキーワードをユーザとコンピュータか

ら取り除く」を選択して、取り除く（－）ボタンをクリックします。

マスターリストだけからキーワード
を取り除く

「削除されたキーワードをユーザとコンピュータから取り除く」の選択を
解除し、取り除きたいキーワードを選択して、取り除く（－）ボタンをク

リックします。



第4章    ユーザアカウントを設定する 77





4 「詳細」をクリックし、次の操作を行います： 

5 選択したユーザアカウントのキーワードの追加または削除が完了したら、「保存」をクリックし

ます。

コメントを編集する
ユーザのアカウントに、ユーザ管理に役立つ情報を提供するためのコメントを保存できます。コ

メント名の長さは、32,767バイト以下にする必要があります。

参考：文字セットによっては、1文字が4バイトになります。この場合、使用できる合計文字数
が少なくなります。

「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているアカウン

トにコメントを追加できます。また、「ワークグループマネージャ」を使用して、使用中のサー

バからアクセスできるディレクトリドメイン内のコメントを確認することもできます。

ワークグループマネージャを使用してコメントを操作するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「詳細」をクリックし、「コメント」フィールドでコメントを編集または確認します。

グループ設定を操作する
グループ設定では、ユーザが所属するグループを指定します。「ワークグループマネージャ」で

グループ設定を操作するときは、ユーザアカウントの「グループ設定」パネルを使用します。

グループアカウントの管理方法については、第 5章「グループアカウントを設定する」を参照し
てください。

目的 操作

選択したアカウントにキーワードを

追加する

追加（＋）ボタンをクリックして利用可能なキーワードのリストを表示

し、リストで1つ以上のキーワードを選択してから、「OK」をクリックし
ます。

特定のユーザアカウントからキー
ワードを取り除く

取り除きたいキーワードを選択して、取り除く（－）ボタンをクリックし
ます。
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ユーザのプライマリグループを選択する
プライマリグループによって、ユーザが特定のファイルに対してグループアクセス権を持ってい

るかどうかをすばやく判断できます。プライマリグループの ID は、自分が所有していないファ
イルにユーザがアクセスするときに、ファイルシステムによって使用されます。ファイルシステ

ムはファイルのグループのアクセス権をチェックし、ユーザのプライマリグループID がファイ
ルと関連付けられたグループの ID と一致する場合、そのユーザはグループのアクセス権を継承
します。

重要：プライマリグループのメンバーシップは、ファイルアクセス権を割り当てる用途には向い
ていません。プライマリグループを階層グループまたは階層グループの親にすることはできます

が、プライマリグループのファイルアクセス権は伝播されません。ユーザのプライマリグループ

が階層グループまたは階層グループの親であっても、ユーザにはそのプライマリグループのアク

セス権だけが与えられます。

ユーザがほかのグループに所属していない場合、ユーザはプライマリグループに所属することに

なります。ユーザがログイン時に別のワークグループを選択した場合でも、プライマリグループ

のアクセス権は保持されます。

プライマリグループID は、一意な一連の数字にする必要があります。デフォルトでは、プライ
マリグループID は20（グループ名は「staff」です）です。これは変更することができます。グ
ループID の最大値は、2,147,483,647です。

「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているアカウン

トのプライマリグループID を定義できます。また、「ワークグループマネージャ」を使用して、
使用中のサーバからアクセスできるディレクトリドメインのプライマリグループ情報を確認す

ることもできます。

「ワークグループマネージャ」を使用してプライマリグループIDを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「グループ」をクリックして、「プライマリグループID」フィールドを編集または確認します。

プライマリグループ ID を入力すると、「ワークグループマネージャ」にそのグループのロング
ネームとショートネームが表示されます（そのグループが存在し、ログインしているサーバの検

索方式でアクセスできる場合）。

ユーザの所属グループを確認する
使用中のサーバからアクセスできるディレクトリドメインにユーザアカウントが保管されている

場合は、ユーザが属しているグループを「ワークグループマネージャ」を使用して確認できます。
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ユーザが所属するすべてのグループ、およびそれらの親グループを確認できます。

ワークグループマネージャを使用して所属グループを確認するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「グループ」をクリックします。

ユーザが所属するプライマリグループ以外のすべてのグループが、「ほかのグループ」リストに

表示されます。

5 親グループを表示するには、「継承されたグループを表示する」をクリックします。

親グループは斜体で表示されます。

ユーザをグループに追加する
複数のユーザに同じファイルアクセス権を与えたい場合や、ワークグループまたはコンピュータ

グループを使って複数のユーザのMacOSX 環境設定を管理したい場合は、ユーザをグループに
追加します。

たとえば、クラスの中で特定のプリンタの使用を禁止したい学生をグループにまとめたり、工場

内で別のグループの内部レポートにアクセスする必要のある品質管理チームをグループにまと

めたりできます。

グループには、OpenDirectory ドメインまたはローカル・ディレクトリ・ドメイン内のユーザ
とグループを含めることができます。NFSディレクトリを使用する場合、グループは16 個まで
に制限されます。

グループアカウントの「メンバー」パネルを使って、ユーザをグループに追加することもできます。

複数のグループの直接のメンバーであるユーザは、管理された環境設定をどのグループから取得

するかをログイン時に選択できます。「ログイン」環境設定を管理して、ユーザがアクセスでき

るすべてのワークグループの環境設定を結合することもできます。

参考：ユーザが所属できるグループ数に制限はありません。

ワークグループマネージャを使用してユーザをグループに追加するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。
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4 「グループ」をクリックして、追加（＋）ボタンをクリックします。

パネルが開き、操作中のディレクトリドメインに定義されているグループが表示されます。

5 グループを選択し、「グループ」パネルの「ほかのグループ」リストにドラッグします。

ユーザをグループから取り除く
ユーザアカウントとグループアカウントがOpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレク
トリ・ドメインに保管されている場合は、「ワークグループマネージャ」を使ってユーザをグルー

プから取り除くことができます。

ワークグループマネージャを使用してユーザをグループから取り除くには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「グループ」をクリックします。

5 ユーザを取り除きたいグループを選択して、取り除く（－）ボタンをクリックします。

グループアカウントの「メンバー」パネルを使って、ユーザをグループから取り除くこともでき

ます。詳しくは、102ページの「グループメンバーを取り除く」を参照してください。

ホーム設定を操作する
ホーム設定では、ユーザのホームフォルダの属性を指定します。ホームフォルダを管理するため

の共有ポイントをまだ設定していない場合は、設定しておく必要があります。共有ポイントを設

定するときは、「サーバ管理」を使用します。ホームフォルダを設定するときは、「ワークグルー

プマネージャ」を使用します。

共有ポイントとホームフォルダの設定については、第 7章「ホームフォルダを設定する」を参照
してください。

メール設定を操作する
ユーザアカウントにメール設定を指定することによって、メールアカウントを作成できます。

ユーザがそのメール・サービス・アカウントを使用するときは、管理者がメール設定に指定した

ユーザ名、パスワード、メールサービス、およびメールプロトコルをメールクライアントに指定
します。

「ワークグループマネージャ」でメール設定を操作するときは、ユーザアカウントの「メール」パ

ネルを使用します。
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MacOSXServer メールサービスの設定および管理方法については、「メールサービスの管理」
を参照してください。

メールサービスアカウントオプションを使用可能にする
「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメインまたはその他の読み出し／書
き込みディレクトリドメインに保管されているユーザアカウントのメールサービスを有効にし、

メールオプションを設定できます。また、「ワークグループマネージャ」を使用して、使用中の

サーバからアクセスできるディレクトリドメインに保管されているアカウントのメール設定を

確認することもできます。

ワークグループマネージャを使用してユーザのメールアカウントオプションを操作するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「メール」をクリックします。

5 このユーザがメールサービスを使用できるようにする場合は、「有効」を選択します。

6 「メールサーバ」フィールドに、有効なメールサーバ名またはそのDNS名のアドレスを入力する
か、ユーザのメールを経由させるサーバのIPアドレスを入力します。

「ワークグループマネージャ」では、これらの情報は検証されません。

7 「メールクオータ」フィールドに、ユーザのメールボックスの最大サイズ（メガバイト）を入力
します。

0（ゼロ）または空の値は、クオータを使用しないことを示します。

ユーザのメッセージ領域がこのメールクオータに近い場合（またはこの値を超えた場合）、不要

なメッセージを削除して領域を解放することを要求するメッセージが、メールサービスによって

表示されます。メッセージには、メガバイト（MB）単位のクオータ情報が表示されます。

8 ユーザのメールアカウントで使用するプロトコルを指定するには、「メールアクセス」設定を選

択します。POP（PostOfficeProtocol）、IMAP（InternetMessageAccessProtocol）、または
その両方を指定できます。

9 「保存」をクリックします。

ユーザのメールサービスを無効にする
「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインにアカウントが保管されて

いるユーザのメールサービスを無効にできます。
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ワークグループマネージャを使用してユーザのメールサービスを使用不可にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「メール」をクリックし、「なし」を選択して、「保存」をクリックします。

ユーザのメールを転送する
「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレクト
リ・ドメインにアカウントが保管されているユーザのメール転送を設定できます。

ワークグループマネージャを使用してユーザのメールを転送するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「メール」をクリックし、「転送」を選択して、「転送先」フィールドにメールの転送先アドレス
を入力します。

正確なアドレスを入力してください。「ワークグループマネージャ」では、そのアドレスが存在

するかどうかは検証されません。

5 「保存」をクリックします。

プリントのクオータ設定を操作する
ユーザのプリント設定では、アクセス可能なMacOSXServer プリントキューにユーザがプリ
ントできるかどうかを定義します。

プリントキューの設定方法については、「プリントサービスの管理」を参照してください。

「ワークグループマネージャ」でプリントのクオータ設定を操作するときは、ユーザアカウント

の「プリント」パネルを使用します。
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利用可能なすべてのプリントキューにユーザがアクセスできるようにする
「ワークグループマネージャ」を使って、クオータが適用されるアクセス可能なすべてまたは特

定のMacOSX プリントキューにユーザがプリントできるようにすることができます。「ワーク
グループマネージャ」を使ってプリントキューへのアクセスを有効にするには、ユーザのアカウ

ントがOpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレクトリ・ドメインに保管されている必
要があります。

クオータが適用される利用可能なすべてのプリントキューにユーザのプリントクオータを設定
するには：

1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「プリント」で、「すべてのキュー」を選択します。

5 特定の日数内にユーザがプリントできる最大ページ数を入力します。

設定を有効にするには、プリントサービスのキューにクオータを適用する必要があります。

6 「保存」をクリックします。

特定のプリントキューにユーザがアクセスできるようにする
「ワークグループマネージャ」を使って、クオータが適用されるアクセス可能なすべてまたは特

定のMacOSX プリントキューにユーザがプリントできるようにすることができます。「ワーク
グループマネージャ」を使ってプリントキューへのアクセスを有効にするには、ユーザのアカウ

ントがOpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレクトリ・ドメインに保管されている必
要があります。

クオータが適用される利用可能な特定のプリントキューにユーザのプリントクオータを設定す
るには：

1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「プリント」で、「キューごと」を選択します。

5 指定したいプリントキューが「キュー名」ポップアップメニューにない場合は、「追加」をクリッ

クし、キュー名を入力して、キューが定義されているサーバのIP アドレスまたはDNS名を「プ
リントサーバ」フィールドに指定します。

設定を有効にするには、プリントサービスのキューにクオータを適用する必要があります。
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6 ユーザに対してこのキューへのプリントを制限しない場合は、「プリントの制限なし」を選択し

ます。制限する場合は、「制限するページ数」を選択し、特定の日数内にユーザがプリントでき

る最大ページ数を指定します。

7 「保存」をクリックします。

キューのプリントクオータを取り除く
特定のキューのプリントクオータが不要になった場合は、「ワークグループマネージャ」を使っ

てそのプリントクオータをユーザごとに削除できます。

特定のプリントクオータを削除するには、プリント設定をキューごとに管理する必要があります。

ワークグループマネージャを使用してユーザのプリントクオータを削除するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、リストでユーザを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「プリント」をクリックして、「キューごと」を選択します。 

5 「キュー名」ポップアップメニューから、削除したいプリントキューを選択します。

6 「削除」をクリックして、「保存」をクリックします。

ユーザのプリントクオータをリセットする
ユーザが自分のプリントクオータを超えるページ数をプリントする必要があるかもしれません。

たとえば、管理者が 200 ページのマニュアルをプリントしたいのに、プリントクオータが150
ページしかない場合です。また、学生が同じ論文の複数の改訂版をプリントすることで、自分の

クオータを超えてしまうこともあります。

このような場合には、「ワークグループマネージャ」を使ってプリントクオータを再設定すれば、

こうしたユーザはプリントを続行できます。

また、ユーザのページ制限を緩和するときに、クオータ期間を再設定したくない場合は、その

ユーザがプリントできるページ数を変更することもできます。この方法で拡張した場合は、ク

オータ期間は再設定されず同じ値のままですが、そのクオータ期間にプリントできるページ数の

調整は、現在の期間だけでなく、将来の期間にも適用されます。

ワークグループマネージャを使用してユーザのプリントクオータを再開するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。
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3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「プリントのクオータ」をクリックします。

5 「すべてのキュー」を管理している場合は、「プリントのクオータ設定を再開」をクリックします。

6 「キューごと」で管理している場合は、「キュー名」ポップアップメニューからプリントキューを
選択して、「プリントのクオータ設定を再開」をクリックします。

7 ユーザのページ制限を変更するには、「制限するページ数」フィールドに新しいページ数を入力

します。

8 「保存」をクリックします。

クオータが適用されるプリントキューにユーザがアクセスできないようにする
「ワークグループマネージャ」を使って、クオータが適用されるアクセス可能なMacOSX プリ
ントキューにユーザがプリントできないようにすることができます。

「ワークグループマネージャ」を使ってプリントキューへのアクセスを無効にするには、ユーザ

のアカウントがOpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレクトリ・ドメインに保管され
ている必要があります。

クオータが適用されるプリントキューにユーザがアクセスできないようにするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「プリント」をクリックして、「なし」を選択します。

情報設定を操作する
ユーザのアカウントがLDAPv3 ディレクトリドメインに保管されている場合は、「アドレスブッ
ク」から読み込んだ情報をアカウントに保存できます。

「情報」パネルでは、次の属性を管理できます：

Â 名前

Â 住所

Â 電話番号

Â メールアドレス

Â チャット名

Â ホームページのURL
Â



WebログのURL
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ほかのユーザが「ワークグループマネージャ」や「ディレクトリ」でユーザアカウントを表示し

たときに、このパネルの情報が表示されます。

ユーザの情報を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択して、アカウントリストでユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「情報」をクリックし、値を入力または変更します。終了したら、「保存」をクリックします。

Windows設定を操作する
Windowsユーザは、Windowsホームフォルダ、移動ユーザプロファイル、およびWindows ロ
グインスクリプトを設定できます。これらの設定は、「ワークグループマネージャ」の「Windows」
パネルで変更できます。

ユーザアカウントの設定は、MacOSXServerPDCのLDAPディレクトリでは変更できますが、
BDCの読み出し専用LDAPディレクトリでは変更できません。BDCがある場合は、PDCサーバ
によって変更内容がBDCに複製されます。

Windowsユーザのプロファイルの場所を変更する
Windows ユーザのプロファイル設定を保管する場所を変更できます。プロファイルには、ユー
ザの「マイドキュメント」フォルダ、お気に入り（Web ブラウザのブックマーク）、ユーザ設定
（背景やイベントサウンドなど）、その他の設定が保存されます。

ユーザプロファイルは、PDCサーバ上の「/ユーザ/Profiles/」に保管されます。これはSMB 共
有ポイントです。ただし、「ワークグループマネージャ」では共有ポイントとして表示されません。

ユーザプロファイルの場所を、PDCサーバ上または Windowsドメイン・メンバー・サーバ上の
別の共有ポイントに変更できます。この共有ポイントは、SMB を使用するように構成する必要
があります。

ユーザプロファイルは、共有ポイントまたは共有ポイント内のフォルダに保管できます。ユーザ

プロファイルを保管する共有ポイントまたはフォルダには、適切なアクセス権を設定する必要が

あります。

オーナーを「root」に設定し、オーナーに「読み／書き」のアクセス権を与えます。グループを
ユーザのプライマリグループ（通常は「staff」）に設定し、グループに「読み／書き」のアクセ
ス権を与えます。全員のアクセス権は「なし」に設定します。

手順については、124ページの「SMB共有ポイントを設定する」を参照してください。
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サーバ上の共有ポイントに保管された移動プロファイルの代わりに、Windows コンピュータ上
に保管されたローカルプロファイルの場所を指定することもできます。

ユーザアカウントのWindows移動プロファイルの場所を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 プロファイルの場所を変更したいユーザアカウントを開きます。

PDC内のユーザアカウントを開くには、地球のアイコンをクリックし、PDCサーバのLDAPディ
レクトリを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「Windows」をクリックし、「ユーザプロファイルのパス」フィールドにプロファイルの新しい
場所を入力します。

Â ユーザプロファイルのデフォルトの共有ポイントを使用する場合は、このフィールドを空白に

します。

Â 別の共有ポイントに保管された移動プロファイルを使用する場合は、共有ポイントの場所を
UNC（UniversalNamingConvention）フォーマットで入力します：
\\servername\sharename\usershortname

「servername」の部分は、共有ポイントが置かれているPDCサーバまたはWindowsドメイ
ン・メンバー・サーバのNetBIOS名に置き換えます。

サーバのNetBIOS 名を確認するには、「サーバ管理」を開き、「サーバ」リストで「SMB」を
選択します。次に、「設定」をクリックし、「一般」をクリックして、「コンピュータ名」フィー

ルドを確認します。

「sharename」の部分は、共有ポイントの名前に置き換えます。

「usershortname」の部分は、構成しているユーザアカウントの最初のショートネームに置き
換えます。

Â



Windowsコンピュータ上に保管されたローカルプロファイルを使用する場合は、ドライブ文
字とフォルダのパスをUNCフォーマットで入力します。たとえば、次のようになります：
C:\DocumentsandSettings\juan



5 「保存」をクリックします。

Windowsユーザのログインスクリプトの場所を変更する
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザのWindows ログインスクリプトの場所をPDC
サーバの「/etc/netlogon/」フォルダ内で変更できます。

ユーザアカウントのWindowsログインスクリプトの場所を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2



Windowsログインスクリプトの場所を変更したいユーザアカウントを開きます。

PDC内のユーザアカウントを開くには、地球のアイコンをクリックし、PDCサーバのLDAPディ
レクトリを選択します。
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3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「Windows」をクリックし、「ログインスクリプト」フィールドにログインスクリプトの新しい
場所を入力します。

PDCサーバの「/etc/netlogon/」内にあるログインスクリプトへの相対パスを入力します。たと
えば、「setup.bat」という名前のスクリプトを「/etc/netlogon/」に置いた場合は、「ログイン
スクリプト」フィールドに「setup.bat」と入力します。

5 「保存」をクリックします。

Windowsユーザのホームフォルダのドライブ文字を変更する
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザのホームフォルダに割り当てるWindows ドラ
イブ文字を変更できます。

ユーザアカウントのWindowsホームフォルダのドライブ文字を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2



Windowsホームフォルダのドライブ文字を変更したいユーザアカウントを開きます。

PDC内のユーザアカウントを開くには、地球のアイコンをクリックし、PDCサーバのLDAPディ
レクトリを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「Windows」をクリックし、「ハードディスク」ポップアップメニューからドライブ文字を選択
します。

デフォルトのドライブ文字はHです。Windows では、マウントされたホームフォルダを識別す
るために、ドライブ文字が使用されます。

5 「保存」をクリックします。

Windowsユーザのホームフォルダの場所を変更する
Windows ユーザのネットワーク・ホームフォルダを保管する場所を変更できます。デフォルト
では、Windowsのネットワーク・ホームフォルダにはMacOSX と同じものが使用され、その
場所は「ホーム」パネルで指定されます。

詳しくは、131ページの「Windowsユーザ用のホームフォルダを設定する」を参照してください。

GUIDを操作する
ユーザアカウントに関するほとんどの属性は「ワークグループマネージャ」の「アカウント」パ

ネルで表示および変更できますが、GUIDを表示および変更するときはインスペクタを使用する
必要があります。
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GUIDを表示する
GUIDは、ディレクトリドメインに保管されます。「ワークグループマネージャ」では、直接表示
することはできません。GUID を表示するには、最初に「ワークグループマネージャ」でインス
ペクタを有効にする必要があります。インスペクタの使用手順については、「Open Directory の
管理」を参照してください。

ユーザまたはグループのGUIDを表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のディレクトリドメインにアク
セスするように構成されていることを確認します。

3 地球のアイコンをクリックして、ユーザのアカウントが保管されているドメインを選択します。

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 ユーザ、グループ、コンピュータ、またはコンピュータグループのボタンをクリックし、アカウ

ントを選択します。

GUIDはアカウントごとにしか表示できません。

6 右端のカギの下にあるインスペクタボタンをクリックします。

インスペクタボタンがない場合は、「ワークグループマネージャ」＞「環境設定」と選択してイ

ンスペクタが有効になっていることを確認してから、「“すべてのレコード”タブとインスペクタ

を表示する」を選択します。

7 「GeneratedUID」フィールドを選択して、「編集」をクリックします。

8



GUIDを変更しないために、「キャンセル」をクリックします。

コマンドラインから
ユーザまたはグループのGUIDを表示するときは、「ターミナル」で dsclコマンドを使用するこ
ともできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザ
とグループに関する章を参照してください。

警告：インスペクタでGUIDを編集することもできますが、推奨されていません。編集する
と、そのユーザIDの既存のグループメンバーシップやファイルアクセス権に問題が起きます。
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5 グループアカウントを設定する

この章では、グループアカウントを設定、編集、および管理する方法
について説明します。

グループアカウントを使用すると、類似した要求を持つユーザの集まりを簡単に管理できます。

グループメンバーがファイルを簡単に共有できるように、グループフォルダを作成することもで

きます。

グループアカウントは、「ワークグループマネージャ」を使って表示、作成、編集、および削除

できます。

「ワークグループマネージャ」でグループアカウントを表示するときは、アカウントリストの上

にあるグループボタンをクリックします。

グループアカウントについて
グループアカウントは、グループに属するユーザの ID と、グループのメンバーの作業環境をカ
スタマイズするための情報を格納します。グループの環境設定を定義するとき、グループはワー
クグループとして認識されます。

プライマリグループとは、ユーザのデフォルトグループのことです。プライマリグループにより、
ユーザがファイルにアクセスするときにMacOSXファイルシステムが実行する検証を迅速に行
えます。

グループアカウントがメンバーシップを管理する方法
MacOSXServer では、GUID およびユーザのショートネームとGIDの組み合わせに基づいて、
グループメンバーシップが判断されます。v10.4より前のMacOSX では、ユーザのショートネー
ムとGIDの組み合わせだけでグループメンバーシップが判断されていました。

これからは、あらゆるバージョンのMacOSX のユーザでグループを構成することができます。
MacOSXServerv10.5 の「ワークグループマネージャ」を使用してグループにメンバーを追加
した場合は、ユーザのショートネームとGUID が追加されるので、後方互換性が確保されます。
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グループアカウントが保管される場所
グループアカウントは、任意のOpenDirectoryドメインに保管できます。ディレクトリドメイ
ンは、MacOSX コンピュータ（OpenDirectory ドメインなど）だけでなく、アップル以外の
サーバ（LDAPサーバ、ActiveDirectoryサーバなど）に置くこともできます。アカウントがこ
れらのどのディレクトリドメインに保管されていても、「ワークグループマネージャ」を使って

操作できます。

グループアカウントは、それらを必要とするサーバからアクセスできるディレクトリドメインに

保管する必要があります：

Â



MacOSXServerPDCまたはWindowsドメイン・メンバー・サーバから提供されるサービス
の場合は、PDCLDAPディレクトリに保管できます。

Â


ActiveDirectoryドメインメンバーから提供されるサービスの場合は、ActiveDirectoryドメ
インに保管できます。

Â


Windowsスタンドアロンサーバから提供されるサービスの場合は、サーバのローカル・ディ
レクトリ・ドメインに保管できます。

Â サーバが複数のディレクトリドメインにアクセスするように構成されている場合は、グループ

アカウントはそれらのどのディレクトリドメインに保管してもかまいません。

OpenDirectoryドメインの種類について詳しくは、「Open Directoryの管理」を参照してくだ
さい。

定義済みのグループアカウント
次の表で、MacOSXServerのインストール時に作成されるほとんどのグループアカウントにつ
いて説明します。完全なリストについては、「ワークグループマネージャ」を開き、「表示」＞

「システムのユーザとグループを表示」を選択してください。

定義済みの
グループ名 グループID 用途
admin 80 管理者のアクセス権を持つユーザが属しているグループ。

bin 7 すべてのバイナリファイルを所有するグループ。

daemon 1 システムサービスが使用するグループ。

dialer 68 サーバ上のモデムへのアクセスを制御するためのグループ。

kmem 2 カーネルメモリへのアクセスの制御に使われる従来のグループ。

mail 6 ローカルUNIXメールへのアクセスに使われてきたグループ。

_mysql 74 MySQL データベースサーバが要求を処理するプロセスのために使用する
グループ。

network 69 明確な意味のないグループ。

nobody -2 システムサービスが使用するグループ。

nogroup -1 システムサービスが使用するグループ。

operator 5 明確な意味のないグループ。

smmsp 25 「Sendmail」が使用するグループ。
sshd 75 ネットワークデータを処理する「sshd」子プロセスのために使われるグ

ループ。
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グループアカウントを管理する
「ワークグループマネージャ」を使って、複数のディレクトリドメインに保管されているグルー

プアカウントを管理できます。

グループアカウントを作成する
ディレクトリドメインにグループアカウントを作成するには、ドメイン管理者のアクセス権が必

要です。

アップル以外の LDAPv3 サーバが書き込みアクセスできるように構成されている場合は、その
サーバにもグループアカウントを作成できます。

グループアカウントを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerコンピュータのディレクトリサービスが、ディレクトリドメイン
にアクセスできるように構成されていることを確認します。

「ディレクトリユーティリティ」を使って LDAP 接続を構成する方法については、「Open
Directory の管理」を参照してください。マップする必要のあるグループアカウント要素につい
ては、付録「アカウント情報を読み込む／書き出す」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックして、グループのアカウントを保管するドメインを選択します。

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 グループボタンをクリックします。

6 「新規グループ」をクリックし、表示されるパネルでグループの設定を指定します。

staff 20 UNIXユーザが従来属していたデフォルトグループ。
sys 3 明確な意味のないグループ。

tty 4 SSHまたはTelnetユーザと関連付けられたデバイスファイルなどの、特
殊なファイルを所有するグループ。

_unknown 99 システムがハード・ドライブを認識しないときに使われるグループ。

utmp 45 システムにログインしたユーザのリストを更新できるユーザを制御するグ

ループ。

_uucp 66 UUCPスプールファイルへのアクセスを制御するために使用されるグ
ループ。

wheel 0 管理者のアクセス権を持つユーザが属する（adminグループ以外の）グ
ループ。 suコマンドを使用するには、メンバーシップが必要です。

_www 70 Apacheが要求を処理するプロセスのために使用する、権限を持たないグ
ループ。

定義済みの
グループ名 グループID 用途
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プリセットや読み込みファイルを使用してグループを作成することもできます。詳しくは、「グ

ループアカウント用のプリセットを作成する」および付録「アカウント情報を読み込む／書き出

す」を参照してください。

コマンドラインから
グループアカウントを作成するときは、「ターミナル」で dseditgroupコマンドを使用すること

もできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザと
グループに関する章を参照してください。

グループアカウント用のプリセットを作成する
プリセットを使って、定義済みの設定を新規グループアカウントに適用することができます。

プリセットは、表示しているディレクトリドメインに保存されます。ディレクトリドメインを変

更すると、ほかのディレクトリドメインに作成したプリセットは利用できなくなります。

グループ・プリセットの名前変更、編集、または削除の手順については、62ページの「プリセッ
ト名を変更する」、63ページの「プリセットを編集する」、および63ページの「プリセットを削
除する」を参照してください。

グループアカウント用のプリセットを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 アカウントの作成に使用するプリセットが保管されているMacOSXディレクトリドメインまた
はアップル以外のLDAPv3 ドメインに、サーバがアクセスできることを確認します。

3 既存のグループアカウントのデータを基にプリセットを作成する場合は、そのアカウントを開き

ます。プリセットをゼロから作成する場合は、グループアカウントを作成します。

4 各フィールドについて、新規グループアカウントに継承したい値を入力し、あらかじめ指定した

くない値を削除します。

5 「環境設定」をクリックし、必要な定義をプリセットに構成して、「アカウント」をクリックします。

プリセットの環境設定を構成したら、「アカウント」設定に戻ってプリセットを保存する必要が

あります。

6 「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、プリセットの名前を
入力して、「OK」をクリックします。

グループアカウント情報を編集する
「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているグループ
アカウントを変更できます。

グループアカウントに変更を加えるには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のディレクトリドメインにアク
セスするように構成されていることを確認します。

手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。
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3 地球のアイコンをクリックして、グループアカウントが保管されているドメインを選択します。

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 グループボタンをクリックして、操作したいグループを選択します。

6 表示されるパネルでグループの設定を編集します。

詳しくは、97ページの「グループの基本設定を操作する」、101ページの「グループのメンバー
設定を操作する」、および103ページの「グループフォルダ設定を操作する」を参照してください。

コマンドラインから
グループアカウントを編集するときは、「ターミナル」で dseditgroupコマンドを使用すること

もできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザと
グループに関する章を参照してください。

階層グループを作成する
階層グループとは、親グループと呼ばれる別のグループのメンバーになっているグループのこと
です。

MacOSXv10.5 以降を搭載したコンピュータの場合は、階層グループは管理された環境設定を
継承します。階層グループのメンバーには、ワークグループおよび親グループに選択されている

管理された環境設定の結合が適用されます。親グループの環境設定を継承することもできます。 

MacOSXv10.4 以降を搭載したコンピュータの場合は、親グループのアクセス権が継承されま
す。たとえば、あるフォルダへの書き込みができないように親グループのACL アクセス権を設
定した場合、そのACL アクセス権が伝播されるので、階層グループもそのフォルダに書き込む
ことはできません。

MacOSXServerv10.3 およびv10.4 を使って作成したグループは、階層の親グループまたは子
グループになって、階層が管理している環境設定を使用するように、アップグレードする必要が

あります。MacOSXServerv10.3 を使って作成したグループをアップグレードしない場合は、
階層グループを使用できません。MacOSXServerv10.4 を使って作成したグループをアップグ
レードしない場合は、その階層グループが管理している環境設定を使用できません。詳しくは、
96ページの「古い形式のグループをアップグレードする」を参照してください。

階層グループを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のディレクトリドメインにアク
セスするように構成されていることを確認します。

手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックして、階層グループを保管するドメインを選択します。

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 グループを作成するときは、グループボタンをクリックします。
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6 「メンバー」パネルの追加（＋）ボタンをクリックして、操作しているディレクトリドメイン内
に定義されているユーザとグループのパネルを開きます。

ユーザがログインするコンピュータの検索方式に指定されているディレクトリドメインに、その

グループアカウントが保管されていることを確認してください。

パネルにユーザアカウントとグループアカウントのリストが表示されます。パネルのグループボ

タンをクリックし、グループアカウントのリストを表示します。

7 パネルにあるグループを「メンバー」リストにドラッグします。

階層グループのメンバーはすべて、親グループの子メンバーにもなります。

8 「保存」をクリックします。

コマンドラインから
階層グループアカウントを作成するときは、「ターミナル」で dseditgroupコマンドを使用する

こともできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユー
ザとグループに関する章を参照してください。

古い形式のグループをアップグレードする
MacOSXServerv10.3 以前からアップグレードするとき、またはv10.3 以前の「ワークグルー
プマネージャ」を使って作成したグループを読み込むときに、階層が管理している環境設定を既

存のグループで使用するには、最初にそれらを変換する必要があります。

古い形式のグループをアップグレードしても、以前のバージョンのMacOSXを実行するクライ
アントコンピュータのグループメンバーに影響はありません。

古い形式のグループをアップグレードされたグループアカウントに変換するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerコンピュータのディレクトリサービスが、ディレクトリドメイン
にアクセスできるように構成されていることを確認します。

手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックして、グループアカウントが保管されているドメインを選択します。

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 グループボタンをクリックして、アップグレードしたい古い形式のグループを選択します。

6 「メンバー」パネルで、「古い形式のグループをアップグレード」ボタンをクリックし、「保存」を
クリックします。

読み出し専用グループを操作する
「ワークグループマネージャ」を使用して、読み出し専用ディレクトリドメインに置かれている

グループアカウントの情報を確認できます。読み出し専用ディレクトリドメインには、LDAPv2
ドメイン、書き込みアクセス用に構成されていない LDAPv3 ドメイン、NIS ドメイン、および
BSD構成ファイルがあります。
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読み出し専用グループを操作するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のアカウントが保管されている
ディレクトリドメインにアクセスするように構成されていることを確認します。

「ディレクトリユーティリティ」を使ってサーバ接続を構成する方法については、「Open
Directory の管理」を参照してください。マップする必要のあるグループアカウント要素につい
ては、付録「アカウント情報を読み込む／書き出す」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックし、グループアカウントが保管されているディレクトリドメインを選

択します。

4 表示されるパネルを使用して、グループのアカウント設定を確認します。

グループを削除する
「ワークグループマネージャ」を使って、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクトリ・
ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているグループ

アカウントを削除できます。

ワークグループマネージャを使用してグループを削除するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 削除したいグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「サーバ」＞「選択したグループの削除」と選択するか、ツールバーの「削除」アイコンをクリッ
クします。

コマンドラインから
グループアカウントを削除するときは、「ターミナル」で dseditgroupコマンドを使用すること

もできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザと
グループに関する章を参照してください。

グループの基本設定を操作する
グループの基本設定として、名前、ID、ピクチャパス、コメント、およびそのグループがWeb
サービスを使用するかどうかがあります。

グループに名前を付ける
グループには、2つの名前があります：ロングネームとショートネームです。

警告：この操作を取り消すことはできません。
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Â ロングネーム（「EnglishDepartmentStudents」など）は、表示用で、最大で255バイトを指
定できます。

ロングネームはさまざまな文字セットに対応しているため、英数字での文字数は255 文字にな
りますが、1 文字が4バイトの文字セットでは文字数が63文字になります。

Â ショートネームには、255 文字以下の英数字を指定できます。ただし、MacOSXv10.1.5以前
を使用するクライアントでは、ショートネームは8文字以内にする必要があります。ショート
ネームには次の文字だけを使用してください。

Â


a ～z

Â


A～Z

Â


0～9

Â


_（アンダースコア）

ショートネームは、通常は8文字以下です。ファイルにアクセスできるかどうかをグループを
基準にして判断するときは、MacOSX では、グループ名を使ってグループメンバーのユーザ
ID を検索します。

グループメンバーシップについて詳しくは、91ページの「グループアカウントがメンバーシッ
プを管理する方法」を参照してください。

グループのメーリングリストが有効になっている場合、そのショートネームはグループのメー

リング・リスト・アドレス（shortname@hostname.com）にも使われます。

グループのメーリングリストを有効にする方法について詳しくは、 100ページの「グループの
Webサービスを有効にする」を参照してください。

「ワークグループマネージャ」を使用して、OpenDirectory ドメイン、ローカル・ディレクト
リ・ドメイン、またはその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインに保管されているグ

ループアカウントのロングネームまたはショートネームを編集することができます。また、「ワー

クグループマネージャ」を使用して、使用中のサーバからアクセスできるディレクトリドメイン

内の名前を確認することもできます。

ワークグループマネージャを使用してグループ名を操作するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「基本」をクリックし、「名前」フィールド（または「ユーザ名」フィールド）で名前を確認また
は編集してから、「保存」をクリックします。

「ワークグループマネージャ」は、新しい名前を保存する前に、その名前が一意であるかどうか

を確認します。
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グループIDを定義する
グループIDは、グループを一意に識別するASCII数字の文字列です。最大値は2,147,483,647です。

「ワークグループマネージャ」を使用して、OpenDirectoryドメインまたはローカルドメインに
保管されているグループアカウントのIDを編集したり、使用中のサーバからアクセスできるディ
レクトリドメインのグループIDを確認したりすることができます。グループIDは、グループの
権限およびアクセス権に関連付けられます。

ワークグループマネージャを使用してグループIDを操作するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「基本」をクリックして、「グループID」フィールドでIDを確認または編集してから、「保存」を
クリックします。

「ワークグループマネージャ」は、グループID を保存する前に、使用しているディレクトリドメ
イン内で一意であることを確認します。

グループのログインピクチャを選択する
グループのログインピクチャは、「ワークグループマネージャ」ですばやく変更できます。ログイ

ンウインドウのワークグループセレクタでは、このピクチャによってグループが表現されます。

どのようなサイズのイメージファイルでも使用できますが、 64×64ピクセルのイメージを使用
することをお勧めします。それよりも大きいイメージを使用すると、中央に揃えてから、サイズ

が64×64 に変更されます。

グループピクチャは、イメージファイル自体としてではなく、ファイルへのパスとして保存されま

す。このパスは、グループが使用するコンピュータからアクセスできる必要があります。たとえ

ば、デスクトップ上のイメージファイルへのパスを入力した場合は、グループが使用するすべての

コンピュータのデスクトップにそのイメージファイルがなければなりません。すべてのコンピュー

タにイメージファイルをコピーしたくない場合は、イメージファイルをサーバに保管します。

グループのログインピクチャを選択するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。
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4 「基本」パネルで、ピクチャを右上のピクチャ領域にドラッグします。

ピクチャをピクチャ領域にドラッグすると、「ピクチャのパス」フィールドがピクチャの新しい

場所に更新されます。このパスを編集してピクチャを変更することもできます。 

5 「保存」をクリックします。

グループのWebサービスを有効にする
MacOSXServerv10.5 のグループという機能を使って、グループで共同で利用するWeb サイ
トを簡単に作成することができます。このWeb サイトでは、グループのコミュニケーションを
効率的に行うために、カレンダー、Wiki、およびブログのテクノロジーが利用されます。また、
メーリングリストを設定して、リストに送信したメールをすべてのグループメンバーに送信した

り、グループのWebサイトにアーカイブしたりすることもできます。

Webカレンダーやメーリングリストのアーカイブを有効にするには、最初にWikiサービスとブ
ログサービスを有効にする必要があります。

Webサイトを表示または編集するメンバーを選択できます：

Â「グループメンバーのみ」。グループのすべてのメンバーが対象です

Â「一部のグループメンバー」（編集の場合のみ）。編集アクセス権を持つグループメンバーが対

象です

Â「認証済みユーザ」。組織のディレクトリから認証されるメンバーが対象です

Â「全員」。すべてのメンバーが対象で、認証は要求されません

ユーザの組み合わせに応じて、異なるレベルのWeb サイトアクセス権を割り当てることができ
ます。たとえば、組織のイントラネットサイトについて、サイトを表示する権限はすべてのユー

ザに与えるけれども（「ディレクトリ全体」にサービスの表示を許可します）、サイトを編集する

権限はグループメンバーだけに許可する（「グループメンバー」にサービスの編集を許可します）

ように設定できます。

Webサイトのアクセス権レベルを設定するときは、Web サイトを編集できるユーザは表示でき
るユーザの一部になります。たとえば、全員にサイトの編集を許可して、グループメンバーだけ

に表示を許可することはできません。

グループを作成するときに、グループのWebサイトのURLとメーリングリストのメールアドレ
スは、グループのショートネームを基にして作成されます（shortname@hostname.com）。グ
ループを作成した後に名前を変更しても、URLとメーリングリストのメールアドレスは変更され
ません。

管理用コンピュータの検索方式には、Webサービスを管理するサーバを含める必要があります。

グループのWebサービスを有効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。
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3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「このグループで有効にするサービスと使用するホスト」ポップアップメニューからサーバを選
択します。

5 有効にしたいサービスを選択します。

Webサーバで無効になっていないサービスだけを選択できます。 

6 「これらのサービスを表示することを許可」ポップアップメニューを使って、グループのWeb サ
イトを表示できるユーザを選択します。

このオプションは、Wiki、ブログ、カレンダー、およびメーリングリストのアーカイブの表示に
適用されます。

7 「これらのサービスに書き込むことを許可」ポップアップメニューを使って、グループのWeb サ
イトを編集できるユーザを選択します。

このオプションは、Wiki、ブログ、およびカレンダーの編集に適用されます。

8 「保存」をクリックします。

グループのメンバー設定を操作する
グループメンバーを表示、追加、または取り除くときは、「ワークグループマネージャ」でその

グループの「メンバー」パネルを使用します。

「メンバー」リストのユーザ名が斜体で表示されている場合、そのグループはユーザのプライマ

リグループです。

ユーザまたはグループをグループに追加する
複数のユーザまたはグループに同じファイルアクセス権を与えたい場合や、同じ管理設定をすべ

てのユーザまたはグループに適用したい場合は、それらのユーザまたはグループをグループに追

加します。

ユーザをプライマリグループに割り当てた後に、そのユーザをプライマリグループに追加する必

要はありません。ただし、ほかのグループには明示的に追加する必要があります。

ユーザアカウントとグループアカウントがOpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレク
トリ・ドメインに保管されている場合は、「ワークグループマネージャ」を使ってユーザをグルー

プに追加できます。一部のグループ情報はWindowsユーザには適用されませんが、作成したグ
ループにWindowsユーザを追加することもできます。

MacOSXServerv10.5 以降は、階層グループ、つまり入れ子のグループで構成されるグループ
に対応しています。親グループの環境設定を管理すると、子グループにもこれらの管理された環

境設定が適用されます。詳しくは、165ページの「環境設定の階層型管理を理解する」を参照し
てください。
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ワークグループマネージャを使用してユーザをグループに追加するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「メンバー」パネルの追加（＋）ボタンをクリックして、操作しているディレクトリドメイン内
に定義されているユーザとグループのパネルを開きます。

ユーザがログインするコンピュータの検索方式に指定されているディレクトリドメインに、その

グループアカウントが保管されていることを確認してください。

5 ユーザアカウントを選択し、ユーザをリストにドラッグして、「保存」をクリックします。

コマンドラインから
ユーザをグループに追加するときは、「ターミナル」で dseditgroupコマンドを使用することも

できます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザとグ
ループに関する章を参照してください。

グループメンバーを取り除く
グループアカウントとそのメンバーがOpenDirectoryドメインまたはローカル・ディレクトリ・
ドメインに保管されている場合は、「ワークグループマネージャ」を使ってグループメンバーを

取り除くことができます。

ユーザのプライマリグループを取り除くことはできません。

グループメンバーを取り除くには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「メンバー」パネルで、グループから取り除きたいメンバーを選択し、取り除く（－）ボタンを
クリックして、「保存」をクリックします。

コマンドラインから
グループからユーザを取り除くときは、「ターミナル」で dseditgroupコマンドを使用すること

もできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のユーザと
グループに関する章を参照してください。
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グループフォルダ設定を操作する
グループメンバーはグループフォルダを使って、書類やアプリケーションを整理および配布した

り、ファイルを共有することができます。

グループフォルダとワークグループ管理は直接関係しませんが、グループフォルダをワークグ

ループの管理された環境設定と組み合わせて使用することで、アクセスとワークフローを効率的

に管理することができます。

たとえば、マルチメディア研究室のコンピュータをムービー編集クラスだけに割り当てるには、

ムービー編集ワークグループが「iMovie」とそのグループフォルダだけを表示できるように
「Dock」の環境設定を設定できます。グループフォルダは「Dock」にあるので、学生はそこに
アクセスするだけで簡単にファイルを保管および取得できます。

グループフォルダは、グループメンバーがWindows ドメインにログインしても、Windowsワー
クステーションに自動的にマウントされません。グループフォルダの共有ポイントがSMB を使
用して共有されている場合には、Windowsユーザは「マイネットワーク」（または「ネットワー
クコンピュータ」）を使用してグループフォルダの内容にアクセスできます。

グループフォルダを指定しない
「ワークグループマネージャ」を使用して、グループフォルダを持つグループアカウントをグルー

プフォルダを持たないグループアカウントに変更することができます。デフォルトでは、新しい

グループにグループフォルダは割り当てられていません。

グループフォルダを持たないように指定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、目的のアカウントが保管されている

ディレクトリドメインを選択し、グループボタンをクリックして、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 グループボタンをクリックし、グループを選択します。

5 「グループフォルダ」をクリックし、リストで「（なし）」を選択して、「保存」をクリックします。

グループフォルダを作成する
グループのグループフォルダは、既存の共有ポイントに作成できます。つまり、定義済みの共有
ポイントである「/グループ」フォルダに作成できます。

「ワークグループマネージャ」では、共有ポイントの直下以外の場所にもグループフォルダを作

成できます。定義した共有ポイントの下に、複数のグループフォルダを作成して、さらにその下

にいくつかのサブフォルダを作成することもできます。「グループ」が共有ポイントの場合は、学

生のグループフォルダを「/グループ/StudentGroups」に置き、教師のグループフォルダを「/
グループ/TeacherGroups」に置くことができます。この場合、2 年生のグループフォルダのフ
ルパスは、「/グループ/StudentGroups/SecondGrade」になります。
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グループフォルダは共有ポイント上で管理されます。共有ポイントを作成する手順については、
120ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。

グループフォルダを設定した後に、次のように設定すれば、グループメンバーがログインすると

グループフォルダに自動的にアクセスします：

Â「Dock」の環境設定を使って、「Dock」にグループフォルダが表示されるように設定します。
手順については、182ページの「グループフォルダに簡単にアクセスできるようにする」を参
照してください。

Â ログインの環境設定を使って、ユーザが「Finder」の「コンピュータ」をクリックしたとき
に、グループフォルダの共有ポイントとその下のグループフォルダが表示されるように設定し

ます。手順については、206ページの「グループ共有ポイントに簡単にアクセスできるように
する」を参照してください。

これらの環境設定を設定するときには、そのグループメンバーのコンピュータの検索方式で、そ

のグループが共有ドメインに定義されている必要があります。コンピュータの検索方式を設定す

る手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。

グループフォルダを自動的に表示しない場合でも、「Finder」の「移動」メニューにある「サー
バへ接続」コマンドを使ってグループフォルダが置かれているサーバに移動すれば、グループ

フォルダにアクセスできます。

/Groupsフォルダまたは既存の別の共有ポイントのグループにグループフォルダを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントが保管されているサーバに接続し、地球のアイコンをク

リックし、グループアカウントが保管されているディレクトリドメインを選択し、グループボタ

ンをクリックしてから、グループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「グループフォルダ」をクリックします。

5 共有ポイントをリストに追加するには、追加（＋）ボタンをクリックし、必要な情報を入力します。

「URL」フィールドに、グループフォルダを置きたい共有ポイントへの完全なURLを入力します。

たとえば、DNS名が「myserver.example.com」であるサーバ上の「SchoolGroups」という名
前のAFP 共有ポイントを指定するときは、「afp://myserver.example.com/SchoolGroups」と
入力します。

DNSを使用していない場合は、グループフォルダを管理しているサーバのDNS名を、サーバの
IPアドレスと置き換えます：「afp://192.168.2.1/SchoolGroups」。

「パス」フィールドに、共有ポイントからグループフォルダへのパスを入力します。このとき、グ

ループフォルダは入力しますが、共有ポイントは入力しないでください。パスの先頭または末尾

にスラッシュを入力しないでください。
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たとえば、共有ポイントが「SchoolGroups」で、グループフォルダへのフルパスが
「SchoolGroups/StudentGroups/SecondGrade」の場合は、「パス」フィールドに
「StudentGroups/SecondGrade」と入力します。

参考：ネットワーク・マウント・レコードのあるグループフォルダ共有ポイントを構成しても、
グループメンバーがログインするときにそのグループフォルダはマウントされません。グループ

フォルダに簡単にアクセスできるようにするには、グループの「Dock」または「ログイン」の
環境設定を設定します。

6 「オーナー名」フィールドに、グループフォルダのオーナーとして割り当てたいユーザのショー
トネームとロングネームを入力します。このユーザは、グループフォルダの管理者となります。

現在のディレクトリドメイン内のユーザのリストからオーナーを選択するときは、ブラウズ（...）
ボタンをクリックします。別のディレクトリドメインを選択するときは、パネルの地球のアイコ

ンをクリックします。

グループフォルダのオーナーには、そのグループフォルダに対する読み出し／書き込みのアクセ

ス権が割り当てられます。

7 「保存」をクリックします。

8 フォルダを作成するときは、 sshツールを使用して、共有ポイントを管理しているサーバに接続

し、「ターミナル」で CreateGroupFolderコマンドを入力します。

このコマンドを使用するには、ルートユーザになる必要があります。 sshについて詳しくは、「ター

ミナル」で「 man ssh」と入力してマニュアルページを表示してください。 

CreateGroupFolder について詳しくは、「ターミナル」で「 man CreateGroupFolder」と入力

してマニュアルページを表示してください。

グループフォルダの名前は、グループに関連付けられているショートネームを使って作成され

ます。

コマンドラインから
「ターミナル」で sudo /usr/bin/CreateGroupFolderコマンドを使ってグループフォルダを作

成し、 dseditgroup コマンドを使って割り当てることもできます。詳しくは、「コマンドライン
管理（Command-Line Administration）」のユーザとグループに関する章を参照してください。

複数のグループが使用するグループフォルダを指定する
複数のグループがグループフォルダにアクセスできるようにするには、各グループで個別にその

フォルダを指定します。

通常は、1 つのグループに1つのグループフォルダが作成され、そこへの読み出し／書き込みア
クセス権が割り当てられます。複数のグループが同じグループフォルダにアクセスできるように

するには、「サーバ管理」を使用して、すべてのグループのACEをグループフォルダの ACLに追
加します。

「サーバ管理」を使用してフォルダへのACLアクセス権を適用する方法について詳しくは、「ファ
イルサービスの管理」を参照してください。
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複数のグループが同じグループフォルダを使用するように構成するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 そのフォルダを使用する1 つ目のグループアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントが保管されているサーバに接続し、地球のアイコンをク

リックし、グループアカウントが保管されているディレクトリドメインを選択し、グループボタ

ンをクリックしてから、グループを選択します。

3 「グループフォルダ」をクリックし、そのグループが使用するフォルダを選択してから、「保存」
をクリックします。

4 「サーバ管理」で、グループフォルダへの読み出し／書き込みアクセス権をグループに割り当て
るACEエントリーを追加します。

5 そのグループフォルダを使用するグループごとにこの手順を繰り返します。
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6 コンピュータとコンピュータグループ
を設定する

この章では、コンピュータとコンピュータグループを個別に設定およ
び管理する方法について説明します。

コンピュータを個別に管理するには、コンピュータアカウントを作成する必要があります。コン

ピュータグループを管理するには、コンピュータアカウントまたはほかのコンピュータグループ

で構成されるコンピュータグループを作成する必要があります。

コンピュータとコンピュータグループは、「ワークグループマネージャ」を使用して表示、作成、

編集、および削除します。

「ワークグループマネージャ」でコンピュータを表示するときは、アカウントリストの上にある

コンピュータボタンをクリックします。「ワークグループマネージャ」でコンピュータグループ

を表示するときは、アカウントリストの上にあるコンピュータ・グループ・ボタンをクリックし

ます。

コンピュータアカウントについて
コンピュータアカウントには、MacOSXServerが各コンピュータを識別および管理するための
データが保管されます。コンピュータグループを作成するには、まず各コンピュータのコン

ピュータアカウントを作成する必要があります。

コンピュータを設定する前に、コンピュータの名前とアドレスが必要です。通常は、コンピュー

タの「共有」環境設定に指定されているコンピュータ名を使用しますが、より適切なコンピュー

タが見つかるように説明的な名前を使用することもできます。

コンピュータのアドレスは、コンピュータごとに一意のEthernet アドレスでなければなりませ
ん。（コンピュータのEthernetアドレス（EthernetID）は、MACアドレスと呼ばれることもあ
ります。）コンピュータをブラウズすると、コンピュータのEthernetアドレスと名前が「ワーク
グループマネージャ」によって自動的に入力されます。クライアントコンピュータは、ユーザの

ログイン時に、このデータを使用して環境設定情報を検索します。 

Windowsコンピュータの場合は、各WindowsクライアントコンピュータのNetBIOS 名が必要
です。この名前は、名前フィールドに入力します。Windows クライアントコンピュータの
Ethernetアドレスは必要ありません。
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コンピュータが起動すると、そのEthernet アドレスと一致するコンピュータアカウントが検索
されます。一致するコンピュータアカウントが見つかると、そのコンピュータアカウントおよび

そのアカウントが属しているコンピュータグループの管理された環境設定が使用されます。一致

するコンピュータアカウントが見つからない場合は、ゲストコンピュータアカウントの管理され

た環境設定が使用されます。

コンピュータアカウントを作成する
ディレクトリドメインにコンピュータアカウントを作成するには、管理者のアクセス権とコン

ピュータのEthernetIDが必要です。

EthernetIDを入力するときは、DHCP サーバがコンピュータを検出できるように正しく入力す
る必要があります。次のルールに従う必要があります：

Â


16進数を使って入力する必要があります。16進数は、0～9の数字およびa～fの文字で構成され
ます。

Â


1バイトごとに、コロンで区切る必要があります。1バイトは2桁の16進数で構成されます。

Â 各バイトが1 桁の16進数の場合は、すべて先頭をゼロにする必要があります。たとえば、次の
EthernetIDは、1桁の16進数の先頭がゼロになっていないため、無効です：
7:8:9:a:b:c

次のEthernetID は、16進数の先頭がゼロになっているので、有効です：

07:08:09:0a:0b:0c

Â



a ～fの文字は、小文字で入力する必要があります。

コンピュータアカウントを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、コンピュータアカウントを保管したいディレクトリドメインを

選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 コンピュータボタンをクリックします。

5 「サーバ」＞「新規コンピュータ」と選択（またはツールバーの「新規コンピュータ」をクリッ
ク）して、コンピュータのロングネームとショートネームを入力します。

6 「一般」をクリックします。

7 コメントを追加するには、「コメント」フィールドにコメントを入力します。

コメントとキーワードを使うと、コンピュータの検索が簡単になります。

8 キーワードをコンピュータに関連付けるには、キーワードリストの横にある追加（＋）ボタンを
クリックします。

関連付けたいキーワードがマスター・キーワード・リストにない場合は、「キーワードを編集」を

クリックし、追加（＋）ボタンをクリックして、キーワードの名前を入力してから、「OK」をク
リックします。
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コンピュータに関連付けたいキーワードを選択し、「OK」をクリックします。

9 「ネットワーク」をクリックし、コンピュータの EthernetIDとIPアドレス（コンピュータが静的
IPを受信する場合）を入力してから、「保存」をクリックします。

EthernetIDは、コンピュータを識別するために必要です。

ゲストコンピュータを操作する
不明なコンピュータ（コンピュータアカウントがないコンピュータ）がネットワークに接続し、

サービスにアクセスしようとした場合、そのコンピュータはゲストコンピュータとして扱われま

す。ゲストコンピュータアカウントの設定がこれらの不明なコンピュータに適用されます。

特定の管理設定をコンピュータに適用するときは、ゲストコンピュータアカウントを使用して管

理しないでください。そのコンピュータのコンピュータアカウントを作成してください。

参考：ゲストコンピュータの名前は変更できません。ゲストコンピュータアカウントはすべての
不明なコンピュータに関連付けられるため、ネットワーク設定を入力してコンピュータを識別す

ることはできません。

ゲストコンピュータ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」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、ゲストコンピュータアカウントが保管されているディレクトリ

ドメインを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 コンピュータボタン（左側にあります）をクリックします。

5 「サーバ」＞「ゲストコンピュータを作成」と選択します。

6 ゲストコンピュータアカウントを選択します。

7 「一般」をクリックし、コメントを入力するかキーワードを追加して、「保存」をクリックします。

Windowsコンピュータを操作する
Windows コンピュータがMacOSXServer プライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC）の
Windows ドメインに参加するには、それぞれのコンピュータアカウントを作成して、NetBIOS
名でWindowsコンピュータを識別できるようにする必要があります。

Windowsコンピュータのコンピュータアカウントには、そのコンピュータがWindows ドメイ
ン内で信頼されたワークステーションとして認証されるために必要な情報も保管されます。
MacOSXServerでは、UID およびGIDの形式でこの情報が作成されます。 

Windows コンピュータアカウントをコンピュータグループに追加することはできますが、
Windowsコンピュータには管理された環境設定は適用されません。
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重要：Windows2000 またはWindowsXP コンピュータのコンピュータアカウントは作成しな
いでください。作成しても、ドメインへのログインに使用できない可能性があります。代わりに、

それらのコンピュータ上のWindows ソフトウェアを使用して、Windows ドメインに参加して
ください。詳しくは、「Open Directory の管理」を参照してください。

コンピュータグループについて
コンピュータグループは、同じ環境設定が割り当てられたコンピュータで構成されます。コン

ピュータグループは、「ワークグループマネージャ」を使って作成および変更できます。

コンピュータグループまたはコンピュータグループの環境設定を編集するには、ドメイン管理者

のアクセス権が必要です。ディレクトリドメインの管理者のアクセス権を割り当てる手順につい

ては、72ページの「ユーザに完全な管理権限を与える」を参照してください。

コンピュータグループとコンピュータリストの違い
コンピュータグループは、MacOSXServerv10.5 から導入された新しい概念です。v10.5 より
前のMacOSXServer では、コンピュータリストを使用してコンピュータが管理されていまし
た。コンピュータリストとコンピュータグループの機能は似ています。コンピュータリストまた

はコンピュータグループを管理することで、そこに含まれるすべてのコンピュータを管理するこ

とになります。

コンピュータグループとコンピュータリストには、次の2つの大きな違いがあります：
Â コンピュータグループには、ほかのコンピュータグループを含めることができます。さらに、

親コンピュータグループを管理することで、階層グループを管理できます。

Â


1つのコンピュータを複数のコンピュータグループのメンバーにすることができます。しかし、
複数のコンピュータリストのメンバーにすることはできません。

コンピュータグループのすべてのメンバーは、MacOSXv10.5 以降を実行するコンピュータま
たはほかのコンピュータグループであると想定されます。コンピュータグループにMacOSX
v10.4 以前を実行するコンピュータが含まれている場合、それらはMacOSXv10.5 以降を実行
するコンピュータで構成されるほかのコンピュータグループと同様に機能します。つまり、コン

ピュータは複数のコンピュータグループのメンバーになることができ、階層グループを構成する

ことができます。

以前のバージョンのMacOSX を実行するコンピュータでは、コンピュータグループはコン
ピュータリストのように機能します。コンピュータは1つのリストのメンバーにしかなれず、コ
ンピュータグループを入れ子にしてもコンピュータには何の効果もありません。

コンピュータグループを管理する
「ワークグループマネージャ」を使って、さまざまなディレクトリドメインに保管されているコ

ンピュータグループを管理できます。
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コンピュータグループを作成する
コンピュータグループを作成するときは、次の点に注意してください：

Â コンピュータグループは、同じ環境設定が割り当てられ、同じユーザとグループによって利用

される一連のコンピュータです。

Â コンピュータグループには、最大で2000 台のコンピュータを追加できます。

MacOSXv10.5以降のコンピュータを管理するために階層グループを作成できます。階層グルー
プには、管理された環境設定が継承されます。階層グループ内のコンピュータには、コンピュー

タグループの管理された環境設定と親コンピュータグループの管理された環境設定が結合され

て適用されます。親コンピュータグループの環境設定を継承することもできます。

コンピュータグループを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックし、コンピュータグループを保管したいディレクトリドメインを選択

します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 コンピュータ・グループ・ボタン（左側にあります）をクリックします。

5 プリセットを使用するには、「プリセット」ポップアップメニューからプリセットを選択します。

6 「サーバ」＞「新規コンピュータグループ」と選択（またはツールバーの「新規コンピュータグ
ループ」をクリック）して、コンピュータグループの名前を入力します。 

7 「基本」をクリックします。

8 （省略可能）コメントを追加します。

コメントは、コンピュータの場所、構成（たとえば、特殊な要件を持つ個人用に設定されたコ

ンピュータなど）、または接続されている周辺機器に関する情報を提供するのに役立ちます。ま

た、コメントを使って、コンピュータの機種やシリアル番号などの識別情報を提供することも

できます。

9 「メンバー」をクリックし、追加（＋）ボタンをクリックしてから、パネルに表示されるコン
ピュータまたはコンピュータグループをドラッグしてコンピュータグループに追加します。

ブラウズ（...）ボタンをクリックし、コンピュータを選択してから、「追加」をクリックすること
もできます。

10 「保存」をクリックします。

コンピュータグループを設定した後に、その環境設定を管理できます。管理された環境設定の使

用について詳しくは、155ページの「ユーザ環境をカスタマイズする」および第 10章「環境設
定を管理する」を参照してください。
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コンピュータグループのプリセットを作成する
コンピュータグループの設定を選択して「プリセット」として保存することができます。プリ

セットはテンプレートのように機能し、事前に選択した設定や情報を新規コンピュータグループ

に適用できます。

プリセットを使用すれば、同じような設定を使用する複数のコンピュータグループを簡単に設定

できます。ただし、プリセットを使用できるのは、コンピュータグループを作成するときだけで

す。プリセットを使用してコンピュータグループを変更することはできません。

コンピュータグループ用のプリセットを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、プリセットを使用してコンピュータグループを作成したいディ

レクトリドメインを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 コンピュータ・グループ・ボタン（左側にあります）をクリックします。

5 「新規コンピュータグループ」をクリックするか、既存のコンピュータグループ（左側にありま
す）を選択して、コンピュータグループを作成します。

6 「基本」パネルと「メンバー」パネルに情報を入力します。

7 「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」を選びます。

プリセットを作成した後に、その設定を変更したり、名前を変更したり、削除したりできます：

コンピュータグループのプリセットを使用する
コンピュータグループを作成するときに、「プリセット」ポップアップメニューからプリセット

を選択して初期設定を適用できます。リストを保存する前に、コンピュータグループの設定を変

更することもできます。

コンピュータグループを保存すると、そのリストにもう一度「プリセット」メニューを使用する

ことはできません（たとえば、別のプリセットをそのグループに適用することはできません）。

操作 手順

プリセットの設定を変更する そのプリセットに基づいてコンピュータグループを作成し、そのコン

ピュータグループの設定を変更します。古いプリセットと同じ名前でプリ
セットを保存します。

プリセットを変更しても、そのプリセットを使って作成された既存のアカ
ウントには変更は反映されません。

プリセットの名前を変更する 「プリセット」ポップアップメニューから「プリセットの名前変更」を選
択し、プリセットを選択して新しい名前を入力してから、「OK」をクリッ
クします。

プリセットを削除する 「プリセット」ポップアップメニューから「プリセットの削除」を選択し、

プリセットを選択してから、「削除」をクリックします。
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コンピュータグループのプリセットを使用するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 地球のアイコンをクリックして、コンピュータグループを保管したいディレクトリドメインを選

択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 コンピュータ・グループ・ボタン（左側にあります）をクリックしてから、「基本」をクリック

します。

5 「プリセット」ポップアップメニューからプリセットを選びます。

6 「サーバ」＞「新規コンピュータグループ」と選択（またはツールバーの「新規コンピュータグ
ループ」をクリック）します。

7 必要に応じて設定を追加または更新してから、「保存」をクリックします。

コンピュータまたはコンピュータグループをコンピュータグループに追加する
「ワークグループマネージャ」を使用して、コンピュータやコンピュータグループを既存のコン

ピュータグループに簡単に追加できます。

階層コンピュータグループは、MacOSXServerv10.5以降で使用できます。MacOSXv10.4 以
前を実行するクライアントコンピュータが含まれるコンピュータグループを追加しても、それら

のクライアントには親コンピュータグループの管理された環境設定は適用されません。

コンピュータまたはコンピュータグループをコンピュータグループに追加するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 コンピュータグループを選択します。

コンピュータグループを選択するには、地球のアイコンをクリックして、コンピュータグループ

が含まれているディレクトリドメインを選択し、コンピュータ・グループ・ボタンをクリックし

て、コンピュータグループを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「メンバー」をクリックし、追加（＋）ボタンをクリックしてから、パネルのコンピュータまた
はコンピュータグループをリストにドラッグします。

ブラウズ（...）ボタンをクリックし、コンピュータを選択してから、「追加」をクリックすること
もできます。

リストが完成するまで、コンピュータとコンピュータグループを追加を続けます。

5 「保存」をクリックします。
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コンピュータやコンピュータグループをコンピュータグループから取り除く
コンピュータをコンピュータグループから取り除いても、そのコンピュータアカウントを管理す

るか、別のコンピュータグループに追加することで、そのコンピュータを管理できます。

コンピュータまたはコンピュータグループをコンピュータグループから取り除くには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 そのコンピュータが含まれるコンピュータグループを選択します。

コンピュータグループを選択するには、地球のアイコンをクリックして、変更したいコンピュー

タグループが含まれているディレクトリドメインを選択し、コンピュータ・グループ・ボタンを

クリックして、リストを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「メンバー」パネルで、1つ以上のコンピュータまたはコンピュータグループを選択します。 

5 取り除く（－）ボタンをクリックし、「保存」をクリックします。

コンピュータグループを削除する
特定のコンピュータグループが不要になった場合は、「ワークグループマネージャ」を使用して

削除できます。

コンピュータグループを削除するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 コンピュータグループを選択します。

コンピュータグループを選択するには、地球のアイコンをクリックして、削除したいコンピュー

タグループが含まれているディレクトリドメインを選択し、コンピュータ・グループ・ボタンを

クリックして、リストを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「サーバ」＞「選択したコンピュータグループを削除」と選択するか、ツールバーで「削除」を
クリックしてから「削除」をクリックします。

コンピュータリストをコンピュータグループにアップグレードする
コンピュータリストとは、MacOSXServerv10.4 以前で作成されたコンピュータのグループの
ことです。コンピュータリストに含めることができるのはコンピュータだけで、ほかのコン

ピュータリストを含めることはできません。コンピュータグループには、コンピュータと階層コ

ンピュータグループを含めることができます。コンピュータグループの環境設定は階層化して管

理できます。

コンピュータグループには、以前のバージョンのMacOSXを実行するコンピュータを含めるこ
とができます。これらのコンピュータの環境設定を階層化して管理することはできません。

警告：この操作を取り消すことはできません。
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コンピュータリストをコンピュータグループにアップグレードするには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックしてコンピュータ・グループ・ボタ
ンをクリックしてから、コンピュータリストを選択します。

2 「基本」パネルで、「コンピュータリストをグループにアップグレード」をクリックします。
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7 ホームフォルダを設定する

この章では、ホームフォルダの設定と管理の概要を説明します。

MacOSX では、ユーザのアプリケーション環境設定や個人用ファイル（書類や音楽など）を保
管するために、ホームフォルダ（ユーザが自分のために使用するためのフォルダ）が使用されます。

ホームフォルダを運用する共有ポイントを設定するときは、「サーバ管理」を使用できます。共

有ポイントを設定した後に、「ワークグループマネージャ」を使用して共有ポイントにホームフォ

ルダを設定できます。

ホームフォルダについて
MacOSXホームフォルダは、AFP（AppleFilingProtocol）またはNFS（NetworkFileSystem）
でアクセスするように設定できます。

「ワークグループマネージャ」でユーザのホームフォルダを設定するときは、ユーザのアカウン

トを表示しているときに「ホーム」パネルを使用します。

ユーザのホームフォルダの設定は、ファイルから読み込むこともできます。読み込みファイルの

操作方法については、付録の「アカウント情報を読み込む／書き出す」を参照してください。

ユーザのホームフォルダは、ユーザのアカウントがあるディレクトリドメインと同じサーバ上に

保管する必要はありません。むしろ、さまざまなサーバ間にディレクトリドメインとホームフォ

ルダを分散させると、負荷を分散させることができます。詳しくは、119ページの「ホームフォ
ルダを複数のサーバに分散する」を参照してください。

「ホーム」パネルで指定するホームフォルダは、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するときに使用できます。このホームフォルダは、Windows プライ
マリ・ドメイン・コントローラ（PDC）として設定されているサーバにアカウントが保管され
ているユーザにとって使いやすいフォルダです。

警告：クライアントからサーバ上のネットワーク・ホームフォルダまでの絶対パスにスペース
または89文字を超える文字が含まれている場合、クライアントの種類によっては接続できな
いことがあります。たとえば、クライアントが自動マウントを使用してLDAPベースのAFP
ホームフォルダに接続する場合に、そのホームフォルダにアクセスできないことがあります。

「/」は文字と見なされます。
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クライアントで使用されるMacOSX のバージョンによっては、最大パス長がさらに制限される
ことがあります。詳しくは、アップルのサービス＆サポートWeb サイトの記事「ネットワーク
ホームディレクトリの名前とパスにはスペースと長い名前の使用を避ける」

（docs.info.apple.com/article.html?artnum=107695-ja）を参照してください。

MacOSXクライアント用のホームフォルダを運用する
MacOSX クライアント用のホームフォルダを運用するには、AFP またはNFS を使用します。
MacOSXクライアントのみを運用する場合は、 AFPを使用します。MacOSX クライアントと
UNIXクライアントを運用する場合は、NFSを使用します。

プロトコルには、AFP を使うことをお勧めします。AFP では、認証によってアクセスセキュリ
ティが保証されます。ファイルにアクセスするには、有効な名前とパスワードを使ってログイン

する必要があります。

NFS ファイルアクセスは、ユーザ認証ではなくユーザIDとクライアントIPアドレスに基づいて
いるため、一般的にはAFPより安全性が劣ります。NFSは、UNIXワークステーションを使用す
る多くのユーザにホームフォルダを提供する必要がある場合のみ使用してください。

ほかのクライアント用のホームフォルダを運用する
Windowsクライアント用のホームフォルダを運用するには、SMB を使用します。MacOSX ク
ライアントとWindows クライアントの両方のクライアントに最適に対応するために、AFP
（MacOSXクライアント用）とSMB（Windows クライアント用）の両方を使用することもでき
ます。

SMB は、Windows が共有ポイントにアクセスするために使用するプロトコルです。 SMB アク
セス専用の共有ポイントを設定することで、その共有ポイントのファイルは、ネットワーク上の

ほかのプラットフォームのユーザは使用できず、Windows ユーザだけが利用できるようになり
ます。SMB を使用してファイルにアクセスするときにも、AFPと同様に、有効な名前とパスワー
ドが必要です。

Windows ユーザは、ホームフォルダ以外に、ローミングプロファイルも利用できます。ローミ
ングプロファイルを利用すれば、ネットワーク上のどのWindowsワークステーションからドメ
インにログインするときにも、同じプロファイルでログインできます。

ローミングプロファイルを利用する場合は、Windows ユーザの環境設定（スクリーンセーバ、
色、背景、イベント音など）、お気に入り、「MyDocuments」フォルダなどがMacOSXServer
上の共有ポイントに保管されます。デフォルトでは、ユーザのローミングプロファイルは PDC
上の定義済みのフォルダに保管され、バックアップ・ドメイン・コントローラ（BDC）にこの
フォルダの最新コピーが保管されます。

Windows ホームフォルダのデフォルトの共有ポイントは、MacOSX ホームフォルダの共有ポ
イントと同じです。ユーザプロファイルのデフォルトの共有ポイントは、PDCサーバおよびBDC
サーバ上の「/ユーザ/Profiles/」フォルダです。（このSMB共有ポイントは、「ワークグループ
マネージャ」には表示されません。）ホームフォルダおよびユーザプロファイルの代替SMB共有
ポイントを、PDCサーバまたはドメインメンバーサーバに設定できます。

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=107695-ja
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ホームフォルダを複数のサーバに分散する
次の図では、1台のMacOSXServerコンピュータにユーザアカウントを保管し、それ以外の2
つのMacOSXServerコンピュータにAFPホームフォルダを保管しています。

ログイン時に、ユーザは、アカウントサーバの共有ディレクトリドメインに保管されているアカ

ウントによって認証されます。ユーザのホームフォルダの場所は、アカウントに保管されていて、

そのユーザのホームフォルダをマウントするために使われます。ホームフォルダは、2 台のホー
ム・フォルダ・サーバのいずれかに置かれます。

AFPホームフォルダの場合は、次の手順で設定します：

手順 1：ユーザアカウントの共有ドメインをアカウントサーバ上に作成します
OpenDirectoryのマスターを設定して、共有LDAP ディレクトリドメインを作成します。「Open
Directory の管理」を参照してください。

手順 2：ホームフォルダの自動マウント可能な共有ポイントを各ホームフォルダ・サーバに設
定します
自動マウント可能な共有ポイントの設定方法については、120ページの「自動マウント可能な
AFP共有ポイントをホームフォルダに設定する」を参照してください。

手順 3：アカウントサーバの共有ドメインにユーザアカウントを作成します
ユーザのホームフォルダに使用する共有ポイントの指定については、126ページの「ホームフォ
ルダを管理する」を参照してください。

手順 4：クライアントコンピュータのディレクトリサービスを設定して、アカウントサーバ上
の共有ディレクトリドメインをクライアントの検索方式に追加します
検索方式の構成については、「Open Directory の管理」を参照してください。

ホームフォルダ A～M

Mac OS X Server

ホームフォルダ N～Z

ユーザアカウント
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コンピュータを再起動してから共有ドメインのアカウントを使ってログインすると、指定した

サーバ上にホームフォルダが自動的に作成され（まだ作成されていない場合）、そのコンピュー

タ上に表示されます。

共有ポイントを管理する
共有ポイントとは、共有するファイルが含まれるハードディスク（またはハード・ディスク・

パーティション）、ディスクメディア、またはフォルダのことです。共有ポイントを使用して、

ホームフォルダを運用できます。

共有ポイントを設定する
共有ポイントを設定し、それらを使用してローカル・ホームフォルダを運用するときには、「サー

バ管理」を使用できます。ネットワーク・ホームフォルダを運用する共有ポイントをマウントす

ることもできます。

共有ポイントを設定するには：
1 「サーバ管理」を開いて、共有ポイントを運用したいサーバに接続します。

サーバに接続するには、「サーバ」＞「接続」と選択し、「アドレス」フィールドにサーバアドレ

スを入力してから、サーバ管理者として認証を行います。

すでに接続している場合は、「サーバ」メニューに「接続」の代わりに「接続解除」が表示されます。

2 サーバを選択し、「ファイル共有」をクリックします。

3 「ボリューム」をクリックしてから、「ブラウズ」をクリックしてボリューム内のフォルダを表示
します。

4 共有ポイントにするボリュームまたはフォルダを選択します。

フォルダを作成するには、親フォルダまたは親ボリュームを選択し、「新規フォルダ」をクリッ

クして、フォルダの名前を入力してから、「作成」をクリックします。

5 「アクセス権」で、リストからエントリーを選択し、編集（鉛筆）ボタンをクリックしてそれら
の名前またはアクセス権を変更してから、次のように設定を変更します：

6 「共有」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

自動マウント可能なAFP共有ポイントをホームフォルダに設定する
「サーバ管理」を使用して、AFP共有ポイントをホームフォルダに設定できます。

UNIX クラス 名前 アクセス権

オーナー（1つの人影） admin 読み／書き

グループ（複数の人影） admin 読み出し

その他（地球） その他 読み出し
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共有ディレクトリドメイン（OpenDirectory のマスターなど）に保管されているユーザアカウン
トのホームフォルダは、ユーザのコンピュータからアクセスできるAFP共有ポイントに置くこと
ができます。この共有ポイントは自動マウント可能でなければなりません。つまり、ユーザアカ

ウントが置かれているディレクトリドメインにネットワーク・マウント・レコードが必要です。

自動マウント可能な共有ポイントを使用すると、MacOSXコンピュータがその共有ドメインに
アクセスするように構成されている場合には、ユーザがログインしたときにホームフォルダを

「/ ネットワーク/Servers」に表示させることができます。

ユーザは、自動マウント可能な共有ポイント上のホームフォルダのうち、ゲストアクセスが有効

になっているホームフォルダにアクセスできます。

自動マウント可能なAFP共有ポイントをホームフォルダに設定するには：
1 ホームフォルダを運用するための共有ポイントがない場合は、共有ポイントを作成します。

手順については、120ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。

2 「サーバ管理」を開いて、共有ポイントを運用するサーバに接続します。

サーバに接続するには、「サーバ」＞「接続」と選択し、「アドレス」フィールドにサーバアドレ

スを入力してから、サーバ管理者として認証を行います。

すでに接続している場合は、「サーバ」メニューに「接続」の代わりに「接続解除」が表示されます。

3 利用できるサービスのリストを表示するには、サーバの横にある開閉用三角ボタンを使用します。

「サーバ管理」に AFP サービスが表示されない場合は、追加（＋）ボタンをクリックし、「サー
ビスを追加」を選択し、「AFP」を選択してから、「保存」をクリックします。
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AFPサービスを選択し、「設定」をクリックします。

5 「アクセス」で、「ゲストアクセスを有効にする」を選択して「保存」をクリックしてから、AFP
が実行されていない場合は「AFP を開始」をクリックします。

AFPサービスの管理について詳しくは、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

6 サーバを選択し、「ファイル共有」をクリックします。

7 「共有ポイント」をクリックしてから、共有ポイントを選択します。

8 「共有ポイント」で、「自動マウントを有効にする」を選択します。

「自動マウントを有効にする」を選択すると、構成ダイアログが表示されます。表示されない場

合は、「編集」をクリックします。

9 「ディレクトリ」ポップアップメニューからディレクトリドメインを選択し、「プロトコル」ポッ
プアップメニューから「AFP」を選択し、「用途」で「ユーザのホームフォルダ」を選択してか
ら、「OK」をクリックします。

10 表示されるダイアログで、ディレクトリ管理者として認証を行ってから、「OK」をクリックします。

11 「プロトコルオプション」をクリックします。
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12 「AFP」で、「この項目をAFPで共有」と「AFPゲストアクセスを許可」を選択します。

ゲストアクセスを有効にすると、その共有ポイント内のすべてのホームフォルダへのゲストアク

セスが有効になります。

デフォルトでは、ゲストはホームフォルダの「/パブリック」および「/サイト」フォルダにのみ
アクセスできます。ゲストがホームフォルダ・サーバをブラウズするときは、そのサーバ上のど

のメンバーがホームフォルダを持っているかを見ることはできますが、開けるフォルダはゲスト

アクセスが有効になっているフォルダに制限されます。

ゲストは、「~ ユーザのショートネーム/ パブリック」を使用して、ユーザの「/パブリック」フォ
ルダにアクセスすることもできます。

13 共有ポイントへのSMBアクセスを拒否するには、「SMB」で「この項目をSMBで共有」の選択を
解除します。

14 共有ポイントへのFTPアクセスを拒否するには、「FTP」で「この項目をFTPで共有」の選択を解
除します。

15 共有ポイントへのNFSアクセスを拒否するには、「NFS」で「この項目とその内容の書き出し先」
の選択を解除します。

16 「OK」をクリックして「プロトコルオプション」ダイアログを閉じてから、「保存」をクリック
します。

コマンドラインから
共有ポイントを設定するときは、「ターミナル」で sharing コマンドを使用することもできます。

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

自動マウント可能なNFS共有ポイントをホームフォルダに設定する
ホームフォルダにアクセスするときには、セキュリティを重視する場合は、AFP プロトコルを使
用することをお勧めします。ただし、「サーバ管理」を使って、ネットワークNFS共有ポイント
を設定してホームフォルダにアクセスすることもできます。 

NFS 共有ポイントは、共有ディレクトリドメイン（OpenDirectoryドメイン、ActiveDirectory
ドメインなど）に定義されているユーザのホームフォルダに使用できます。

NFS 共有ポイントは自動マウント可能でなければなりません。つまり、ユーザアカウントが置か
れているディレクトリドメインにネットワーク・マウント・レコードが必要です。

自動マウント可能な共有ポイントを設定すると、コンピュータからNFS 共有ポイントとホーム
フォルダを検出できるようになります。また、MacOSX コンピュータが共有ドメインにアクセ
スするように構成されている場合には、ユーザがそのコンピュータにログインしたときに、その

共有ポイントのサーバが「/ネットワーク/Servers」に表示されます。
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自動マウント可能なNFS共有ポイントをホームフォルダに設定するには：
1 ホームフォルダを運用するための共有ポイントがない場合は、共有ポイントを作成します。

手順については、120ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。

2 「サーバ管理」を開いて、共有ポイントを運用するサーバに接続します。

サーバに接続するには、「サーバ」＞「接続」と選択し、「アドレス」フィールドにサーバアドレ

スを入力してから、サーバ管理者として認証を行います。

すでに接続している場合は、「サーバ」メニューに「接続」の代わりに「接続解除」が表示されます。

3 利用できるサービスのリストを表示するには、サーバの横にある開閉用三角ボタンを使用します。

「サーバ管理」に NFS サービスが表示されない場合は、追加（＋）ボタンをクリックし、「サー
ビスを追加」を選択し、「NFS」を選択してから、「保存」をクリックします。

4



NFS サービスを選択してから、NFSが実行されていない場合は「NFSを開始」をクリックします。

NFS サービスの管理について詳しくは、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

5 サーバを選択し、「ファイル共有」をクリックします。

6 「共有ポイント」をクリックしてから、共有ポイントを選択します。

7 「共有ポイント」で、「自動マウントを有効にする」を選択してから、「編集」をクリックします。

8 「ディレクトリ」ポップアップメニューからディレクトリドメインを選択し、「プロトコル」ポッ
プアップメニューから「NFS」を選択し、「用途」で「ユーザのホームフォルダ」を選択してか
ら、「OK」をクリックします。

9 表示されるダイアログで、ディレクトリ管理者として認証を行ってから、「OK」をクリックします。

10 「プロトコルオプション」をクリックします。

11 「NFS」で、「この項目とその内容の書き出し先」を選択してから、「クライアントリスト」を選
択します。

12 共有ポイントへのアクセスを許可したいクライアントコンピュータを追加します。

追加（＋）ボタンをクリックし、コンピュータグループに追加したいクライアントの IP アドレ
スまたはホスト名を入力します。

選択したコンピュータをリストから取り除くときは、取り除く（－）ボタンをクリックします。

13 「マッピング」ポップアップメニューで、「root からnobody」を選択します。

14 「最小セキュリティ」ポップアップメニューで、コンピュータに必要な最小レベルの認証セキュ
リティを選びます。

このレベルのセキュリティで認証されないコンピュータは、NFS 共有ポイントを使用できません。

15 共有ポイントへのAFPアクセスを拒否するには、「AFP」で「この項目をAFP で共有」の選択を解
除します。

16 共有ポイントへのSMBアクセスを拒否するには、「SMB」で「この項目をSMBで共有」の選択を
解除します。
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17 共有ポイントへのFTPアクセスを拒否するには、「FTP」で「この項目をFTPで共有」の選択を解
除します。

18 「OK」をクリックして「プロトコルオプション」ダイアログを閉じてから、「保存」をクリック
します。

コマンドラインから
共有ポイントを設定するときは、「ターミナル」で sharing コマンドを使用することもできます。

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

SMB共有ポイントを設定する
「サーバ管理」を使用して次のことができます：

Â


SMBを使用する共有ポイントへのアクセスを有効または無効にできます

Â


SMBクライアントに表示される共有ポイント名を変更できます

Â ゲストアクセスとoplockを許可するかどうかを選択できます
Â 共有ポイントに追加される新しいファイルとフォルダのデフォルトアクセス権を設定できます

SMB共有ポイントは、MacOSXホームフォルダでは使用できず、Windowsホームフォルダで
使用できます。

参考：共有する予定のフォルダまたはボリュームの名前には、スラッシュ（/）を使用しないで
ください。共有ポイントにアクセスしたときに、表示に問題が発生することがあります。

SMB共有ポイントを作成してアクセス権を設定するには：
1 ホームフォルダを運用するための共有ポイントがない場合は、共有ポイントを作成します。

手順については、120ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。

2 「サーバ管理」を開いて、共有ポイントを運用するサーバに接続します。

サーバに接続するには、「サーバ」＞「接続」と選択し、「アドレス」フィールドにサーバアドレ

スを入力してから、サーバ管理者として認証を行います。

すでに接続している場合は、「サーバ」メニューに「接続」の代わりに「接続解除」が表示されます。

3 利用できるサービスのリストを表示するには、サーバの横にある開閉用三角ボタンを使用します。

「サーバ管理」にSMB サービスが表示されない場合は、追加（＋）ボタンをクリックし、「サー
ビスを追加」を選択し、「SMB」を選択してから、「保存」をクリックします。
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SMBサービスを選択します。

5 「一般」で、「役割」ポップアップメニューから「スタンドアロンサーバ」を選択します。

6 「アクセス」で、「ゲストアクセスを許可する」を選択します。

7 「保存」をクリックしてから、「SMBを開始」をクリックします。

SMBがすでに実行されている場合には、「SMBを開始」ボタンは「SMBを停止」ボタンになります。

8 サーバを選択し、「ファイル共有」をクリックします。

9 共有ポイントを選択します。
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10 「共有ポイント」で、「プロトコルオプション」をクリックします。

11 「SMB」で、「この項目をSMB で共有」を選択します。

12 未登録ユーザが共有ポイントにアクセスすることを許可するときは、「SMBゲストアクセスを許
可」を選択します。

セキュリティを重視する場合は、この項目を選択しないでください。

13 クライアントからSMB を使用して共有ポイントをブラウズして接続するときに表示される名前
を変更するときは、「カスタムSMB名」フィールドに新しい名前を入力します。

カスタムSMB名を変更しても、共有ポイント名は変更されません。SMB クライアントに表示さ
れる名前が変更されるだけです。

14 この共有ポイントのロックの種類を選択します：

Â クライアントがoplockを使ってファイルをロックすることを許可するときは、「oplockを使
用」を選択します。

重要：SMB以外のプロトコルを使用する共有ポイントではoplockを有効にしないでください。
oplock について詳しくは、「ファイルサービスの管理」を参照してください。

Â 標準的なロックをサーバファイルに設定するときは、「strictlocking を使用」を選択します。

参考：MacOSXServerv10.2.4 より前のサーバの場合には、oplock は常に入、strictlocking は
常に切になっています。MacOSXServerv10.3以降の「ワークグループマネージャ」を使用し
て、v10.3 より前のサーバのロック設定を表示することは避けてください。設定の情報が正しく
表示されない可能性があります。

15 共有ポイントに追加される新しいファイルとフォルダにデフォルトのUNIXアクセス権を割り当
てる方法を選択します：

Â 新しい項目が親項目のアクセス権を継承するように設定するときは、「上位のアクセス権を継

承」を選択します。

Â 特定のアクセス権を割り当てるときは、「アクセス権を割り当てる」を選択して、「オーナー」、

「グループ」、および「全員」ポップアップメニューを使用します。 

16 共有ポイントへのAFPアクセスを拒否するには、「AFP」で「この項目をAFP で共有」の選択を解
除します。

17 共有ポイントへのNFSアクセスを拒否するには、「NFS」で「この項目とその内容の書き出し先」
の選択を解除します。

18 共有ポイントへのFTPアクセスを拒否するには、「FTP」で「この項目をFTPで共有」の選択を解
除します。

19 「OK」をクリックして「プロトコルオプション」ダイアログを閉じてから、「保存」をクリック
します。

コマンドラインから
共有ポイントを設定するときは、「ターミナル」で sharing コマンドを使用することもできます。

詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line Administration）」のファイルサービスの章
を参照してください。
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ホームフォルダを管理する
「ワークグループマネージャ」を使用して、ホームフォルダの場所をユーザアカウントに割り当

てることができます。ホームフォルダの場所を割り当てるには、共有ポイントを作成する必要が

あります。共有ポイントを作成する手順については、120ページの「共有ポイントを設定する」
を参照してください。

ホームフォルダを指定しない
「ワークグループマネージャ」を使用して、ホームフォルダのあるユーザアカウントをホームフォ

ルダのないユーザアカウントに変更できます。デフォルトでは、新規ユーザにはホームフォルダ

はありません。ホームフォルダのないユーザは、ファイルをローカルに保存できません。

重要：ポータブル・ホームディレクトリにはネットワーク・ホームフォルダを指定する必要があ
ります。

ホームフォルダの定義を解除するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 ユーザアカウントが保管されているディレクトリドメインを開いて、ドメインの管理者として認

証します。

ディレクトリドメインを開くために、地球のアイコンをクリックしてポップアップメニューから

選択します。認証を行うには、カギをクリックします。

3 ユーザボタンをクリックし、ユーザアカウントを1つ以上選択します。

4 「ホーム」をクリックし、リストで「（なし）」を選択します。

5 「保存」をクリックします。

ローカルユーザのホームフォルダを作成する
「ワークグループマネージャ」を使用して、サーバのローカル・ディレクトリ・ドメインにアカ

ウントが保管されているユーザに対して、ホームフォルダを定義できます。

ローカル・ユーザ・アカウントは、スタンドアロンサーバ（ネットワークからアクセスできない

サーバ）で使用したり、サーバ上の管理者アカウントが使用します。これらのアカウントは、ロー

カルユーザがサーバにログインするときに使用するアカウントです。ネットワークユーザが使用

するためのものではありません。

ローカルユーザのホームフォルダは、ユーザアカウントが置かれているサーバ上の共有ポイント

に保管する必要があります。これらの共有ポイントは、自動マウント可能である必要はありませ
ん（つまり、ネットワーク・マウント・レコードは必要ありません）。

ホームフォルダには、ユーザの最初のショートネームと同じ名前が付きます。

ローカルユーザのホームフォルダを作成するには：
1 まだ共有ポイントがない場合は、作成します。

手順については、120ページの「共有ポイントを設定する」を参照してください。
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2 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックしてから、操作したいユーザアカウ
ントを選択します。

ローカル・ユーザ・アカウントを選択するには、地球のアイコンをクリックし、ローカル・ディ

レクトリ・ドメインを選択し、ユーザボタンをクリックしてから、アカウントリストでユーザア

カウントを選択します。

3 カギをクリックし、ローカル・ディレクトリドメインの管理者として認証します。

4 「ホーム」をクリックして、選択したユーザのホームフォルダを設定します。

5 使用したいフォルダが共有ポイントの場合には、それを選択します。

このリストには、接続しているサーバ上のすべての共有ポイントが表示されます。

6 フォルダが共有ポイントでない場合は、追加（＋）ボタンをクリックしてから、ダイアログの

「フルパス」フィールドにフォルダへのパスを入力し（ほかの2 つのフィールドは空白のままに
します）、「OK」をクリックします。

たとえば、ローカルの「/ユーザ」フォルダを使用したい場合は、次のように入力します：

/ユーザ/ユーザのショートネーム

ユーザのショートネームは、ユーザのショートネームに置き換えます。

末尾にスラッシュを使用しないでください。

7 （省略可能）ディスク・クオータを入力し、MB（メガバイト）またはGB（ギガバイト）を指定します。

8 「今すぐホームを作成」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

「今すぐホームを作成」をクリックしないで「保存」をクリックした場合は、ユーザが次にリモー

トログインしたときにホームフォルダが作成されます。ただし、クライアントの種類によっては、

共有ポイントを運用するサーバにローカルドメインから接続できないことがあります。

MacOSX クライアントの共有ポイントの設定手順については、127ページの「ネットワーク・
ホームフォルダを作成する」を参照してください。

コマンドラインから
ローカルユーザのホームフォルダを作成するときは、「ターミナル」で createhomedir コマンド

を使用することもできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のユーザとグループの章を参照してください。

ネットワーク・ホームフォルダを作成する
「ワークグループマネージャ」で、共有ディレクトリドメインに保管されているユーザアカウン

トのネットワーク・ホームフォルダを設定します。

ユーザのネットワーク・ホームフォルダは、ユーザのコンピュータがアクセスできるAFP 共有
ポイントまたはNFS共有ポイントに配置できます。
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この共有ポイントは自動マウント可能でなければなりません。つまり、ディレクトリドメインに

ネットワーク・マウント・レコードが必要です。自動マウント可能な共有ポイントを設定すると、

クライアントコンピュータから共有ポイントとホームフォルダを検出できるようになります。ま

た、MacOSXコンピュータが共有ドメインにアクセスするように構成されている場合には、ユー
ザがそのコンピュータにログインしたときに、その共有ポイントのサーバが「/ ネットワーク /
Servers」に表示されます。

「ワークグループマネージャ」を使用して、OpenDirectory ドメイン、または使用中のサーバか
らアクセスできるほかの読み出し／書き込みディレクトリドメインにアカウントが保管されて

いるユーザに対して、ネットワーク・ホームフォルダを作成できます。また、「ワークグループ

マネージャ」を使用して、アクセス可能な読み込み専用ディレクトリドメインにあるホームフォ

ルダの情報を確認することもできます。

AFP共有ポイントまたはNFS共有ポイントのネットワーク・ホームフォルダを作成するには：
1 共有ポイントがホームフォルダを配置したいサーバ上に存在し、ホームフォルダ用に構成された

ネットワーク・マウント・レコードがその共有ポイントにあることを確認します。

手順については、120ページの「自動マウント可能なAFP 共有ポイントをホームフォルダに設定
する」または122ページの「自動マウント可能なNFS 共有ポイントをホームフォルダに設定す
る」を参照してください。

2 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックしてから、操作したいユーザアカウ
ントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントが保管されているサーバに接続し、地球のアイコンをク

リックし、ユーザアカウントが保管されているディレクトリドメインを選択し、ユーザボタンを

クリックして、アカウントリストからユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「ホーム」をクリックしてから、使用したい共有ポイントを共有ポイントリストで選択します。

このリストには、接続しているサーバの検索方式に含まれる共有ポイントのうち、ネットワーク

からアクセスできる自動マウント可能なすべての共有ポイントと、ディレクトリドメイン内のカ

スタム・ホームフォルダの場所が表示されます。

選択したい共有ポイントが表示されない場合は、「リフレッシュ」をクリックしてみてください。

それでも表示されない場合は、その共有ポイントが自動的にマウントされない可能性がありま
す。手順1 の説明のように、ホームフォルダ用に構成されたネットワーク・マウント・レコード
を共有ポイントに置くか、129ページの「ホームフォルダを独自の場所に作成する」の説明のよ
うに、カスタム・ホームフォルダの場所を作成してください。

5 （省略可能）ディスク・クオータを入力し、MB（メガバイト）またはGB（ギガバイト）を指定します。
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6 「今すぐホームを作成」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

AFP 共有ポイントの場合は、「今すぐホームを作成」をクリックしないで「保存」をクリックす
ると、ユーザが次にリモートログインしたときにホームフォルダが作成されます。NFS 共有ポイ
ントの場合は、「今すぐホームを作成」をクリックしてから「保存」をクリックすることを求め

られます。

ホームフォルダには、ユーザの最初のショートネームと同じ名前が付きます。

7 ホームフォルダが新しいNFS共有ポイントにある場合は、ユーザがコンピュータを再起動して共
有ポイントが表示されることを確認してください。

このユーザが SSH を使ってログインし、コマンドラインからサーバにアクセスすると、ユーザ
のホームフォルダがマウントされます。

コマンドラインから
ネットワーク・ホームフォルダを作成するときは、「ターミナル」で createhomedirコマンドを

使用することもできます。詳しくは、「コマンドライン管理（Command-Line
Administration）」のユーザとグループに関する章を参照してください。

ホームフォルダを独自の場所に作成する
ユーザのホームフォルダは、共有ポイントフォルダに置く必要はありません。たとえば、共有ポ

イントにいくつかのサブフォルダを作成することで、ホームフォルダの場所を整理することがで

きます。「/Homes」が共有ポイントフォルダの場合は、教師のホームフォルダを「/Homes/
Teachers」に置き、生徒のホームフォルダを「/Homes/Students」に置くことができます。

ユーザのアカウントはサーバのローカル・ディレクトリ・ドメインまたは共有ディレクトリドメ

インに保管されますが、ユーザのホームフォルダの場所は「ワークグループマネージャ」を使用

して独自に定義できます。共有ディレクトリドメインは、OpenDirectory ドメインまたはそれ
以外の読み出し／書き込みディレクトリドメインのどちらでもかまいませんが、使用している

サーバからアクセスできる場所にある必要があります。

独自の場所にホームフォルダを作成するには、共有ポイントを正しく構成する必要があります。

ローカル・ユーザ・アカウントのホームフォルダの共有ポイントは、ユーザアカウントが置かれ

ているサーバの AFP 共有ポイントに配置する必要があります。この共有ポイントは、自動マウ
ント可能である必要はありません。つまり、ディレクトリドメインにネットワーク・マウント・

レコードは必要ありません。

ユーザアカウントのホームフォルダが共有ディレクトリドメインに置かれている場合は、ユーザ
のコンピュータがアクセスできる共有ポイントに共有ポイントを配置できます。この共有ポイン

トは、自動マウント可能でなければなりません。また、ホームフォルダに使用するNFS 共有ポ
イントも、自動マウント可能でなければなりません。

手順については、120ページの「自動マウント可能なAFP 共有ポイントをホームフォルダに設定
する」または122ページの「自動マウント可能なNFS 共有ポイントをホームフォルダに設定す
る」を参照してください。
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重要：以下の手順を実行するには、MacOSXServerv10.4.3以降が必要です。

ワークグループマネージャを使用してカスタム・ホームフォルダを作成するには：
1 共有ポイントが存在し、正しく構成されていることを確認します。

2 ホームフォルダを共有ポイントの下のフォルダのすぐ下に置くには、「ワークグループマネー

ジャ」または「Finder」を使用して、共有ポイントとホームフォルダを配置する場所の間のパス
にすべてのフォルダを作成します。

3 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックしてから、操作したいユーザアカウ
ントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントが保管されているサーバに接続し、地球のアイコンをク

リックし、ユーザアカウントが保管されているディレクトリドメインを選択し、ユーザボタンを

クリックしてから、ユーザアカウントを選択します。

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 「ホーム」をクリックします。

6 カスタム・ホームフォルダの場所を追加するときは、追加（＋）ボタンをクリックします。既存

のカスタム・ホームフォルダの場所をコピーするときは、場所を選択して複製（コピーアイコン）

ボタンをクリックします。

7 「MacOSXServer／共有ポイントのURL」フィールドに対して、ホームフォルダを置きたい自動
マウント可能な既存のAFP 共有ポイントへの完全なURLを入力します。NFS共有ポイントの場
合は、このフィールドは空白のままにします。

たとえば、AFP共有ポイントが「/Homes」で、DNS を使用している場合は、
「afp://server.example.com/Homes」と入力します。DNS を使用していない場合は、ホームフォ
ルダを運用しているサーバのDNS名を、サーバのIPアドレスと置き換えます：
「afp://192.168.2.1/Homes」。URLの末尾にスラッシュ（/）を付けないでください。

8 「ホームフォルダへのパス」フィールドに、AFP 共有ポイントからホームフォルダへのパスを入
力します。このとき、ホームフォルダは入力しますが、共有ポイントは入力しないでください。

NFS 共有ポイントの場合は、このフィールドは空白のままにします。

たとえば、独自の「/Homes/Teachers/SecondGrade/」という場所にユーザ「Smith」のホーム
フォルダを作成するときは、「Teachers/SecondGrade/Smith」と入力します。独自のフォルダ
が存在することを確認してください。

パスの先頭または末尾にスラッシュ（/）を入力しないでください。

9 「フルパス」フィールドに、ホームフォルダへのフルパスを次の書式で入力します。ホームフォ
ルダそのものも含めてください：

[/ネットワーク/Servers/サーバのホスト名/][Volumes/[ドライブ/]ボリューム/]共有ポイン
ト/パス

角かっこ（[]）内のエントリーは省略可能です。これらは、共有ポイントの場所がそのような場
合にのみ含めてください。ローカル・ユーザ・アカウント用の共有ポイントの場合は、「/ネット
ワーク/Servers/サーバのホスト名」を含めないでください。
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次の要素を置き換えてください：

先頭にスラッシュ（/）を入力し、末尾にはスラッシュを入力しないでください。

たとえば、次のパスは、ローカルユーザのカスタム・ホームフォルダのフルパスです：  

「/Homes/Teachers/SecondGrade/Smith」

次のパスは、server.example.comにあるサーバに保管されている「Hard-Drive」ボリューム内
のカスタム・ホームフォルダのパスです：

/ネットワーク/Servers/server.example.com/Volumes/Hard-Drive/Homes/Teachers/
SecondGrade/Smith

「external-HD」と言う名前の外部ドライブにある「HomeFolders」という名前のボリュームを
カスタム・ホームフォルダの場所として使用した場合は、フルパスは次のようになります：

/ネットワーク/Servers/server.example.com/Volumes/external-HD/HomeFolders/Homes/
Teachers/SecondGrade/Smith



10 「OK」をクリックします。

11 （省略可能）ディスク・クオータを入力し、MB（メガバイト）またはGB（ギガバイト）を指定します。

12 「今すぐホームを作成」をクリックしてから、「保存」をクリックします。

「今すぐホームを作成」をクリックしないで「保存」をクリックした場合は、ユーザが次にクラ

イアントコンピュータにログインしたときにホームフォルダが作成されます。

参考：ユーザがはじめてログインしたときにホームフォルダが作成されるのは、AFPサーバまた
はSMBサーバから共有ポイントが提供される場合だけです。NFS ホームフォルダは手動で作成
する必要があります。

Windowsユーザ用のホームフォルダを設定する
「ワークグループマネージャ」を使用して、Windows ユーザがWindowsドメインにログインし
たときにマウントされるネットワーク・ホームフォルダを設定できます。このネットワーク・

ホーム・フォルダは通常、Windows ユーザがMacOSX コンピュータにログインした場合にも
マウントされます。必要に応じて、別のホームフォルダを設定することもできます。

ホームフォルダは、既存の共有ポイントに作成できます。つまり、定義済みの共有ポイントであ

る「/ユーザ」フォルダに作成できます。

要素 方法

サーバのホスト名 AFPサーバのホスト名に置き換えます。

ドライブ 共有ポイントが複数の記憶装置を持つサーバにある場合は、記憶装置の名
前に置き換えます。

ボリューム 共有ポイントが複数のボリュームを持つサーバにある場合は、共有ポイン
トがあるボリュームの名前に置き換えます。

共有ポイント 共有ポイントの名前に置き換えます。

パス 前の手順で入力したパスに置き換えます。
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ホームフォルダを新しい共有ポイントに作成するには、まず共有ポイントを作成します。
Windows ホームフォルダ用の共有ポイントは、Windows ドメイン・メンバー・サーバまたは
PDCサーバに置き、SMB プロトコルを使用する必要があります。

手順については、124ページの「SMB共有ポイントを設定する」を参照してください。

共有ポイントをMacOSX ホームフォルダとして使用する場合は、AFP またはNFSも使用する
必要があり、さらにネットワーク・マウント・レコードをホームフォルダ用に構成する必要があ

ります。

ユーザアカウント用のWindowsホームフォルダは、MacOSXServerPDCLDAPディレクトリ
内に設定してください。BDCがある場合は、 PDC サーバへの変更はBDCに複製されます。

既存の共有ポイントにホームフォルダを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、ホームフォルダを設定したいユーザアカウントを開きます。

アカウントを開くには、「アカウント」をクリックし、ツールバーの下にある地球のアイコンを

クリックして、PDCLDAPディレクトリを開きます。

ホームフォルダの情報を編集するには、カギをクリックしてLDAPディレクトリドメインの管理
者として認証を行い、ユーザリストからユーザを選択します。

2



Windows用のネットワーク・ホームフォルダをMacOSX用としても使用したい場合は、「ホー
ム」をクリックし、使用する共有ポイントを指定してから、次の操作を行います：

Â 共有ポイントのリストで、「/ ユーザ」または使用したい共有ポイントを選択してから、「今す
ぐホームを作成」をクリックします。

「/ ユーザ」を選択したいけれどもリストに表示されていない場合は、追加（＋）ボタンをク
リックしてから、「フルパス」フィールドに次のように入力します：

/ユーザ/ユーザのショートネーム

「ユーザのショートネーム」は、構成しているユーザアカウントの最初のショートネームに置
き換えます。

Â（省略可能）ユーザのホームフォルダのディスク・クオータを入力し、MB（メガバイト）また
はGB（ギガバイト）を指定します。

重要：ユーザのローミングプロファイルがホームフォルダと同じボリュームにある場合には、
このクオータはローミングプロファイルにも適用されます。作業セッション全体で、このク

オータが両方のフォルダの要件を満たしている必要があります。ユーザのプロファイルフォル

ダには、「MyDocuments」フォルダとInternetExplorerのキャッシュが含まれていて、これ
らはかなりのディスク領域を消費する可能性があります。詳しくは、134ページの「Windows
ユーザがデータを失わないようにディスク・クオータを設定する」を参照してください。
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3 「Windows」をクリックし、「パス」フィールドにホームフォルダの場所を入力します：

Â



WindowsログインとMacOSXログインで同じホームフォルダを使用するときは、「パス」を
空白のままにします。このホームフォルダのUNC パスを指定するときには、共有ポイントを
含めなくてもかまいません：  
\\サーバ名\ユーザのショートネーム

「サーバ名」は、共有ポイントが置かれているPDC サーバまたはWindows ドメイン・メン
バー・サーバのNetBIOS 名に置き換えます。サーバのNetBIOS 名を表示するには、「サーバ
管理」を開いて「サーバ」リストの「SMB」をクリックします。次に、「設定」をクリックし、
「一般」をクリックして、「コンピュータ名」フィールドを確認します。

「ユーザのショートネーム」は、構成しているユーザアカウントの最初のショートネームに置
き換えます。

Â 別のSMB共有ポイントを指定するときは、共有ポイントを含めてUNCパスを入力します：
\\サーバ名\共有名\ユーザのショートネーム

「共有名」は、共有ポイントの名前に置き換えます。 

4 「ハードディスク」ポップアップメニューから、ドライブ文字を選択します。

デフォルトのドライブ文字はHです。Windowsでは、ドライブ文字を使用して、マウントする
ホームディレクトリを識別します。

5 「保存」をクリックします。

6 「パス」フィールドが空白でない場合は、指定した共有ポイントにユーザのホームフォルダ用の
フォルダが含まれていることを確認してください。

フォルダの名前は、ユーザの最初のショートネームと一致している必要があります。ユーザは、

そのフォルダの読み出し／書き込みアクセス権を持っている必要があります。

「パス」フィールドが空白の場合は、ホームディレクトリの共有ポイントにユーザのホームフォ

ルダを含める必要はありません。この場合、MacOSXServer によって、「ホーム」パネルに指
定されている共有ポイントにホームフォルダが作成されます。

ディスク・クオータを設定する
ユーザのホームフォルダがあるボリュームに対して、ユーザがファイルを保存できるディスク領

域の制限を設定できます。
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このクオータは、ユーザのドロップボックスに保存されるすべてのファイルなど、ユーザのホー

ムフォルダがあるボリュームに保存されるすべてのファイルに適用されます。つまり、別のユー

ザのドロップボックスにファイルを保存すると、そのユーザのディスク・クオータに影響し、さ

らに次のようなことが起こります：

Â ファイルをユーザのAFPドロップボックスにコピーするとき、ドロップボックスのオーナーは
ファイルのオーナーになります。

Â


NFS では、ファイルを別のフォルダにコピーするとオーナーはそのまま残り、コピー操作に

よって特定のパーティションのディスク・クオータが減少します。

ワークグループマネージャを使用してホームフォルダの共有ポイントのディスク・クオータを設
定するには：

1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 操作するアカウントを選択します。

アカウントを選択するには、アカウントが保管されているサーバに接続し、地球のアイコンをク

リックし、ユーザアカウントが保管されているディレクトリドメインを選択し、ユーザボタンを

クリックしてから、ユーザアカウントを選択します。

3 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

4 「ホーム」をクリックして、「ディスクのクオータ」フィールドとその横にあるポップアップメ
ニューを使用してディスク・クオータを指定してから、「保存」をクリックします。

5 共有ポイントがマウントされているボリューム上で、指定したディスク・クオータが使用可能に

なっていることを確認します。

6 「サーバ管理」で、ホームフォルダを運用するサーバを選択してから、「ファイル共有」をクリッ
クします。

7 「ボリューム」をクリックしてから、ホームフォルダが保管されているボリュームを選択します。

8 「クオータ」をクリックし、「このボリューム上でクオータを有効にする」を選択してから、「保
存」をクリックします。

Windowsユーザがデータを失わないようにディスク・クオータを設定する
Windows ユーザのローミング・プロファイル・フォルダに適用されるディスク・クオータは、
作業セッションでユーザが保存するデータ量を予測して、その要件に対応できる大きさである必

要があります。

警告：モバイルアカウントを持つユーザにディスク・クオータを設定した場合は、ユーザの
ネットワーク・ホームフォルダだけに適用されます。ユーザのローカル・ホームフォルダには

クオータ制限は適用されません。クオータの設定が低すぎると、同期に問題が発生したり、

データが失われることがあります。たとえば、クオータを250MBに設定しているのに、ユー
ザのローカル・ホームフォルダに500MB が使用されている場合には、モバイルアカウントに
はフォルダ全体が同期されません。ホームフォルダの同期は250MBのクオータに到達すると
中止され、同期されないファイルはローカルに残ります。そのユーザが別のコンピュータにロ

グインして同期した場合にも、ネットワーク・ホームフォルダから同期されるのは250MB の
データだけです。
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MacOSXServerPDC は、作業セッションの最後にユーザがログアウトして、Windows コン
ピュータによってローカルプロファイルがサーバ上のローミングプロファイルにコピーされて

から、クオータをローミング・プロファイル・フォルダに適用します。

コピーされたローカルプロファイルがクオータを超過した場合は、ユーザがログインしてから

ローカルプロファイルに行った変更はローミングプロファイルに反映されません。

ユーザのディスク・クオータが適用されてそのユーザのローミングプロファイルが更新されな

かった場合に、そのユーザが後で別のWindowsコンピュータを使ってログインすると、サーバ
にある古いローミングプロファイルが適用される可能性があります。

クオータを部分的にローミング・プロファイル・フォルダに適用することはできません。作業

セッション中は、ローカルプロファイルだけが更新されるためです。（ホームフォルダへの変更

には、クオータが部分的に適用されます。）

ローミング・プロファイル・フォルダとホームディレクトリが同じボリューム上にある場合は、

ローミング・プロファイル・フォルダにはホームディレクトリと同じディスク・クオータが適用

されます。ユーザのプロファイルディレクトリがユーザのホームディレクトリと異なるボリュー

ム上にある場合、またはホームディレクトリにディスク・クオータが適用されていない場合には、

プロファイルディレクトリにはディスク・クオータは適用されません。

ローミング・プロファイル・ディレクトリに適用されるクオータはホームディレクトリにも適用

されるので、クオータは作業セッション全体の要件だけでなくユーザのホームフォルダの要件も

満たしている必要があります。ユーザのプロファイルフォルダには、「MyDocuments」フォル
ダと InternetExplorer のキャッシュが含まれていて、これらはかなりのディスク領域を消費す
る可能性があります。

クオータには次の領域以上の領域を設定することをお勧めします：

Â


Windowsワークステーションだけからログインするユーザの場合は、10MB

Â


WindowsコンピュータおよびMacOSXコンピュータからログインするユーザの場合は、
20MB

デフォルトのホームフォルダを選択するためのプリセットを使用する
新規ユーザに使用するデフォルトのホームフォルダ設定を定義するときに、それらを事前に定義

するためのプリセットを使用できます。プリセットの定義と使いかたについて詳しくは、62ペー
ジの「プリセットを使用してアカウントを作成する」を参照してください。

ホームフォルダを移動する
ホームフォルダを移動するときは、新しいホームフォルダを作成し、古いホームフォルダの内容
を新しいホームフォルダにコピーしてから、古いホームフォルダを削除します。

ホームフォルダを削除する
ユーザアカウントを削除しても、それに関連付けられているホームフォルダは削除されません。

管理者が、ホームフォルダを「ゴミ箱」に入れて手動で削除する必要があります。
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8 ノート型コンピュータを管理する

この章では、ノート型コンピュータの管理に使用できるツールについ
て説明します。

MacOSXServerでは、ノート型コンピュータで使用するためのモバイルアカウントを作成して
管理することができます。

モバイルアカウントについて
ノート型コンピュータを使用する組織では、モバイルアカウントをユーザに割り当てます。これ

により、ユーザの環境設定を管理し、ローカルリソースやネットワークリソースへのアクセスレ

ベルを制御できます。モバイルアカウントはノート型コンピュータ用に設計されているので、

ローカルアカウントまたはネットワークアカウントと比べて多くの利点があります。

モバイルアカウントには、ネットワーク・ホームフォルダとローカル・ホームフォルダがありま

す。2種類のホームフォルダがあることで、ユーザはローカルアカウントとネットワークアカウ
ントの機能を使って両方の利点を享受できます。2 つのホームフォルダにある特定のフォルダを
同期して、ポータブル・ホームディレクトリを作成できます。

同期することにより、ユーザはネットワークに接続するときに最新の更新済みファイルにアクセ

スすることになります。ユーザが別のコンピュータでファイルを変更した場合でも、ネットワー

クに接続して同期することで、コンピュータに最新の同期済みファイルが取得されます。

モバイルアカウントでは、認証情報と管理された環境設定もキャッシュされます。ユーザの認証

情報はディレクトリサーバ上で管理されますが、そのキャッシュはローカルコンピュータに保管

されます。認証情報がキャッシュされることにより、ユーザはネットワークに接続していなくて

も同じユーザ名とパスワードを使用してログインすることができます。

たとえば、ある生徒がモバイルアカウントを持っている場合には、その生徒のユーザアカウント、

ワークグループ、およびコンピュータに定義されているログイン名、パスワード、および環境設

定は、学校でも家でも変わりません。これらの項目を変更した場合には、ローカルの項目はユー

ザが学校でログインしたときに更新されます。
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ポータブル・ホームディレクトリについて
ポータブル・ホームディレクトリは、ユーザのローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホー

ムフォルダが同期されるホームフォルダです。どちらのフォルダを同期するか、およびどのくら

いの頻度で同期するかを構成できます。ユーザが同期を開始することもできます。主要なフォル

ダを同期することで、ユーザはネットワークに接続していなくても作業でき、同じ作業環境を利

用できます。

ユーザのローカル・ホームフォルダは定期的（ログイン時とログアウト時）に同期されるだけな

ので、モバイルアカウントではネットワークトラフィックが減少し、サーバにアクセスする必要

のあるユーザの接続速度が向上します。

キャッシュはローカルの一時ファイルに保管されます。これにより、ファイルがWebページのよ
うにキャッシュされるので、ネットワークおよび各コンピュータのパフォーマンスが向上します。

MacOSXv10.3 のモバイルアカウントでは、ローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホーム
フォルダは同期されませんでした。同期が導入されるまで、ポータブル・ホームディレクトリは

存在しませんでした。MacOSXv10.3 を搭載したコンピュータを管理するときにも、ユーザにモ
バイルアカウントを割り当てることはできますが、ホームフォルダは同期されませんでした。

ユーザのコンピュータ上にあるローカル・ユーザ・アカウントとOpenDirectoryサーバ上にあ
るネットワーク・ユーザ・アカウントのGUIDは同じなので、ユーザがローカル・ユーザ・アカ
ウントを使ってログインしても（ネットワーク接続を解除しているとき）、ネットワーク・ユー

ザ・アカウントを使ってログインしても、ファイルアクセス権は変わりません。

アカウントがActiveDirectoryドメインに保管されているユーザに、モバイルアカウントを割り
当てることができます。モバイルアカウントの同期設定を管理するときは、ActiveDirectory ス
キーマを継承して、OpenDirectory の属性をそのまま関連付けます。

モバイルアカウントは2つの方法で作成できます：
Â「ワークグループマネージャ」を使用してユーザアカウントの同期を有効にします

Â ネットワークユーザがモバイルアカウントを作成することを許可します

「ワークグループマネージャ」を使用して同期を有効にする手順については、210ページの「モ
バイルアカウントを作成する」を参照してください。

ネットワークアカウントを持つユーザに自分のコンピュータへの管理アクセス権を許可すれば、

モバイルアカウントを作成することができ、これによってポータブル・ホームディレクトリが作

成されます。これらのユーザの同期設定は、「モバイル環境」環境設定の「ルール」パネルで管
理できます。

ユーザがモバイルアカウントを作成することを禁止するために、「システム環境設定」の「アカウ

ント」を非表示にすることができます。特定の「システム環境設定」へのアクセスを拒否する手

順については、233ページの「システム環境設定へのアクセスを管理する」を参照してください。
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ユーザがモバイルアカウントを作成できないように「モバイル環境」環境設定を管理することも

できます。「モバイル環境」環境設定を管理する手順については、211ページの「モバイルアカウ
ントの作成を取り消す」を参照してください。

モバイルアカウントにログインする
ポータブル・ホームディレクトリを作成したユーザがモバイルアカウントにログインする場合、

その手順はローカルアカウントにログインする手順に似ています。アカウントを選択してから正

しいパスワードを入力すると、ログインが完了します。アカウントが表示されない場合は、ユー

ザがログイン名とパスワードを入力する必要があります。ログイン時とログアウト時の同期を有

効にした場合は、ユーザのフォルダが同期され、ユーザのデスクトップが表示されます。

モバイルアカウントとポータブル・ホームディレクトリを持たないユーザの場合は、認証後にい

くつかの別の手順が必要になります。モバイルアカウントを作成したときの設定によって、次の

いずれかの状態になります：

Â「モバイルアカウントを作成する前に確認を要求」の選択を解除した場合は、モバイルアカウ

ントが作成されます。

Â「モバイルアカウントを作成する前に確認を要求」を選択した場合は、確認ダイアログが表示

され、ポータブル・ホームディレクトリを作成するか、後で作成するか、またはポータブル・

ホームディレクトリを作成せずにダイアログを無効するか（Option キーを押したままログイ
ンすると再度表示されます）を選択できます。

「モバイル環境」オプションでユーザがローカル・ホームフォルダの保管先ボリュームを選択す

ることを許可することもできます。その場合、ユーザはモバイルアカウントを作成する前に、ロー

カル・ホームフォルダの保管先を選択する必要があります。

ユーザがログアウトするかネットワーク接続を解除しても、モバイルアカウントはコンピュータ

上に残ります。接続が解除されていても、ユーザはそのアカウントにログインできます。

参考：有効期限を設定したモバイルアカウントが使用されなくなった場合、またはローカル管理
者がアカウントを削除した場合、そのアカウントのローカル・ホームフォルダは削除されます。

ローカル・ホームフォルダが削除されると、モバイルアカウントのユーザはネットワークからロ

グインできなくなります。

ログインウインドウには、次の要素に基づいてモバイルアカウントの一覧が表示されます：

Â ログインウインドウの設定

Â コンピュータにインストールされているMacOSX のバージョン
Â モバイルアカウントのローカル・ホームフォルダがコンピュータ上にあるかどうか

詳しくは、196ページの「ログインウインドウの外観を変更する」を参照してください。

外部アカウントは、特別な種類のモバイルアカウントで、通常のモバイルアカウントとはログイ
ン方法が異なります。詳しくは、次のセクションを参照してください。
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同期の競合を解決する
ユーザのファイルやフォルダを同期するときに、ユーザのローカル・ホームフォルダ内のファイ

ルとネットワーク・ホームフォルダ内のファイルの内容が一致していなくて、どちらを保存する

べきかが分からない場合には、同期の競合が発生することがあります。同期の競合は通常、モバ

イル・アカウント・ユーザが1台以上のコンピュータでファイルを変更したときに発生します。

同期の競合が発生するとダイアログが表示され、そこでどちらのファイルを同期するかをユーザ

が選択することができます。ユーザは、ローカル・ホームフォルダのファイルまたはネットワー

ク・ホームフォルダのファイルのどちらかを残すか、両方のファイルを残すかを選択できます。

ユーザは、ShiftキーとOption キーを押したままログインすることで、同期履歴をリセットでき
ます。同期情報をリセットした後に同期の競合が発生すると、同期の競合のダイアログが再度表

示され、どちらのファイルを同期するかを確認されます。

外部アカウントについて
外部アカウントは、外部ドライブ上のボリュームにローカル・ホームフォルダが保管されてい

るモバイルアカウントのことです。ポータブル・ホームディレクトリは、その外部ドライブに

保管されているローカル・ホームフォルダとユーザのネットワーク・ホームフォルダから作成

されます。

ローカル・ホームフォルダが保管されている外部ドライブに接続したユーザは、コンピュータ上

にモバイルアカウントとローカル・ホームフォルダを持っている場合と同じように、ログインし

てアカウントを使用することができます。ログインウインドウにアカウントリストが表示される

場合は、ユーザは自分のアカウントを選択できます。ログインウインドウに名前とパスワードの

フィールドが表示される場合は、ユーザは自分の名前とパスワードを入力できます。

外部アカウントには、MacOSXv10.5 以降と、MacOSX 拡張フォーマット（HFSPlus）とし
てフォーマットされた外部ボリュームまたは取り出し可能ボリュームが必要です。

外部アカウントがノート型コンピュータに保管されているユーザは、ノート型コンピュータをク

ライアントコンピュータに接続する前に、ノート型コンピュータをターゲット・ディスク・モー

ドで開始する必要があります。ノート型コンピュータがターゲット・ディスク・モードのときは、

そこに保管されているモバイルアカウントはすべて外部アカウントになります。

ユーザがログインした後は、MacOSXにはログインに使用した外部アカウントだけが表示され
ます。「アカウント」システム環境設定でアカウントリストを表示すると、ユーザの外部アカウ

ントは表示されますが、ほかの外部アカウントは表示されません。

同様に、ファストユーザスイッチ・メニューには、クライアントコンピュータにローカル・ホー

ムフォルダがあるすべてのアカウントが表示されます。ファストユーザスイッチ・メニューから

「ログインウインドウ」を選択すると、すべての外部アカウントがファストユーザスイッチのロ

グインウインドウに表示されます。

外部アカウントユーザのホームフォルダは外部ボリュームにあるので、外部アカウントユーザは

外部ボリュームが存在するときにだけファイル共有を使用できます。
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MacOSXv10.5以降のすべてのモバイルアカウント（外部アカウントを含みます）では、FileVault
を使用してローカル・ホームフォルダの内容を暗号化できます。詳しくは、212ページの「モバ
イルアカウントのFileVaultを有効にする」を参照してください。

外部アカウントの作成については、216ページの「外部アカウントを作成する」を参照してくだ
さい。

外部アカウントにログインする
外部ドライブ上にローカル・ホームフォルダがあり、外部アカウントを許可しているコンピュー

タに接続している場合は、ユーザはモバイルアカウントにログインするときと同じように外部ア

カウントにログインできます。

外部ドライブ上にローカル・ホームフォルダがない場合、または外部アカウントが許可されてい

ない場合には、外部アカウントでログインする前に、さらにいくつかの手順を行う必要がありま

す。コンピュータ上にローカル・ホームフォルダを持っているユーザは、外部ドライブ上にロー

カル・ホームフォルダを作成することはできません。

ユーザが外部ドライブ上にローカル・ホームフォルダを持っていない場合でも、モバイルアカウ

ント作成オプションの場所の設定によっては、ローカル・ホームフォルダの保管先をユーザが選

択できることがあります：

Â 場所を「ユーザが選択」に設定した場合は、ウインドウが表示されて、ユーザはそこでローカ

ル・ホームフォルダの保管先を選択できます。保管先オプションをコンピュータまたは外部ド

ライブだけにするか、それらの両方にするかを選択できます。ユーザが外部ドライブを選択し

た場合は、ローカル・ホームフォルダは外部ドライブに作成されます。

Â 場所を「次のパス」に設定して外部ドライブへのパスを入力した場合は、ユーザが場所を選ぶ

ことはできません。

モバイルアカウント作成オプションの設定について詳しくは、216ページの「外部アカウントを
作成する」を参照してください。

ローカル・ホームフォルダを外部ドライブ上に作成した後は、モバイルアカウントが保管されて

いるディレクトリサーバにコンピュータが接続されていれば、ユーザはログインできます。ディ

レクトリサーバに接続されていない場合は、その外部アカウントがコンピュータへのアクセスを

許可されているかどうかが確認されます。

コンピュータへのアクセスを永続的に許可または拒否されていない外部アカウントの場合は、コ

ンピュータへのアクセスを許可するかどうかを確認するダイアログが表示されます。アクセスを
許可するときは、ローカルコンピュータの管理者として認証される必要があります。

アクセスを許可されている外部アカウントの場合は、ログインが行われます。アクセスを拒否さ

れたユーザは、ログインウインドウに戻ります。

ローカル管理者は、そのコンピュータへのアクセスを永続的に許可または拒否することができま

す。アクセスを永続的に拒否されているユーザは、Option キーを押したままログインすると、
ダイアログを再度表示できます。
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モバイルアカウントを運用するときの考慮事項と計画
モバイルアカウントを運用する前に、モバイルアカウントを使用することの長所と短所を注意深

く検討し、構成方法を入念に計画してください。

モバイルアカウントが適切に構成されている作業環境では、ユーザが複数の場所から簡単に最新

のファイルにアクセスでき、オフラインのときも管理された環境設定を利用でき、コンピュータ

がなくなったり破損したりした場合でもファイルのバックアップを取得できる上、ネットワーク

アカウントを使用するときに比べて消費されるネットワークトラフィックを少なくすることが

できます。

モバイルアカウントが適切に構成されていない場合は、サーバの負荷が大きくなり、ユーザのロ

グインまたはログアウトに時間がかかり、利用できるハードディスク領域がすべて使用されてク

ライアントコンピュータのパフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。

モバイルアカウントを使用することの長所
モバイルアカウントには、ローカルアカウントまたはネットワークアカウントを使用する場合に

比べて、いくつかの長所があります：

Â アプリケーションの一時ファイルがローカルにキャッシュされます。

Â モバイルアカウントでは、ネットワークトラフィックがネットワークアカウントの場合より少

なくなります。

Â モバイルアカウントを個別に管理できます。

Â ネットワーク接続を解除しているときでも、ユーザは自分のアカウントとファイルにアクセス

できます。

Â コンピュータまたは外部ドライブが失われたり破損した場合でも、ユーザはデータを回復でき

ます。

アプリケーションの一時ファイルがローカルにキャッシュされます
モバイル・アカウント・ユーザがアプリケーションを実行するときは、それらのアプリケーショ

ンの一時ファイルがローカルコンピュータにキャッシュされます。外部アカウントユーザがアプ

リケーションを実行するときは、それらのアプリケーションの一時ファイルが外部ドライブに

キャッシュされます。ネットワーク・アカウント・ユーザがアプリケーションを実行するときは、

それらのアプリケーションの一時ファイルはキャッシュされる代わりにネットワーク経由で転

送されます。

モバイルアカウントでは一時ファイルが繰り返し転送されないので、ほかの種類のアカウントよ
りパフォーマンスが向上する可能性が高く、アプリケーションの安定性も向上します。一部のア

プリケーションでは、ネットワーク・ホームフォルダおよびローカルにキャッシュされていない

一時ファイルに対応していません。モバイルアカウントを使用すると、ローカルアカウントを

持っていた場合と同じようにアプリケーションが動作します。
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モバイルアカウントでは、ネットワークトラフィックがネットワークアカウントの場合より少な
くなります
ネットワーク・アカウント・ユーザがファイルを保存すると、ネットワーク経由でファイルが転

送されます。ファイルを開くときも、ネットワーク経由でファイルが転送されます。モバイルア

カウントでは、ファイルはローカル（クライアントコンピュータまたは外部ドライブ）に保存さ

れるので、同期のときにだけファイルが転送されます。

同期によってファイルが転送されるのは、ローカルファイルまたはネットワークファイルの変更

時刻が、それらが最後に同期された時刻と異なる場合だけです。

モバイルアカウントでは一時ファイルがローカルにキャッシュされるので、ネットワークおよび

各コンピュータのパフォーマンスが向上します。ファイルがWeb ページのようにローカルに
キャッシュされるので、ネットワークトラフィックが少なくなります。

ユーザの同期設定を注意深く計画することで、ネットワークトラフィックを減らすこともできま

す。同期設定の計画方法については、145ページの「内容を同期するための計画」を参照してく
ださい。

モバイルアカウントを個別に管理できます
ネットワークアカウントと同様に、「ワークグループマネージャ」を使用して、各モバイルアカ

ウントの環境設定を管理し、アカウント属性を設定できます。

ローカルアカウントを持つユーザを管理するには、コンピュータをコンピュータグループに追加

する必要があります。これにより、そのコンピュータのすべてのローカルアカウントに適用され

る管理された環境設定を設定できますが、ローカルアカウントを個別に管理することはできなく

なります。特定のローカルアカウントを管理するには、ローカルコンピュータに個別にログイン

するか、「AppleRemoteDesktop」を使用する必要があります。

ネットワーク接続を解除しているときでも、ユーザは自分のアカウントとファイルにアクセスで
きます
モバイルアカウントのキャッシュされる認証およびポータブル・ホームディレクトリという2 つ
の主要機能により、ネットワーク接続を解除しているときでも、ユーザは自分のアカウントと

ファイルにアクセスできます。

モバイル・アカウント・ユーザは、ネットワーク接続を解除するときに認証をキャッシュしてお

けば、ノート型コンピュータまたは外部ドライブに保管されているローカル・ホームフォルダと、

コンピュータまたは外部ドライブが最後に接続していたときのログイン名とパスワードを使用
して、そのモバイルアカウントにログインできます。

一方、ネットワーク・アカウント・ユーザは、ネットワーク接続を解除しているときに自分のア

カウントにアクセスすることはできません。ユーザのパスワードをリモートから変更した場合に

は、そのユーザは次にネットワークに接続するときに、新しいパスワードを使って認証を行う必

要があります。

ポータブル・ホームディレクトリについては、138ページの「ポータブル・ホームディレクトリ
について」を参照してください。
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コンピュータまたは外部ドライブが失われたり破損した場合でも、ユーザはデータを回復できます
モバイルアカウントを持つユーザがノート型コンピュータまたは外部ドライブをなくしたり破

損してしまったときでも、新しいコンピュータを使ってログインすると、次に同期されるときに

前回同期されたすべてのファイルが復元されます。

モバイルアカウントを使用するときの考慮事項
モバイルアカウントにはローカルアカウントやネットワークアカウントに比べて多くの長所が

ありますが、モバイルアカウント固有のいくつかの構成要件にも対応する必要があります。それ

らを無視した場合には、ネットワーク管理者に解決してもらわなければならない問題が発生する

可能性があります。

次の点を考慮する必要があります：

Â 同期設定を適切に行わないと、ログインやログアウトに時間がかかるようになり、ホームフォ

ルダが一致しなくなることがあります。

Â 複数のユーザが同じコンピュータ上にモバイルアカウントを作成すると、ホームフォルダが増

えすぎる可能性があります。

Â モバイルアカウントでは、削除したファイルを同期によって復元することはできません。

Â


VPN（VirtualPrivateNetwork）接続経由でネットワークに接続しているときに、モバイルア
カウントは作成できません。

同期設定を適切に行わないと、ログインやログアウトに時間がかかるようになり、ホームフォル
ダが一致しなくなることがあります
大きなファイルの同期をログイン時およびログアウト時にだけ行うと、ユーザがログインおよび

ログアウトするときにかかる時間が大幅に長くなることがあります。ユーザが大きなファイルに

変更を加えた場合には、ファイルの同期が終わらないとログインまたはログアウトが完了しない

ことになります。

多数のユーザが大きなファイルに変更を加えて、帯域幅の限られたワイヤレスネットワークに同

時にログインした場合には、ネットワークの負荷が大きくなり、ログインの時間がさらに長くな

る可能性があります。

主要なフォルダを同期しない場合は、ホームフォルダが一致しなくなり、ユーザが混乱する可能

性があります。

たとえば、学校の管理者が、生徒の「~/書類」フォルダだけを同期することにしたとします。こ
の場合、生徒が宿題を「~/ 書類」フォルダに保存しないと、宿題は同期されません。生徒が別
のコンピュータにログインしたときは、自分の宿題にアクセスできません。また、「~/書類」に
保存されている宿題が「~/ ピクチャ」内のピクチャを参照している場合には、「~/ ピクチャ」
フォルダが同期されないために参照が機能しない可能性があります。
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複数のユーザが同じコンピュータ上にモバイルアカウントを作成すると、ホームフォルダが増え
すぎる可能性があります
キオスクコンピュータや研究室のコンピュータなどの共用コンピュータの場合は、ユーザがモバ

イルアカウントを作成するたびに、ローカル・ホームフォルダが作成されます。管理されていな

い場合には、コンピュータで利用できるハードディスク領域がすべて消費されてしまうことがあ

ります。

モバイルアカウントの有効期限を設定しておけば、一定期間使用されていないローカル・ホーム

フォルダを自動的に削除することができます。ホームフォルダを自動的に削除したくない場合

は、ネットワークアカウントまたは通常のローカルアカウントを使用することを検討してくださ

い。どちらのアカウントの場合も、ユーザはローカル・ホームフォルダを作成できません。

ゲストアカウントを設定した場合は、そのローカル・ホームフォルダの内容は、ユーザがログア

ウトするときに削除されます。

モバイルアカウントでは、削除したファイルを同期によって復元することはできません
モバイルアカウントでは、ユーザのファイルが2つの場所（ローカル・ホームフォルダとネット
ワーク・ホームフォルダ）に保管されますが、正式なバックアップシステムの必要性が失われる

わけではありません。

ユーザのポータブル・ホームディレクトリを構成すると、一部のフォルダが選択されて同期され

ます。この同期では、最後の同期から追加、変更、または削除されたファイルだけが対象になり

ます。

同期されない場所にユーザがファイルを保存した場合には、それらのファイルはローカルファイ

ルのままです。ユーザがファイルを削除してから同期した場合には、それらのファイルはローカ

ル・ホームフォルダおよびネットワーク・ホームフォルダから取り除かれます。

いくつかの正式なバックアップソリューションと異なり、最後の同期より前に保存されたファイ

ルなど、古いバージョンのファイルを回復することはできません。 

VPN（VirtualPrivateNetwork）接続経由でネットワークに接続しているときに、モバイルア
カウントは作成できません
モバイルアカウントは、ネットワークに直接接続しているときに作成する必要があります。モバ

イルアカウントを有効にした後に、VPNを使用してネットワークに接続し、モバイルアカウント
を同期できます。

内容を同期するための計画
管理者は「ワークグループマネージャ」を使って同期を有効にして構成し、ユーザは「アカウン

ト」環境設定を使って同期を構成できます。モバイルアカウントを作成する方法によって、同期

の機能に特徴があります：

Â 管理者が「ワークグループマネージャ」を使ってモバイルアカウントを作成するときは、ユー

ザのホームフォルダに含まれるすべてのフォルダを同期することができます。

Â ユーザが「アカウント」システム環境設定を使ってモバイルアカウントを作成するときは、「~/
デスクトップ」や「~/書類」などの最上位のフォルダだけを同期できます。
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バックグラウンドの同期は、管理者が設定した間隔で、またはユーザが手動で同期するときに実

行されます。デフォルトでは、管理者がバックグラウンドの同期を有効にすると、20 分ごとに
同期が実行されます。

一方のホームフォルダ内のファイルが変更されていて、もう一方のホームフォルダ内のファイル

が変更されていない場合には、新しいファイルによって古いファイルが上書きされます。最後の

同期から両方のファイルが変更されている場合には、ユーザはどちらのファイルを残すかを選択

することを求められます。

複数のコンピュータからアクセスされるファイルが含まれるフォルダでは、バックグラウンドの

同期を使って同期しないでください。次のような場合には、同期されていない古いファイルを

ユーザが読み込んでしまう可能性があります：

Â ユーザがあるコンピュータにファイルを保存し、そのファイルを別のコンピュータで読み込む

とします。そのファイルが最後に保存されてからサーバに同期されていない場合には、ユーザ

はサーバ上の古いファイルを読み込むことになります。

Â ファイルが同期されていないために、サーバ上にファイルが存在しない可能性があります。

ファイルを読み込む前にサーバに同期されていない場合には、ユーザはファイルを見つけるこ

とができないか、古いローカルファイルを読み込むことになります。

Â ユーザが同じモバイルアカウントを使って 2 つのコンピュータに同時にログインするとしま
す。これにより、2つのコンピュータに関する同期の問題が発生し、エラーメッセージが表示
される可能性があります。

ファイルの同期中はユーザのログインおよびログアウトに時間がかかるため、ログイン時とログ

アウト時の同期は注意深く管理する必要があります。ユーザのネットワーク接続が遅い場合、ま

たは多数のファイルや大きいファイルを同期する場合には、同期が完了するまではシステムを使

用できません。

ユーザの「~/ ライブラリ」フォルダの一部を同期したい場合は、ログインおよびログアウト時
の同期を使用する必要があります。「~/ ライブラリ」フォルダを同期しても、ユーザのブック
マークとアプリケーション環境設定は変更されません。

ログインおよびログアウト時は小さいファイル（環境設定ファイルなど）を同期し、大きいファ

イル（ムービーなど）はバックグラウンドで同期することを検討してください。これにより、ロ

グインおよびログアウトの時間が短くなります。これは、環境設定ファイルだけが同期され、ムー

ビーは（ユーザのログアウト時ではなく）ユーザのセッション中に同期されるためです。ムー
ビーフォルダを同期せずに、ローカルのムービーフォルダにアクセスすることをユーザに要求す

れば、ネットワークトラフィックをさらに減らすことができます。

ログイン時およびログアウト時の同期とバックグラウンドの同期を適切に選択することにより、

ログインおよびログアウトに必要な時間を短縮し、ホームフォルダを一貫性のある同期された状

態に保つことができます。
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ノート型コンピュータで使用するモバイルアカウントを設定する
ノート型コンピュータを配布するときは、デスクトップコンピュータを運用するときとは異なる

問題が発生します。

たとえば、ネットワークに接続されていないときでもノート型コンピュータを管理された状態に

するには、ユーザにモバイルアカウントを与えて、独自のローカルアカウントを作成することま

たは設定を変更して管理を無効にすることを禁止する必要があります。

ノート型コンピュータを構成する
ノート型コンピュータをユーザに配布するときは、ユーザが管理を無効にすることを禁止するよ

うに構成する必要があります。

ノート型コンピュータをネットワークで使用できるように設定するには： 
1 オペレーティングシステム、アプリケーション、およびユーティリティをインストールします。

ほとんどのコンピュータにはMacOSX がすでにインストールされています。ただし、新しい
バージョンをインストールするときは、オペレーティングシステム、アプリケーション、および

ユーティリティをインストールするための最小要件をコンピュータが満たしていることを確認

してください。

2 ローカルアカウントをMacOSXコンピュータ上に作成します。

1つ以上のローカル管理者アカウントと必要な数のローカル・ユーザ・アカウントを作成します。
ユーザのローカルアカウント名とネットワーク名が簡単に見分けられるような名前にしてくだ

さい。

管理者アカウントを作成することで、明示的に指定した場合を除いて、ユーザに管理者アクセス

権が割り当てられることがなくなります。管理者アクセス権は、ユーザの多くの管理された設定

より優先されます。

3 コンピュータおよびコンピュータグループをサーバ上に設定します。

「ワークグループマネージャ」を使用して、ノート型コンピュータのコンピュータアカウントを

作成してから、それらをコンピュータグループに追加し、コンピュータのすべてのユーザに環境

設定の管理を適用します。

コンピュータグループの管理が常に外部アカウントに適用されるとは限りません。外部アカウン

トは、ネットワークに接続されていないコンピュータでも使用できるためです。

モバイルアカウントを作成する権限は、ユーザまたはグループではなく、コンピュータまたはコ

ンピュータグループに割り当ててください。これは、ポータブル・ホームディレクトリの作成を
特定のコンピュータに制限するためです。これにより、複数のコンピュータを使用するユーザが

コンピュータごとにポータブル・ホームディレクトリを作成することを防ぐことができます。

コンピュータグループの作成について詳しくは、第 6章「コンピュータとコンピュータグループ
を設定する」を参照してください。モバイルアカウントを作成する手順については、210ページ
の「モバイルアカウントを作成する」を参照してください。
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モバイルアカウントを使用しないでモバイルクライアントを管理する
状況によっては、ノート型コンピュータでモバイルアカウントを使わない方がいい場合がありま

す。このセクションでは、そのような状況について説明し、モバイルアカウントを使わずにノー

ト型コンピュータを管理する方法を紹介します。

不明なMacOSXノート型コンピュータ
ネットワークに接続しているけれどもコンピュータグループに属していないコンピュータは、不

明なコンピュータまたはゲストコンピュータと見なされます。EthernetID でその不明なコン
ピュータを識別できる場合は、そのコンピュータアカウントを作成すれば、それ以降はゲストコ

ンピュータと見なされなくなります。

ゲスト・コンピュータ・アカウントを使用して、ネットワーク上のゲストコンピュータを管理で

きます。これにより、ディレクトリドメインに参加するMacOSXノート型コンピュータを管理
できます。ゲスト・コンピュータ・ユーザがネットワークアカウントまたはモバイルアカウント

を使ってログインした場合は、それらのユーザとグループの管理された環境設定およびアカウン

ト設定が適用されます。

管理された環境設定がユーザ、グループ、コンピュータ、およびコンピュータグループに適用さ

れるときの相互関係について詳しくは、162ページの「管理された環境設定の相互関係を理解す
る」を参照してください。

MacOSXユーザのゲスト・コンピュータ・アカウントの設定について詳しくは、109ページの
「ゲストコンピュータを操作する」を参照してください。

プライマリ・ローカル・ユーザだけでMacOSXノート型コンピュータを使用
する
モバイルアカウントやネットワークアカウントをユーザに割り当てずに、ローカルアカウントだ

けのノート型コンピュータを配布することもできます。これにより、専用のディレクトリ・ドメ

イン・サーバおよびホームフォルダを保管するサーバを管理する負荷を減らしたりなくしたりで

きます。

ローカルアカウントであっても、ユーザのコンピュータをコンピュータグループに追加すれば、

ネットワークを使用しているときのコンピュータを管理できます。

ネットワークに接続せずにローカルアカウントでログインするユーザにノート型コンピュータ

を配布する場合でも、それらのコンピュータを制御する手段があります。ユーザがそのコン
ピュータを使用する権限を制限するときは、ユーザにローカル管理者アクセス権を割り当てない

でください。

ネットワークに接続していないときにも、ペアレンタルコントロールを設定してコンピュータを

詳細に制御できます。ペアレンタルコントロールの設定方法について詳しくは、「Mac ヘルプ」
を参照してください。
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ユーザがコンピュータを利用する権限を制限するには、ローカル管理者アカウントとローカル・

ユーザ・アカウントをコンピュータに作成します。ユーザには、ローカル・ユーザ・アカウント

のログイン情報は提供しますが、ローカル管理者アカウントのログイン情報は提供しません。

ユーザがソフトウェアをインストールしたり、ホームフォルダ以外のフォルダにあるファイルを

保存または削除したりするには、管理者アカウントを割り当てる必要があります。

ユーザをコンピュータのローカル管理者にする場合に、コンピュータ管理を無効にする権限を

ユーザに与えないこともできます。それでも多くの場合、ローカル管理者は管理設定を無効にす

ることができます。

ローカルユーザがネットワークを介してほかのユーザとファイルを共有したい場合は、「システ

ム環境設定」の「共有」パネルで「ファイル共有」を有効にしてから、「~/パブリック」フォル
ダを使用して共有できます。同様に、「ファイル共有」を有効にしているほかのユーザのコン

ピュータに接続することもできます。

ユーザがネットワークアカウントも持っている場合は、ネットワークトラフィックを減らすため

にローカルアカウントを使ってログインしてもらうようにします。「Finder」の「移動」メニュー
で「サーバへ接続」コマンドを使用して、ネットワークアカウントに接続できます。

複数のユーザで複数のMacOSXノート型コンピュータを使用する
モバイルアカウントはノート型コンピュータに最も適していますが、状況によってはモバイルア

カウントよりもローカルアカウントを使った方がいい場合もあります。

たとえば、学校のワイヤレス環境を利用した移動授業設備が、20 ～30台のMacBook、インス
トラクターのコンピュータ、AirMacExtreme ベースステーション、およびプリンタで構成され
ていて、すべて台車で移動できるとします。これらのコンピュータはすべて台車で移動できるの

で、学校ではこの授業設備をキャンパス内の複数の教室で使用できます。

ワイヤレス環境を利用した移動授業設備を使用するときに、だれがどのコンピュータを使用する

かを制御するのは簡単なことではありません。個人用のノート型コンピュータ（だれがどのコン

ピュータを使用するかは決まっています）や教室据え置きのコンピュータ（座席を決めることで

使用するコンピュータも決められます）とは異なり、ワイヤレス環境を利用した移動授業設備で

はだれにどのコンピュータを割り当てるかを固定することは困難です。ラベルを使ってコン

ピュータを分類することで割り当てを制御することはできますが、それでも先生は生徒が間違っ

たコンピュータを使わないように割り当てを監視する必要があります。

ユーザがポータブル・ホームディレクトリを作成するときは、コンピュータのハードディスク領
域の一部を使用してコンピュータ上にローカル・ホームフォルダを作成します。数十人のユーザ

が1台のコンピュータにローカル・ホームフォルダを作成した場合、ファイルを保存するハード
ディスク領域が足りなくなる可能性があります。状況によっては、コンピュータのハードディス

クの容量と使用するユーザ数に応じて、アカウントの有効期限を詳細に設定する必要があるかも

しれません。
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また、ワイヤレス環境を利用した移動授業のときには、ネットワークスループットの合計値が有

線ネットワークの教室より大幅に制限されることを考慮する必要があります。ネットワークアカ

ウントを持つユーザがファイルを開いたり保存したりするときには、常にネットワークが使用さ

れるので、ほかのユーザのネットワーク接続速度が低下する可能性があります。

モバイルアカウントはこうした問題を軽減してくれますが、頻繁に同期しなければならないの

で、これによってネットワーク速度が低下する可能性があります。同期するフォルダを持たない

モバイルアカウントを作成すれば、ネットワーク速度は向上します。しかし、ほかのコンピュー

タから自分のファイルにアクセスしたい場合は、それらをコピーしてネットワーク・ホームフォ

ルダに保存する必要があります。

移動授業用の複数のMacBook を管理するために、各コンピュータ上に汎用ローカル・ユーザ・
アカウントを作成することもできます。

たとえば、各コンピュータ上に全クラス共通の汎用ローカル・ユーザ・アカウントを作成してか

ら（たとえば、すべてのアカウントにユーザ名として「Math」、パスワードとして「student」
を割り当てます）、クラスごとに異なる汎用ローカルアカウントを作成します（たとえば、歴史

クラス用のアカウント、生物クラス用のアカウント、などを作成します）。アカウントごとにロー

カル・ホームフォルダがありますが、管理者アクセス権は割り当てません。

保守作業やアップグレードを実行したり、ソフトウェアをインストールしたり、ローカル・ユー

ザ・アカウントを管理するときは、各コンピュータのローカル管理者アカウントを使用して、サー

バ管理者（またはその他のユーザ）にアクセス権を割り当てます。

汎用的な構成をコンピュータのすべてのユーザで利用できる場合は、複数の汎用ローカルアカウ

ントを作成する代わりに、ゲストアカウントを有効にします。ゲストアカウントを使用するには、
MacOSXv10.5 以降を実行するコンピュータが必要です。ゲストアカウントは、パスワードを
必要としないローカルアカウントで、リモートからログインすることはできません。ゲストユー

ザがログアウトすると、ゲストアカウントのホームフォルダに含まれる情報とファイルはすべて

削除されます。

ローカル・ユーザ・アカウントを作成するか、ゲストアカウントを有効にした後に、各コンピュー

タをコンピュータグループに追加して、コンピュータまたはコンピュータグループの環境設定を

管理できます。

汎用アカウントのローカル・ホームフォルダには複数のユーザが項目を保存できるので、保守作

業のときにフォルダを定期的に整理することをお勧めします。

また、生徒がファイルをネットワーク・ドロップ・ボックスに保存するように指導するといいか

もしれません。そうすれば、だれがコンピュータを使用してファイルにアクセスしても削除され

ることがなくなります。
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ローカルアカウントを使用する代わりに外部アカウントを使用して、各ユーザに異なるアカウン

トとホームフォルダを割り当てることもできます。外部アカウントの場合は、生徒ごとに外部ド

ライブが必要になります。これにより、ノート型コンピュータのハードディスク領域を管理する

必要がなくなり、アカウントの有効期限を詳細に設定する必要もなくなります。また、ユーザ、

グループ、コンピュータ、またはコンピュータグループのレベルで管理できるようになります。

移動授業設備で外部アカウントを使用するときは、ワイヤレス経由での同期が最も大きな問題に

なります。モバイルアカウントでは同期を注意深く設定しないと、非常に大きなファイルが同期

されて、ワイヤレスネットワークの負荷が大きくなることがあります。

モバイルクライアントを保護する
モバイルアカウントのセキュリティについては、デスクトップクライアントとは異なる点を考慮

する必要があります。これは、ユーザのコンピュータが移動することに関連しています。コン

ピュータがネットワークに接続されていないときは、悪意のあるユーザの行為を監視したり、

ユーザが参加するネットワーク環境を制御したりすることができなくなります。 

FileVaultを使用すれば、モバイルアカウントのローカル・ホームフォルダを保護することができ
ます。ユーザがログインしていないときに、ローカル・ホームフォルダが保管されているコン

ピュータに侵入者がアクセスしても、その侵入者はローカル・ホームフォルダの内容にアクセス

できません。詳しくは、212ページの「モバイルアカウントの FileVault を有効にする」を参照
してください。

ネットワークおよびクライアントコンピュータのセキュリティを強化するために、保護手段を追

加することも検討してください。詳しくは、「Mac OS X Security Configuration」および
「Mac OS X Server Security Configuration」を参照してください。

ファイルサーバをモバイルアカウント用に最適化する
「サーバ管理」の「モバイルホーム同期のためのサーバ側ファイルの追跡」オプションを有効に

して、モバイルアカウントを同期するときに発生するファイルサーバの負荷を軽減することがで

きます。

モバイルアカウントを同期するときには、ローカル・ホームフォルダ内のすべてのフォルダがス

キャンされて、ネットワーク・ホームフォルダ内のすべてのフォルダと比較されます。いくつか

の変更したフォルダだけを同期すればいい場合には、このスキャンは必要ありません。

このオプションを有効にした場合には、変更したファイルのデータベースがサーバデーモンに
よって更新されます。ローカル・ホームフォルダ内でスキャンされるフォルダは、データベース

が最後に更新されてから変更されたフォルダだけになります。

このオプションを有効にするには、TCPポート2336がファイルサーバのファイアウォール上で
開いている必要があります。
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ファイルサーバをモバイルアカウント用に最適化するには： 
1 「サーバ管理」で、モバイルアカウントのネットワーク・ホームフォルダを管理するサーバの開
閉用三角ボタンをクリックします。

2 「ファイアウォール」がリストにない場合は、サーバを選択し、「設定」をクリックし、「サービ
ス」をクリックし、「ファイアウォール」を選択してから、「保存」をクリックします。

3 「ファイアウォール」を選択し、「設定」をクリックしてから、「サービス」をクリックします。

4 ユーザのコンピュータのアドレス範囲を「サービスを編集」ポップアップメニューから選択し

ます。

5 「”IPアドレス”からのトラフィックだけを許可する対象ポート」を選択して、「モバイルアカウ
ントの同期」（ポート2336）の「許可」チェックボックスを選択してから、「保存」をクリックします。

6 サーバを選択し、「設定」をクリックしてから、「一般」をクリックします。

7 「モバイルホーム同期のためのサーバ側ファイルの追跡」を選択してから、「保存」をクリックし
ます。
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9 クライアント管理の概要

この章では、MacOSXクライアント管理の概要について説明します。

クライアント管理とは、次の図に示すように、ユーザのコンピュータ環境を集中管理することで

す。通常は、次のように実装されます：

Â ネットワークプリンタへのアクセスと、サーバに保管されているホームフォルダ、グループ

フォルダ、およびその他のフォルダへのアクセスを管理します。

Â ユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータ、およびコンピュータグループの環境

設定を定義して、ユーザ、グループ、およびコンピュータのコンピュータ作業環境をカスタマ

イズします。

この章では、これらのクライアント管理の機能をMacOSXコンピュータのユーザに適用する場
合について紹介していきます。

コンピュータと

デスクトップ

クライアント管理

アプリケーション、

フォルダ、ファイル

プリンタと

ボリューム

ユーザと

グループ
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ネットワーク経由で見ることができるリソースを使用する
MacOSXServerでは、さまざまなリソースをネットワーク経由で見ることができ、ほかのユー
ザのコンピュータやさまざまな場所からそれらにアクセスすることができます。

ネットワーク経由で見ることができるリソースのうち、次のリソースが重要です：

Â ネットワーク・ホームフォルダ。ホームフォルダは、各MacOSXユーザが個人用のファイル
を保管する場所で、ホームディレクトリまたは単にホームと呼ばれることもあります。Open
Directory の共有ドメインにレコードがあるユーザは、ネットワーク上に（通常は、ユーザア
カウントが保管されているサーバ）ホームフォルダを持つことができます。

ホームフォルダには、「デスクトップ」、「書類」、「パブリック」など、情報の整理に役立つフォ

ルダがいくつか入っています。ユーザはログインした後に、「Finder」でホームアイコンをク
リックして自分のネットワーク・ホームフォルダにアクセスします。

Â グループフォルダ。ネットワークユーザのグループアカウントを設定するときに、そのグルー
プにグループフォルダを関連付けることができます。グループフォルダは、グループメンバー
が情報を交換するために使用する、コンピュータ上の場所です。デフォルトでは、「書類」、「ラ

イブラリ」、および「パブリック」という3つのフォルダが入っています。「パブリック」フォ
ルダには、ユーザが簡単にファイルを共有できる「ドロップボックス」フォルダがあります。

グループフォルダはサーバ上に配置され、ネットワーク経由で簡単にアクセスできるので、

「Dock」に表示しておけば、ユーザがグループ作業をしたいときにどこにいてもアクセスする
ことができます。

Â その他の共有フォルダ。サーバ上にその他のフォルダを設置すれば、ユーザはアプリケーショ
ン、資料、通知、スケジュールなどのファイルにアクセスできます。

Â


NetBootイメージとNetInstallイメージ。NetBootイメージとNetInstallイメージがサーバ上に
あれば、それらを使用してネットワークユーザのコンピュータを簡単に設定できます。

ユーザのコンピュータは、サーバ上に保管された NetBoot イメージから起動できます。同じ
コンピュータを、あるイメージから起動するときは科学研究室用に、別のイメージから起動す

るときはフランス語研究室用に使用できます。研究室のコンピュータを再起動するときには、

前の学生がそのコンピュータで何をしていたかに関係なく、選択された起動イメージに含まれ

る元の状態が反映されます。

NetInstall イメージを使用した場合は、構成済みソフトウェアがユーザのコンピュータにイン
ストールされます。オペレーティングシステム、追加のアプリケーション、さらにコンピュー
タのカスタム設定を、ユーザが介入せずに離れた場所から簡単に配置できます。
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ユーザ環境をカスタマイズする
ネットワークユーザの作業環境を管理するときは、環境設定を定義することによって、ユーザの

コンピュータ環境をカスタマイズおよび制御します。

「ワークグループマネージャ」の環境設定には、「概要」と「詳細な情報」という2つのパネルが
あります。定義済みのシステム環境設定を管理するときは、「概要」パネルを使用します。環境

設定マニフェストを持つアプリケーションまたはユーティリティの環境設定を管理するときは、

「詳細な情報」パネルを使用します。

「概要」パネルは、ユーザおよびグループについては同じ表示ですが、コンピュータおよびコン

ピュータグループについては追加の項目（「省エネルギー」と「TimeMachine」）が表示されます。

ユーザの役割やセキュリティなどの多くの要素によって、ユーザに最適なコンピュータ作業環境

が決まります。場合によっては、例外的な使用に関するガイドラインを設けることもあります。

または、コンピュータ環境を詳細に管理しなければならないこともあります。たとえば、設定を

個別に定義したり、アプリケーションを個別に制御することもあります。環境設定を定義すると

きには、ユーザおよび業務の要件を最大限に満たすMacOSX機能を使用するようにします。

環境設定の機能
「Dock」や「Finder」の環境設定など、多くの環境設定では、デスクトップの外観がカスタマイ
ズされます。たとえば、ユーザの作業環境が見やすくなるように、「Dock」と「Finder」の環境
設定を使って重要なアプリケーションと主要なフォルダだけを「Dock」に置くように設定でき
ます。

ほかの環境設定では、どのユーザがアクセスおよび制御できるかを管理します。たとえば、CD
やDVD の作成やコンピュータの内部ディスクの変更ができないように「メディアアクセス」の
環境設定を設定できます。

以下の表に、デスクトップの外観およびユーザが実行できる操作に対して、環境設定がどのよう

に影響するかについてまとめてあります。

環境設定 作業環境の調整
アクセスおよび
制御の制限 管理の対象

アプリケーション % ユーザが開けるアプリケーション

Classic %



Classic環境の起動

Dock % 「Dock」の外観と内容

省エネルギー % 起動、システム終了、スリープ解除、スリープ、

およびパフォーマンス設定

Finder % % デスクトップアイコンおよびFinder要素の外観

ログイン % ログイン操作環境

メディアアクセス % 記録可能なメディアの使用権限

モバイル環境 % モバイルアカウントの作成

ネットワーク % % ファイアウォールを介してサーバにアクセスす

るためのプロキシ設定
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ログイン操作環境を設計する
管理された環境設定を使って、ユーザに合わせてログイン操作環境を作成して制御することもで

きます。コンピュータおよびコンピュータグループの「ログイン」環境設定を使用して、ログイ

ンウインドウの外観を制御するように設定できます。

次の表に、環境に適したログインウインドウとログインオプションの構成例を示します。

ペアレンタルコン
トロール

% コンピュータの使用をWeb アクセスおよび時間
について制限

プリント % ユーザが使用できるプリンタ、およびページ
フッタの設定

ソフトウェア・
アップデート

% アップデートに使用するサーバ

システム環境設定 % ユーザのコンピュータで有効にできるシステム
環境設定

TimeMachine % バックアップを作成するボリューム、および
バックアップファイルを保管する期間

ユニバーサルアク
セス

% 視覚や聴覚などについて特別な環境を必要とす
るユーザ向けのハードウェア設定

環境設定 作業環境の調整
アクセスおよび
制御の制限 管理の対象

環境 希望する効果 主要なログイン設定

情報キオスク 常にローカルアカウントまた

はゲストアカウントとしてコ
ンピュータにログインするよ

うにします。

ユーザ個人のアカウントを

使ってログインすることもで
きます（外部アカウントまた

はネットワークアカウントを
使用します）。

Â「その他」を表示する

Â「再起動」または「システム終了」ボタンを表
示しない

Â パスワードのヒントを表示しない
Â 自動ログインを有効にする
Â コンソールログインを有効にしない
Â 使用停止中のユーザをログアウトしない
Â 外部アカウントを有効にする
Â ゲストアカウントを有効にする

教育機関の研究室 ユーザが自分のアカウントを
リストから選択できるように

します。

アカウントのないユーザがコ

ンピュータをシステム終了ま
たは再起動できないようにし

ます。

使用停止中のユーザを自動的

にログアウトします。

Â メッセージ：「数学研究室へようこそ」
Â モバイルアカウントとネットワークユーザを表

示する
Â「再起動」または「システム終了」ボタンを表

示しない
Â パスワードのヒントを表示しない
Â 自動ログインを有効にしない
Â 使用停止中のユーザをログアウトする
Â 外部アカウントを有効にする
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ワークグループを選択する
ログイン環境設定を管理することによって、ログインウインドウをカスタマイズする以外に、

ユーザがワークグループを選択するダイアログを表示するかどうかを制御できます。

ログインアクセス環境設定を管理しない場合は、ユーザが認証を行った後に、利用できるワーク

グループのリストが表示されます（コンピュータの設定、およびそのユーザが複数のワークグ

ループに属しているかどうかによって異なります）。

ユーザがネットワークアカウントを使用する場合は、自分のディレクトリドメイン内のワークグ

ループから選択しますが、ローカルユーザは、自分のローカル・ディレクトリ・ドメインから自

分のワークグループにアクセスします。

ユーザは、リストに表示されていないグループに属していてもかまいません。ログイン画面には、

そのコンピュータグループにアクセスできるワークグループだけが表示されます。

ローカル管理者がワークグループを選択しない場合は、環境設定の管理が無効になります。

ユーザが「自分の選択を記憶」を選択した場合は、次回のログインからワークグループセレクタ

が表示されなくなり、ユーザのワークグループが自動的に選択されるようになります。ただし、

パスワードが検証されるときにOptionキーを押したままにすれば、ワークグループを変更する
こともできます。

企業のワークステーション ユーザは自分の名前とパス

ワードを入力してログインす
る必要があります。

ユーザはログアウトされずに
作業できるようにします。

プライマリユーザを除いて、
ネットワークアカウントまた

はローカルアカウントのない
ユーザはログインできません。

Â メッセージ：「問題がある場合は、ITヘルプデ
スクに問い合わせてください：...」

Â 名前とパスワードのテキストフィールドを表示

する
Â「再起動」および「システム終了」ボタンを表

示する
Â パスワードのヒントを表示しない
Â 自動ログインを有効にしない
Â 使用停止中のユーザをログアウトしない
Â 外部アカウントを有効にしない
Â ゲストアカウントを有効にしない

高度なセキュリティ コンピュータを使用できる
ユーザとログイン方法を制限

して、コンピュータの安全性
をできるだけ高めます。

Â メッセージ：「承認されていないユーザは使用
できません」

Â 名前とパスワードのテキストフィールドを表示
する

Â「再起動」または「システム終了」ボタンを表
示しない

Â パスワードのヒントを表示しない
Â 自動ログインを有効にしない
Â コンソールログインを有効にしない
Â ファストユーザスイッチを有効にしない
Â 使用停止中のユーザをログアウトする
Â 外部アカウントを有効にしない
Â ゲストアカウントを有効にしない

環境 希望する効果 主要なログイン設定
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コンピュータまたはコンピュータが関連付けられているコンピュータグループがローカルユー

ザだけに対応している場合は、ローカルユーザがログインした後に、そのコンピュータグループ

のコンピュータにアクセスできるすべてのワークグループが表示されます。ユーザはそのいずれ

かを選択できます。

ユーザ、ユーザが選択したワークグループ、親ワークグループ、および使用中のコンピュータに

関連付けられた環境設定が、ログイン時に有効になります。

ログインアクセス環境設定を管理する場合は、ワークグループを選択する手順をカスタマイズで

きます。たとえば、次のようなことができます：

Â ワークグループセレクタが常に表示されるようにできます（「ログイン時にワークグループの

ダイアログを常に表示」を選択し、ログインオプションで「ローカル管理者が管理を更新また

は無効することを許可」の選択を解除します）。

Â ワークグループセレクタを表示せずに、利用できるすべてのワークグループの設定を結合でき

ます（「利用可能なワークグループ設定を結合」を選択します）。

Â 親グループの環境設定が適用されないようにできます（「ワークグループの入れ子を無視」を

選択します）。

詳しくは、200ページの「ログイン時に表示されるワークグループをカスタマイズする」を参照
してください。

同期されたホームを操作する
ローカルアカウントまたはネットワークアカウントを持つユーザは、ワークグループを選択して

からログインします。モバイルアカウントを持つユーザは、モバイル環境設定およびすでにモバ

イルアカウントを持っているかどうかに応じて、同期されたホームの作成を求められることがあ

ります。

同期されたホームを作成した後に、通常はホームの保管先の選択を求められます。ユーザは、ロー

カルコンピュータ上のボリューム、または外部ハード・ドライブなどの外部ボリュームを選択で

きます。管理者がすでにそのユーザの保管先（起動ボリュームまたは特定のパス）を選択してい

る場合は、ユーザはホームの作成先を選択する必要はありません。

「ワークグループマネージャ」で設定するログイン環境設定と同様に、モバイル環境設定には、

ユーザのログイン方法、表示するダイアログ、およびユーザがログインするときに選択する必要

がある項目を指定します。環境設定を管理するときは、ユーザにどのような機能を許可し、それ

らを自動的に有効にするのかユーザが手動で選択するのかを選択します。

ログインおよびモバイル環境の環境設定を管理することで、ユーザの操作環境を環境設定の管理

によって詳細に設計できることが分かるはずです。
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ワークフローを改善する
管理された環境設定を使って、表示されるアプリケーションやフォルダの数を制限することによ

り、ワークフローを改善することができます。また、アプリケーションやフォルダにアクセスし

やすくするために、それらを「Dock」に入れて複数のワークグループ（環境設定が管理された
グループ）を作成することもできます。各ワークグループの「Dock」は、それぞれのユーザが
使用するアプリケーションだけが表示されるようにカスタマイズできます。

アプリケーションは、ローカルコンピュータのハードディスクに格納する以外に、サーバの共有

ポイントに格納することもできます。アプリケーションをローカルコンピュータに格納した場合

は、「アプリケーション」フォルダからそのアプリケーションを検索できます。アプリケーショ

ンを共有ポイントに格納したけれども、その共有ポイントをログイン項目として追加しない場合

には、ユーザは「Finder」で「移動」＞「サーバへ接続」と選択してサーバに接続し、それらの
アプリケーションを探してから使用する必要があります。

アプリケーションは、自動マウントされる共有ポイントから「/ネットワーク/Applications」の
マウントレコードとして利用することもできます。

特定のアプリケーションを簡単に見つけられるようにするには、「Dockの項目」環境設定を使用
して、そのユーザの「Dock」に「マイアプリケーション」フォルダのエイリアスを追加します。
「マイアプリケーション」フォルダには、アプリケーションのエイリアスが保管されます。

ただし、「マイアプリケーション」フォルダを追加すると、制限付きユーザのログイン時間が長

くなることがあります。これは、ログインするたびに、MacOSX はアプリケーションリストを
作成するために利用できるディスクを検索する必要があるためです。

ユーザの「Dock」に「マイアプリケーション」およびその他のフォルダのエイリアスを作成す
る手順については、182ページの「ユーザのDockに項目を追加する」を参照してください。

許可されたアプリケーションのリストを「アプリケーション」環境設定に作成することによって、

ローカルアプリケーションに対するユーザのアクセス権を管理することができます。許可された

アプリケーションのリストの設定については、174ページの「過去のMacOSX 環境のユーザに
特定のアプリケーションおよびフォルダの実行を許可する」を参照してください。「Dock」の
「マイアプリケーション」フォルダに表示される内容は、このリストによって決まります。

ユーザがFinder ウインドウを開いてほかのアプリケーションを簡単にブラウズできないように
するには、「シンプル Finder」を使用します。「シンプル Finder」の使用について詳しくは、
189ページの「シンプルFinderを設定する」を参照してください。

グループフォルダを作成した場合は、そのフォルダに関連付けられたワークグループにユーザが

ログインしたときに、フォルダにすばやくアクセスできるように設定できます。ユーザはこのグ

ループフォルダを使って、グループのメンバーの間でファイルを簡単に共有できます。

グループフォルダのエイリアスを作成する手順については、 182ページの「グループフォルダに
簡単にアクセスできるようにする」を参照してください。グループの「/ パブリック」フォルダ
とドロップボックスが含まれるグループボリュームに簡単にアクセスしたい場合は、206ページ
の「グループ共有ポイントに簡単にアクセスできるようにする」を参照してください。
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10 環境設定を管理する

この章では、ユーザ、ワークグループ、コンピュータ、およびコン
ピュータグループの環境設定の管理について説明します。

ユーザ、ワークグループ、コンピュータ、およびコンピュータグループの環境設定を管理するこ

とによって、ユーザの作業環境をカスタマイズしたり、ユーザのアクセスを特定のアプリケー

ションやネットワークリソースだけに制限したりできます。

環境設定を管理するときは、「ワークグループマネージャ」の「環境設定」パネルを使用します。

管理された環境設定を使ってユーザの作業環境をカスタマイズする方法の概要については、
155ページの「環境設定の機能」、および 156ページの「ログイン操作環境を設計する」を参照
してください。

ワークグループマネージャを使って環境設定を管理する
「ワークグループマネージャ」を使って、ネットワーク上のユーザの特定のシステム設定を設定

したりロックしたりできます。初期の環境設定だけを設定してユーザがそれを変更できるように

するか、または環境設定を常に管理された状態にするかを選択できます（環境設定を管理しない

こともできます）。

「ワークグループマネージャ」では、主要なシステムおよびアプリケーションのほとんどの環境

設定と、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さまざまな設定を制

御できます。管理が必要なその他のアプリケーションを制御するときは、環境設定エディタを使

用します。

各環境設定パネルでは、次の設定を管理できます：

環境設定パネル 管理対象

アプリケーション ユーザが利用できるアプリケーションとDashboard ウィジェット、および
「FrontRow」を有効にするかどうか。詳しくは、170ページの「アプリケー
ションへのアクセスを管理する」を参照してください。

Classic Classic環境の起動設定、スリープ設定、および利用可能なClassic項目（コ
ントロールパネルなど）。詳しくは、176ページの「Classic環境設定を管理
する」を参照してください。
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管理された環境設定の相互関係を理解する
環境設定は、共有ディレクトリドメインに設定されているユーザアカウント、グループアカウン

ト、コンピュータ、およびコンピュータグループに対して定義できます。

アカウントに環境設定が定義されたユーザは、管理対象のユーザと呼ばれます。環境設定が定義さ

れたコンピュータグループのメンバーであるコンピュータは、管理対象のコンピュータと呼ばれま

す。環境設定が定義されたグループは、ワークグループと呼ばれます。

Dock 「Dock」の場所、動作、および項目。詳しくは、181ページの「Dock環境設
定を管理する」を参照してください。

省エネルギー MacOSXクライアントおよびサーバコンピュータのパフォーマンスオプ
ション、ノート型コンピュータのバッテリーの使用状況、およびスリープま
たはスリープ解除オプション。詳しくは、184ページの「省エネルギー環境
設定を管理する」を参照してください。

Finder 「Finder」の動作、デスクトップの外観と項目、および利用可能な「Finder」
のメニューコマンド。詳しくは、188ページの「Finderの環境設定を管理す
る」を参照してください。

ログイン ログインウインドウの外観、マウントするボリューム、アクセス制御、およ
び自動的に実行するスクリプトと項目。詳しくは、195ページの「ログイン
の環境設定を管理する」を参照してください。

メディアアクセス 光ディスク、内蔵ディスク、外部ディスク、およびディスクイメージの設定。

詳しくは、207ページの「メディアアクセスの環境設定を管理する」を参照
してください。

モバイル環境 ログイン時のモバイルアカウントの作成、およびモバイルアカウントのオプ
ション。詳しくは、209ページの「モバイル環境の環境設定を管理する」を
参照してください。

ネットワーク 特定のプロキシサーバの構成とプロキシサーバを使用しないホストとドメイ

ンの設定、およびインターネット共有、AirMac、およびBluetooth ® の無効
化。詳しくは、221ページの「ネットワーク環境設定を管理する」を参照し
てください。

ペアレンタルコントロール コンテンツフィルタの設定、およびクライアントコンピュータの使用制限。

詳しくは、225ページの「ペアレンタルコントロール環境設定を管理する」
を参照してください。

プリント 利用可能なプリンタ、プリンタへのアクセス、およびページフッタ。詳しく

は、229ページの「プリントの環境設定を管理する」を参照してください。

ソフトウェア・アップデート ソフトウェア・アップデート・サービスに使用するサーバ。詳しくは、
232ページの「ソフトウェア・アップデートの環境設定を管理する」を参照
してください。

システム環境設定 ユーザがアクセスできるシステム環境設定。詳しくは、233ページの「シス
テム環境設定へのアクセスを管理する」を参照してください。

TimeMachine バックアップサーバの場所、バックアップ作成対象など、「TimeMachine」
に関する設定。詳しくは、234ページの「TimeMachine環境設定を管理す
る」を参照してください。

ユニバーサルアクセス マウスやキーボードの動作を制御する設定、ディスプレイ設定を拡張する設

定、および特別な操作方法を必要とするユーザのためにサウンドや読み上げ
を調整する設定。詳しくは、235ページの「ユニバーサルアクセスの環境設
定を管理する」を参照してください。

環境設定パネル 管理対象
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「省エネルギー」、「TimeMachine」、および「ログイン」環境設定は、コンピュータおよびコン
ピュータグループだけに定義できます。その他の環境設定は、ユーザ、ワークグループ、コン

ピュータ、およびコンピュータグループに定義できます。

管理された環境設定には3 種類の相互関係があります：
Â「プリント」、「ログイン」、「アプリケーション」、「システム環境設定」、および一部の「Dock」
環境設定（「Dock」に表示する項目など）は、結合されます。
たとえば、「プリント」環境設定をユーザとコンピュータに定義した場合、ユーザのプリンタ

リストには、ユーザに設定されたプリンタと使用中のコンピュータに設定されたプリンタの両

方が含まれます。

Â その他の環境設定は、複数のレベルで定義されている場合、ログイン時にいずれかが優先され

ます。

下の図に、優先される管理された環境設定がいくつかあって、同じ環境設定が複数のレベルで

設定されている場合に、それらの間の関係を示します：

優先される環境設定が競合する場合、ユーザの環境設定は、コンピュータ、コンピュータグ

ループ、およびグループの環境設定よりも優先されます。コンピュータの環境設定は、コン

ピュータグループおよびグループの環境設定よりも優先されます。コンピュータグループの環

境設定は、グループの環境設定よりも優先されます。

たとえば、管理された「Dock」環境設定が、ユーザ、ワークグループ、コンピュータ、およ
びコンピュータグループの間で異なっているとします。この場合は、ユーザの「Dock」環境
設定が優先され、コンピュータ、コンピュータグループ、およびワークグループの「Dock」環
境設定は無効になります。ユーザの「Dock」環境設定を管理しない場合は、コンピュータお
よびコンピュータグループの「Dock」環境設定が優先され、グループの「Dock」環境設定は
無効になります。

環境設定の優先関係は、たとえば、教育機関において、学校のコンピュータに接続された記録

装置の使用を学生に禁止する一方で、研究室で助手として働く学生だけには許可したい場合な

どに便利です。

その場合は、ワークグループまたはコンピュータグループの「メディアアクセス」環境設定を

使ってすべての学生のアクセスを制限し、研究室の助手については、ユーザ・アカウント・レ

ベルの「メディアアクセス」設定を使ってその制限を無効にします。また、特定のコンピュー

タについてコンピュータレベルで制限を無効にすることによって、メディアの記録に使用でき

るコンピュータを指定することもできます。

グループの環境設定

コンピュータグループの環境設定

コンピュータの環境設定

ユーザの環境設定
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Â 継承される環境設定とは、1つのレベルだけに設定された環境設定のことです。
場合によっては、特定の環境設定を1つのレベルだけに設定する方が簡単で便利な場合があり
ます。

たとえば、プリンタの環境設定をコンピュータグループだけに設定し、アプリケーションの環

境設定をワークグループだけに設定し、「Dock」の環境設定をユーザだけに設定できます。こ
の場合、優先や結合は行われず、ユーザは環境設定をそのまま継承します。

下の図に、同じ管理された環境設定が複数のレベルで設定されている場合に、環境設定がどのよ

うに適用されるかを示します。

ほとんどの場合は、ワークグループレベルとコンピュータグループレベルの環境設定を使用する

ことになります：

Â 特定のユーザグループの作業環境（アプリケーションを表示するかどうかなど）をカスタマイ

ズしたい場合や、グループフォルダを使用したい場合には、ワークグループの環境設定を使用

するのが最も便利です。

たとえば、ある学生を「Classof2011」というグループと「Students」というグループに含め
ることができます。前者は、管理しやすくすることが目的です。後者は、選択できるアプリ

ケーションを制限し、宿題を提出するためのグループ共有フォルダを割り当てることが目的で

す。また、「TeacherPrep」という別のワークグループを使って、教員用のフォルダとアプリ
ケーションへのアクセス権を教員に割り当てることができます。

Â コンピュータグループレベルの環境設定は、ユーザの環境設定をグループへの関連付けに関係

なく管理したいときに使用します。コンピュータグループレベルでは、「システム環境設定」

へのアクセスを制限したり、「省エネルギー」環境設定や「TimeMachine」環境設定を管理し
たり、ログインウインドウで一覧に特定のユーザを表示したり、記録可能なディスクにファイ

ルやアプリケーションを保存できないようにしたりできます。

コンピュータグループの環境設定では、ネットワークアカウントは持っていないけれどもロー

カルアカウントを使ってMacOSXコンピュータにログインできるユーザの環境設定を管理す
ることもできます。（ローカルアカウントは、「システム環境設定」の「アカウント」パネルを

使って定義し、ユーザのコンピュータに保管されます。）

適用される

設定内容

優先 継承

グループ

コンピュータ

グループ

結合

コンピュータ

ユーザ
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ローカルアカウントを管理するには、ローカルのみのアカウントに対応したコンピュータグ

ループを設定します。そのコンピュータグループに関連付けられた環境設定、およびログイン

時にユーザが選択したワークグループに関連付けられた環境設定が有効になります。

環境設定の階層型管理を理解する
MacOSXServerv10.5以降では、管理対象の階層グループを利用できます。これは、入れ子になっ
たグループで構成されるグループ、および入れ子になったコンピュータグループで構成されるコ

ンピュータグループです。親グループまたは親コンピュータグループの環境設定を管理すると、

子グループまたは子コンピュータグループにもこれらの管理された環境設定が適用されます。

親よりも子の環境設定が優先され、親の環境設定を無効にすることができます。たとえば、子に

設定した「Dock」の設定は、親に設定した「Dock」の設定よりも優先されます。

結合される環境設定は、子と親から適用されます。たとえば、あるプリンタのアクセスを親グ

ループに許可し、別のプリンタのアクセスを子グループに許可した場合、子グループに属すユー

ザは両方のプリンタにアクセスできます。

複数の親を持つ子を作成する場合は十分に注意してください。優先される環境設定を子で管理せ

ず、子の複数の親でそれらの環境設定が競合している場合、どの親の環境設定が優先されるかを

予測するのは困難です。

結合される環境設定は、子が複数の親を持つ場合でも適切に機能します。すべての親の環境設定

が子の環境設定と結合されます。

子をその親の親にはしないでください。子の親の親が自身であるようなループができると、予期

しない動作が起こります。

管理の永続性を設定する
環境設定を定義するときは、常に管理するか1度だけ管理するかを設定できます。デフォルトで
は、管理しないように設定されています：

Â「常に確認」を選択した場合は、サーバ上で変更するまでその環境設定は常に有効になります。

環境設定の標準規則に準拠して適切に設計されたMacOSX アプリケーションでは、「常に確
認」に設定された環境設定をユーザは変更できません。「常に確認」を使用すると、ユーザが

「Dock」の項目を追加または削除できないようにすることができます。
アプリケーションによっては、「常に確認」で管理された環境設定をユーザが変更できること

があります。その場合でも、ユーザが次回ログインしたときに、それらの環境設定は管理され

た設定に戻ります。

Â「1度」は、一部の環境設定で使用できます。デフォルトの環境設定を作成し、ユーザが後でそ

れを変更できます。変更された設定はそのまま保持されます。これらの環境設定は、実際は管

理されていないことになります。

たとえば、あるコンピュータグループについて、ユーザがはじめてログインしたときに「Dock」
を特定の方法で表示するように設定できます。「1 度」に設定されたこれらの環境設定はユー
ザが変更でき、ユーザが選択した変更はそのユーザに常に適用されます。
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「環境設定」の「概要」パネルで「1 度」に設定できる環境設定は、「Dock」、「Finder」（「環
境設定」と「表示」）、「ログイン」（ログイン項目）、「モバイル環境」（「ルール」の「ログイン

およびログアウトの同期」パネルと「バックグラウンドの同期」パネル）、および「ユニバー

サルアクセス」です。ほかのすべての環境設定では、「常に確認」または「しない」のいずれ

かを選択する必要があります。

Â「しない」を選択した場合、ユーザは自分の環境設定を制御できます。ただし、「アカウント」

や「日付と時刻」など、一部の環境設定を変更するときには、ローカル管理者の名前とパス

ワードが必要でます。

「しない」を選択した環境設定は、そのアカウントレベルでは管理されませんが、ほかのアカ

ウントレベルで管理することはできます。たとえば、ユーザの「Dock」環境設定を「しない」
に設定しても、グループまたはコンピュータレベルでは「Dock」環境設定を管理できます。

参考：環境設定エディタ（「環境設定」パネルの「詳細な情報」表示）を使用するときは、環境
設定を「頻繁に」に設定できます。「頻繁に」設定は、「1 度」設定と似ていますが、ログインの
たびに再適用される点が異なります。この管理設定は、研修などで便利です。ユーザはセッショ

ン中に自分の環境設定を必要に合わせてカスタマイズできますが、後で同じコンピュータを使用

するほかのユーザの作業環境は変更されません。一部のアプリケーションは、環境設定の管理設

定として「頻繁に」だけに対応しています。

環境設定をキャッシュに保管する
環境設定は、コンピュータがネットワークに接続していないときでも有効になるように、
MacOSX コンピュータのキャッシュに保管されます。MacOSXv10.5 以降では、環境設定の
キャッシュが自動的に管理されます：

Â コンピュータの環境設定、およびそのコンピュータを使用できるすべてのワークグループの環

境設定がキャッシュに保管されます。

Â モバイルアカウントを持っているユーザの環境設定は、常にキャッシュに保管されます。

コンピュータがネットワークに接続していないときは、そのコンピュータ上にローカルアカウン

トを持つユーザまたはモバイルアカウントを持つネットワークユーザだけがログインできます。

環境設定の管理の基本
「ワークグループマネージャ」では、ユーザ、グループ、コンピュータ、およびコンピュータグ

ループに関する情報がディレクトリサービスに統合されます。アカウントを設定した後で、アカ

ウントの環境設定を管理できます。

環境設定を管理することにより、特定のシステム環境設定の制御、およびシステム環境設定、ア

プリケーション、プリンタ、およびリムーバブルメディアへのユーザアクセスの制御を行うこと

ができます。

ユーザレコード、グループレコード、またはコンピュータレコード内の設定および環境設定に関

する情報は、OpenDirectoryドメインなど、「ワークグループマネージャ」からアクセスできる
ディレクトリドメインに保管されます。
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環境設定は、ユーザレコード、グループレコード、またはコンピュータレコードのいずれかに保

管されます。管理対象のクライアントは、ユーザの作業環境に適用するために、ログイン時にそ

れらを管理リストに結合します。

ユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータアカウント、およびコンピュータグルー

プを作成した後で、「ワークグループマネージャ」の「環境設定」パネルを使ってそれらのアカ

ウントの環境設定を管理できます。

MacOSXクライアントの環境設定を管理するときは、管理したい各ユーザについて、サーバ上に
ネットワーク・ホームフォルダまたはローカル・ホームフォルダがあることを確認してください。

ユーザのホームフォルダを設定する方法については、第 7章「ホームフォルダを設定する」を参
照してください。

参考：ユーザ、グループ、またはコンピュータアカウントの環境設定を管理しているときには、
「環境設定」パネルの管理された環境設定の横に矢印のアイコンが表示されて、その環境設定が

管理中であることが分かります。複数のユーザ、グループ、またはコンピュータを選択して、管

理された環境設定を確認することもできます。矢印のアイコンが淡色で表示されている場合に

は、選択した項目の管理された環境設定は混在状態です。

ユーザの環境設定を管理する
必要に応じてユーザの環境設定を管理できます。ただし、ユーザ数が多い場合は、環境設定をで

きるだけグループまたはコンピュータ単位で管理する方が効率的です。その場合、ユーザレベル

の環境設定の管理は、特定のユーザ（ディレクトリドメイン管理者、教師、技術スタッフなど）

だけに行います。

どの環境設定をユーザが制御できるようにするかを検討してください。たとえば、ユーザが

「Dock」をどこに表示してもかまわない場合は、「Dock 表示」管理を「しない」または「1 度」
に設定する方がよい場合があります。

ユーザの環境設定を管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 ユーザボタンをクリックし、リストからユーザアカウントを1 つ以上選択します。

4 管理したい環境設定のアイコンをクリックします。

5 各環境設定パネルで、「管理」オプションを選択します。

「メディアアクセス」では、管理設定は個々のパネルではなくすべての環境設定に適用されます。

6 環境設定の設定を選択するか、使用したい情報を入力します。

一部の管理設定は、環境設定によっては利用できないことがあります。また、一部の環境設定は、

アカウントの種類によっては利用できないことがあります。
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7 完了したら、「今すぐ適用」をクリックします。

グループの環境設定を管理する
グループの環境設定は、グループのすべてのユーザ間で共有されます。一部の環境設定をユーザ

ごとに設定する代わりにグループだけに設定すると、特に管理対象のユーザの数が多い場合に時

間を節約できます。

ユーザはログイン時にワークグループを選択できるので、現在のタスク、場所、または環境に適

した管理設定が割り当てられたグループを選ぶことができます。1つのグループにまとめて環境
設定を設定する方が、グループのメンバーごとに環境設定を設定するよりも効率的です。

グループの環境設定を管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 グループボタンをクリックし、リストからグループアカウントを1つ以上選択します。

4 管理したい環境設定のアイコンをクリックします。

5 各環境設定パネルで、「管理」オプションを選択します。

「メディアアクセス」では、管理設定は個々のパネルではなくすべての環境設定に適用されます。

6 環境設定の設定を選択するか、使用したい情報を入力します。

一部の管理設定は、環境設定によっては利用できないことがあります。また、一部の環境設定は、

アカウントの種類によっては利用できないことがあります。 

7 「今すぐ適用」をクリックします。

コンピュータの環境設定を管理する
コンピュータの環境設定は、個々のコンピュータに設定されます。

「省エネルギー」環境設定と「TimeMachine」環境設定は、コンピュータおよびコンピュータグ
ループに対しては管理できますが、ユーザおよびグループに対しては管理できません。

コンピュータの環境設定を管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータボタンをクリックし、コンピュータを1つ以上選択します。

4 管理したい環境設定のアイコンをクリックします。

5 各環境設定パネルで、「管理」オプションを選択します。

「メディアアクセス」では、管理設定は個々のパネルではなくすべての環境設定に適用されます。
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6 環境設定の設定を選択するか、使用したい情報を入力します。

一部の管理設定は、環境設定によっては利用できないことがあります。また、一部の環境設定は、

アカウントの種類によっては利用できないことがあります。 

7 「今すぐ適用」をクリックします。

コンピュータグループの環境設定を管理する
コンピュータグループの環境設定は、コンピュータグループ内のすべてのコンピュータ間で共有

されます。場合によっては、ユーザやグループではなくコンピュータの環境設定を管理する方が

便利です。

「省エネルギー」環境設定と「TimeMachine」環境設定は、コンピュータおよびコンピュータグ
ループに対しては管理できますが、ユーザおよびグループに対しては管理できません。

コンピュータグループの環境設定を管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータグループボタンをクリックし、コンピュータグループを1つ以上選択します。

4 管理したい環境設定のアイコンをクリックします。

5 各環境設定パネルで、「管理」オプションを選択します。

「メディアアクセス」では、管理設定は個々のパネルではなくすべての環境設定に適用されます。

6 環境設定の設定を選択するか、使用したい情報を入力します。

一部の管理設定は、環境設定によっては利用できないことがあります。また、一部の環境設定は、

アカウントの種類によっては利用できないことがあります。 

7 「今すぐ適用」をクリックします。

特定の環境設定の管理を停止する
管理された環境設定をアカウントに設定した後、管理設定を「しない」に変更することによって、

特定の環境設定パネルの管理を停止できます。

「1 度」設定を使用すると、デフォルト設定を作成できます。設定は、保存後、次回ユーザがロ
グインしたときに有効になります。ユーザはこれらの設定を変更し、変更後の設定を保存して、

以後も使い続けることができます。

環境設定の管理を必要に応じて停止するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。





170 第10章    環境設定を管理する





3 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を1 つ以上選択します。

4 管理している環境設定のアイコンをクリックします。

5 無効にしたい環境設定のパネルで、「しない」を選択します。

「メディアアクセス」では、管理設定は個々のパネルではなくすべての環境設定に適用されます。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

管理設定を「しない」に設定すると、ユーザ、コンピュータ、またはグループ階層内の現在のレ

ベルで管理が無効になります。ほかのレベルでは環境設定を管理された状態にしておくことがで

きます。

環境設定の管理設定を変更すると、表示している環境設定パネルのすべての項目に新しい管理設

定が適用されます。1つの環境設定（「Dock」など）のすべての管理を無効にするときは、その
環境設定の各パネルで管理設定を「しない」に設定します。

アプリケーションへのアクセスを管理する
「アプリケーション」環境設定を使って、アプリケーションへのユーザアクセスを許可または拒

否できます。

コンピュータでは、アプリケーションを識別する方法として、デジタル署名（MacOSXv10.5
以降で使用されます）またはバンドルID（MacOSXv10.4以前で使用され、MacOSXv10.5 以
降でも使用できます）のいずれかが使用されます。

バンドル ID は、知識のあるユーザであれば操作できてしまうため、デジタル署名の方が安全性
がずっと高くなります。「ワークグループマネージャ」では、どちらの方法も使用できます。

デジタル署名を使用する場合は、「アプリケーション」パネルを使用します。バンドルIDを使用
する場合は、「レガシー」パネルを使用します。

アプリケーションの制限は、管理しているパネル、およびクライアントコンピュータで実行され

ているMacOSXのバージョンによって異なります：
Â「アプリケーション」パネルで管理を行い、ユーザがMacOSXv10.5以降を実行している場合
は、「アプリケーション」の設定が有効になり、「レガシー」の設定は無視されます。

Â「アプリケーション」パネルで管理を行わない場合は、すべてのバージョンのMacOSXで「レ
ガシー」の設定が有効になります。

Â ユーザがMacOSXv10.4以前を実行している場合は、「レガシー」の設定だけが有効になります。

「アプリケーション」環境設定では、「Dashboard」で特定のウィジェットだけを使用できるよう
にしたり、「FrontRow」を無効にしたりすることもできます。
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次の表に、「アプリケーション」の各パネルで設定可能な内容を示します。

特定のアプリケーションおよびフォルダへのユーザアクセスを制御する
「ワークグループマネージャ」を使って、許可されていないアプリケーションまたは許可されて

いないフォルダにあるアプリケーションをユーザが起動できないようにすることができます。

MacOSXv10.4以前では、アプリケーションはバンドルIDで識別されます。ユーザのコンピュー
タにMacOSXv10.5以降がインストールされている場合は、アプリケーションの識別にデジタ
ル署名を使用できます。デジタル署名は、バンドルIDに比べて偽装がずっと困難です。

「ワークグループマネージャ」では、まだ署名されていないアプリケーションに署名することが

できます。アプリケーションに署名するときは、署名を埋め込むか、アプリケーションから分離

して署名を保管するかを選択できます。

分離した署名を使用するよりも、署名を埋め込む方が、パフォーマンスがいくらか高くなります。

ただし、署名を埋め込む場合は、すべてのコンピュータに同じ署名付きアプリケーションをイン

ストールする必要があります。CD、DVD、またはその他の読み出し専用メディアからアプリケー
ションを実行する場合は、分離した署名を使用する必要があります。

「ワークグループマネージャ」では、アプリケーションに関連付けられている署名の種類が次の

アイコンで示されます。

ヘルパーアプリケーションが含まれるアプリケーションには、開閉用三角ボタンが表示されま

す。開閉用三角ボタンをクリックすると、ヘルパーアプリケーションのリストが表示されます。

デフォルトでは、これらのヘルパーアプリケーションの起動が許可されます。

個々のヘルパーアプリケーションを無効にすることができます。ただし、必要なヘルパーアプリ

ケーションを無効にしてしまうと、アプリケーションが予期しない動作をする可能性があります。

アプリケーション環境設定のパネル 設定対象

アプリケーション デジタル署名を使用した特定のアプリケーションおよびアプリケーション

のパスへのアクセス（MacOSXv10.5以降のユーザ用）

ウィジェット 許可されたDashboardウィジェットのリスト（MacOSXv10.5のユーザ
用）

FrontRow 「FrontRow」を許可するかどうか

レガシー バンドルIDを使用した特定のアプリケーションおよびアプリケーション
のパスへのアクセス（主にMacOSXv10.4以前のユーザ用）

アイコン 署名の種類

（アイコンなし） 埋め込まれた署名

分離した署名

署名なし
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アプリケーションの起動をユーザに許可または禁止するには、次のいずれかのリストにアプリ

ケーションまたはアプリケーションのパスを追加します：

Â「これらのアプリケーションを常に許可」。常に許可するアプリケーションを追加します。この
リストは、ほかのリストよりも優先されます。このリストに追加したアプリケーションに署名

することができます。未署名のアプリケーションはこのリストには追加しないでください。追

加すると、ユーザが、許可されていないアプリケーションを許可されたアプリケーションに偽

装できてしまいます。

Â「これらのフォルダ内のアプリケーションを禁止」。ユーザが起動できないようにしたいアプリ
ケーションまたはアプリケーションが含まれるフォルダを追加します。禁止したフォルダのサ

ブフォルダに含まれるアプリケーションもすべて禁止されます。アプリケーションパッケージ

内のフォルダを禁止すると、アプリケーションが予期しない動作をするか、アプリケーション

の読み込みに失敗する可能性があります。

Â「これらのフォルダ内のアプリケーションを許可」。許可したいアプリケーションまたはアプリ
ケーションが含まれるフォルダを追加します。許可したフォルダのサブフォルダに含まれるア

プリケーションもすべて許可されます。「これらのアプリケーションを常に許可」リスト内の

アプリケーションとは違って、このリスト内のアプリケーションは、「これらのフォルダ内の

アプリケーションを禁止」リストにアプリケーション自体またはそのパスが追加されている場

合には禁止されます。

アプリケーションまたはそのフォルダがいずれのリストにも含まれていない場合、ユーザはその

アプリケーションを起動できません。

参考：アプリケーションによっては、署名に完全には対応していないことがあります。署名され
たアプリケーションが適切に制限されることを確認するには、まず、アプリケーションのコピー

を作成し、それに署名して、「これらのフォルダ内のアプリケーションを禁止」リストに含まれ

るフォルダに移動します（管理対象のコンピュータでそのアプリケーションを起動してみると、

署名が有効であるため、アプリケーションは起動するはずです）。次に、そのアプリケーション

のパッケージ内に任意のファイルをコピーすることによって、署名されたアプリケーションの署

名を無効にします。これで、管理対象のコンピュータでそのアプリケーションを起動してみると、

署名が無効であり、禁止されたフォルダ内にアプリケーションがあるため、アプリケーションは

起動しないはずです。

特定のアプリケーションおよびフォルダの実行をユーザに許可するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「アプリケーション」をクリックして、「アプリケーション」タブをクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「起動を許可するアプリケーションを制限」を選択します。
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7 「アプリケーション」タブ（「アプリケーション」パネル内）をクリックし、追加（＋）ボタンを
クリックして、常に許可したいアプリケーションを選択してから、「追加」をクリックします。

アプリケーションを許可すると、そのアプリケーションに含まれるヘルパーアプリケーションもす

べて許可されます。ヘルパーアプリケーションの選択を解除することで、それらを禁止できます。

8 アプリケーションへの署名を求められた場合は、「署名」をクリックします。認証を求められた

場合は、ローカル管理者として認証を行います。

アプリケーションを未署名のアプリケーションとしてリストに追加する場合は、「署名しない」を

クリックします。

アプリケーションに署名することを選択すると、「ワークグループマネージャ」は署名を埋め込

もうとします。管理者がアプリケーションへの書き込みアクセス権を持っていない場合は、分離

した署名が作成されます。

9 「フォルダ」タブをクリックし、「これらのフォルダ内のアプリケーションを禁止」の横にある追
加（＋）ボタンをクリックして、ユーザが起動できないようにしたいアプリケーションが含まれ

るフォルダを選択します。

10 「これらのフォルダ内のアプリケーションを許可」フィールドの横にある追加（＋）ボタンをク
リックして、許可したいアプリケーションが含まれるフォルダを選択します。

フォルダを禁止する設定は、フォルダを許可する設定よりも優先されます。禁止したフォルダの

サブフォルダを許可しても、そのサブフォルダは禁止されたままになります。

11 「今すぐ適用」をクリックします。

特定のDashboardウィジェットを許可する
ユーザのコンピュータにMacOSXv10.5 以降がインストールされている場合は、許可された
Dashboard ウィジェットのリストを作成することによって、許可されていないウィジェットを
ユーザが起動できないようにすることができます。リストには、MacOSXに付属のウィジェッ
トと他社製のウィジェットを含めることができます。他社製のウィジェットを許可する場合は、

それらにサーバからアクセスできる必要があります。

特定のDashboardウィジェットを許可するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「アプリケーション」をクリックして、「ウィジェット」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「次のDashboardウィジェットのみ実行を許可」を選択します。
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7 特定のウィジェットを許可するには、追加（＋）ボタンをクリックし、ウィジェットの.wdgtファ
イルを選択して、「追加」をクリックします。

MacOSXに付属のウィジェットは、「/ライブラリ/Widgets」内にあります。

8 特定のウィジェットの起動を禁止するには、ウィジェットを選択して、取り除く（－）ボタンを

クリックします。

9 「今すぐ適用」をクリックします。

FrontRowを無効にする
「ワークグループマネージャ」を使って、「FrontRow」を無効にできます。

「FrontRow」を無効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「アプリケーション」をクリックして、「FrontRow」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「FrontRow を許可」の選択を解除します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

過去のMacOSX環境のユーザに特定のアプリケーションおよびフォルダの実
行を許可する
MacOSXv10.4 以前を利用するユーザに対して、アプリケーションのアクセスを制御するとき
は、次のいずれかの方法を使用します：

Â ユーザが起動できる一連の「許可された」アプリケーションにアクセスできるようにします

Â 一連の「許可しない」アプリケーションをユーザが起動できないようにします

また、追加のオプションを設定して、アプリケーションへのユーザアクセスをさらに細かく制御

することもできます。

ローカルボリュームへのアクセス権を持つユーザは、コンピュータのローカル・ハード・ディス

ク上のアプリケーションにアクセスできます。これらのアプリケーションにアクセスできないよ

うにするため、ローカルボリュームへのアクセスを禁止することができます。

アプリケーションは、単体では実行できないタスクを実行するためにヘルパーアプリケーション
を使用します。たとえば、ユーザがメールメッセージ内のWeb リンクを開こうとした場合、メー
ルアプリケーションはWebページを表示するためにWeb ブラウザを起動する必要があります。
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アプリケーションは任意のアプリケーションをヘルパーアプリケーションとして使用できるた

め、ヘルパーアプリケーションを禁止するとセキュリティが向上します。ただし、一般的なヘル

パーアプリケーションは許可されたアプリケーションのリストに含めることをお勧めします。こ

れにより、ユーザがメールの内容や添付ファイルを表示できないといった問題を避けることがで

きます。

場合によっては、アプリケーションまたはオペレーティングシステムで、「QuickTimeImage
Converter」などのUNIX ツールが必要になることがあります。これらのツールには直接アクセ
スすることはできません。これらのツールは通常、バックグラウンドで自動的に動作します。
UNIX ツールへのアクセスを禁止すると、アプリケーションによっては正しく動作しない可能性
があります。

UNIX ツールを許可すると、アプリケーションの互換性が向上し、動作が安定しますが、セキュ
リティは低下します。

MacOSXv10.5以降を実行するコンピュータでは、「アプリケーション」の設定が管理されてい
ない場合、「レガシー」の設定が使用されます。

アクセスできるアプリケーションのリストを設定するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「アプリケーション」をクリックして、「レガシー」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「ユーザが使用できるアプリケーション」または「ユーザが使用できないアプリケーション（こ
れ以外は使用可）」を選択します。

7 必要な項目をリストに追加し、不要な項目をリストから取り除きます。

複数の項目を選ぶときは、コマンドキーを押したままにします。

8 ユーザのローカル・ハード・ディスクに保存されたアプリケーションへのアクセスを許可する場

合は、「ユーザはローカルボリュームのすべてのアプリケーションを使用できる」を選択します。

9 ヘルパーアプリケーションを許可する場合は、「使用可能アプリケーションから使用不可アプリ

ケーションを起動することを許可」を選択します。
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UNIXツールの使用を許可する場合は、「UNIXツールの実行を許可する」を選択します。

11 「今すぐ適用」をクリックします。
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Classic環境設定を管理する
「Classic」環境設定を使って、Classic 環境の起動オプションを設定したり、Classic 環境のシス
テムフォルダを割り当てたり、Classic 環境のスリープオプションを設定したり、ユーザが特定
のアップルメニュー項目を利用できるようにしたりできます。

Classic環境のシステムフォルダは、MacOS9オペレーティングシステムが含まれるMacOS9
のシステムフォルダです。ユーザがClassicアプリケーションを実行すると、Classic環境のシス
テムフォルダからMacOS9が実行されます。

Classic環境は、MacOSXv10.4以前で実行できます。

次の表に、「Classic」の各パネルで設定可能な内容を示します。

Classic環境の起動オプションを選択する
「ワークグループマネージャ」では、Classic 環境を起動する方法とタイミングをさまざまな方法
で制御できます。

Classic 環境で動作するアプリケーションをユーザがよく使用する場合は、ユーザのログイン時
に Classic 環境が起動するようにすると便利です。Classic 環境をほとんど使用しない場合は、
Classicアプリケーションを開いたときやClassicアプリケーションを必要とする書類を開いたと
きにだけClassic環境が起動するように設定できます。 

Classic環境の起動時に警告を表示して、ユーザがClassic 環境の起動をキャンセルできるように
することもできます。

Classic環境のさまざまな起動オプションを操作するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Classic」をクリックして、「起動」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 ユーザのログイン時にClassic環境を起動する場合は、「ログイン時にClassicを起動する」を選択し
ます。

ログイン時にClassic環境を起動する場合、起動ウインドウが非表示になるため、ユーザはClassic
環境の起動をキャンセルできません。

Classic環境設定のパネル 設定対象

起動 Classic環境のシステムフォルダであるフォルダ、およびClassic 環境の起
動時に実行する処理

詳細 アップルメニューの項目、Classic環境のスリープ設定、およびユーザが
起動時に機能拡張を停止したりClassic環境のデスクトップファイルを再
構築したりできるかどうか
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ユーザが Classic 環境をほとんど使用しない場合は、このオプションの選択を解除して、Classic
環境を必要とする書類またはアプリケーションを開いたときにClassic環境が起動するようにでき
ます。この場合はClassic 環境の起動ウインドウが表示されるため、ユーザはClassic 環境の起動
をキャンセルできます。

7 ユーザがClassicアプリケーションまたは書類を開こうとしてClassic環境が起動するときに警告
ダイアログを表示する場合は、「Classic起動時に警告する」を選択します。

ユーザがClassic環境を手動で起動するときや、ログイン時にClassic環境が自動的に起動すると
きには、警告は表示されません。

ユーザは、Classic 環境の起動を続行することもキャンセルすることもできます。ユーザにClassic
環境の起動を中断させたくない場合は、このオプションの選択を解除します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

Classic環境のシステムフォルダを選ぶ
ほとんどの場合、コンピュータにはMacOS9のシステムフォルダが1つだけ、MacOSXの起
動ディスク上にあります。この場合は、Classic 環境のシステムフォルダを指定する必要はあり
ません。

コンピュータの起動ディスクに複数のMacOS9 システムフォルダがあり、管理者が特定のシス
テムフォルダへのパスを設定していない場合は、ユーザにエラーメッセージが表示され、Classic
環境は使用できません。

コンピュータの起動ディスクに複数のMacOS9 システムフォルダがある場合、または別のディ
スクにあるMacOS9 システムフォルダを使用したい場合は、Classic 環境の使用時に特定のシ
ステムフォルダを使用するように指定します。システムフォルダへのパスを指定する場合には、
MacOS9 システムフォルダがすべてのクライアントのハードディスク上で相対的に同じ位置に
ある必要があります。

MacOS9システムフォルダが複数あり、管理者が「Classic」環境設定の「起動」パネルで特定
のシステムフォルダを設定していない場合でも、ユーザが「システム環境設定」の「Classic」
パネルへのアクセス権を持っていれば、ユーザは利用可能なMacOS9システムフォルダの中か
ら選択できます。

特定のClassic環境のシステムフォルダを選ぶには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Classic」をクリックして、「起動」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。
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6 「Classic起動時にこの“システムフォルダ”を使用」フィールドで、Classic環境のシステムフォ
ルダへのパス（たとえば「/Volumes/VolumeName/システムフォルダ/」）を入力するか、「選択」
をクリックして目的のフォルダを選択します。

クライアントコンピュータのClassic 環境のシステムフォルダへのパスが、管理用コンピュータ
のClassic 環境のシステムフォルダへのパスと同じであることを確認してください。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

再起動時の特別な操作を許可する
管理対象のユーザが「システム環境設定」の「Classic」パネルへのアクセス権を持っている場
合、ユーザは「Classic」パネルの「起動」または「再起動」ボタンをクリックして、Classic 環
境を起動または再起動できます。

「Classic」システム環境設定の「詳細」パネルから特別な操作（機能拡張の停止、Classicの起動
または再起動、Classic 環境のデスクトップファイルの再構築など）を実行することをユーザに
許可できます。技術スタッフのメンバーのような特定のユーザにのみこの操作を許可するといっ

た使いかたができます。

再起動時の特別な操作を許可するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Classic」をクリックして、「詳細」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「特別な起動モードを許可する」を選びます。
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Classic環境のデスクトップファイルの再構築をユーザに許可する場合は、「デスクトップの再構
築をユーザに許可する」を選択します。

このオプションの選択を解除すると、「Classic」システム環境設定の「詳細」パネルにある「デ
スクトップを再構築」ボタンが使用不可になります。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

Classic環境のアップルメニュー項目へのアクセスを制御する
管理された「Classic」環境設定では、MacOS9のコントロールパネル、「セレクタ」、ネットワー
クブラウザなど、Classic環境のアップルメニューに含まれる特定の項目へのアクセスを制御でき
ます。アップルメニューに含まれる項目のすべてまたは一部を表示するか隠すことができます。

項目を隠すと、ユーザはアップルメニューからその項目にアクセスできなくなります。ただし、
MacOS9 のシステムフォルダ内で「セレクタ」を探して起動するなど、ほかのアクセス方法が
ある場合もあります。
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アップルメニューに含まれる項目へのアクセスを詳細に制限したい場合は、「ワークグループマ

ネージャ」の「アプリケーション」環境設定を使って、ユーザが起動できるアプリケーションま

たは起動できないアプリケーションを指定できます。詳しくは、170ページの「アプリケーショ
ンへのアクセスを管理する」を参照してください。

参考：プリンタ管理も適用される場合、「セレクタ」へのアクセスを禁止すると、ユーザがClassic
環境からプリントするときの動作が変わることがあります。ユーザは、「セレクタ」にアクセス

できないと、新しいプリンタを設定したり、プリンタの種類を切り替えたり（PostScriptプリン
タとPostScript以外のプリンタの切り替えなど）することができなくなります。

アップルメニューの項目を隠すまたは表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Classic」をクリックします。

5 「詳細」をクリックしてから、管理設定を「常に確認」に設定します。

6 アップルメニューから「セレクタ」とネットワークブラウザを取り除く場合は、「セレクタとネッ

トワークブラウザを隠す」を選択します。

「セレクタ」とネットワークブラウザを表示する場合は、このオプションの選択を解除します。

7 アップルメニューからコントロールパネルを取り除く場合は、「コントロールパネルを隠す」を

選択します。

コントロールパネルを表示する場合は、このオプションの選択を解除します。

8 残りのアップルメニュー項目を隠す場合は、「ほかのアップルメニュー項目を隠す」を選択します。

このグループには、「計算機」、「キー配列」、「最近使ったアプリケーション」などの項目が含ま

れます。残りのアップルメニュー項目を表示する場合は、このオプションの選択を解除します。

9 「今すぐ適用」をクリックします。

Classic環境のスリープ設定を調整する
Classicアプリケーションが1つも開いていない場合、システムリソースを節約するためにClassic
環境はスリープモードになります。ユーザが最後の Classic アプリケーションを終了してから
Classic環境がスリープ状態になるまでの時間間隔を調整できます。Classic環境がスリープモー
ドのときは、Classicアプリケーションを開くのに多少時間がかかることがあります。

環境によっては、バックグラウンドで動作するアプリケーション（ユーザが介入しなくても自動

的に動作するアプリケーション）を使用しなければならないことがあります。バックグラウンド

アプリケーションの動作中にClassic 環境がスリープモードになった場合、そのアプリケーショ
ンの実行は中断されます。アプリケーションの実行を続行したい場合は、Classic 環境のスリー
プ設定を「しない」に設定します。
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Classic環境のスリープ設定を調整するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Classic」をクリックします。

5 「詳細」をクリックしてから、管理設定を「常に確認」に設定します。

6 つまみをドラッグして、Classic 環境がスリープ状態になるまでの時間を設定します。

Classic 環境がスリープ状態にならないようにしたい場合は、つまみを「しない」にドラッグし
ます。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

常に同じClassic環境のユーザ環境設定を提供する
Classic 環境では通常、ユーザのMacOS9 の初期設定のデータが MacOS9 システムフォルダ
内で検索されます。ユーザが複数のコンピュータを使用する場合、または複数のユーザが1台の
コンピュータを使用する場合には、各ユーザが常に同じ環境設定を使用できるように、ホーム

フォルダの「~/ライブラリ/Classic/」にある環境設定が使用されるようにする必要があります。

ユーザのホームフォルダにある環境設定を使用しない場合、ユーザのMacOS9 データは、
MacOS9システムフォルダに保存され、ほかのユーザのデータとは区別されません。この場合、
環境設定は共有され、最後のユーザが行った変更が、次のユーザがログインしたときに有効にな

ります。

Classic環境のユーザ環境設定を保存する場所を選択するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Classic」をクリックします。

5 「詳細」をクリックしてから、管理設定を「常に確認」に設定します。

6 常に同じClassic環境設定を使用できるようにする場合は、「ホームフォルダから環境設定を使用
する」を選択します。

すべてのClassicユーザの環境設定をローカルのMacOS9システムフォルダに保存する場合は、
このオプションの選択を解除します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。
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Dock環境設定を管理する
「Dock」の設定によって、ユーザの「Dock」の動作を調整し、「Dock」に表示する項目を指定で
きます。

次の表に、「Dock」の各パネルで設定可能な内容を示します。

ユーザのDockを制御する
「Dock」の設定によって、デスクトップ上の「Dock」の位置調整と「Dock」のサイズ変更がで
きます。また、「Dock」のアニメーション動作を制御することもできます。

Dockの外観と動作を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Dock」をクリックして、「Dock 表示」をクリックします。

5 管理設定を「1度」または「常に確認」に設定します。

6 「Dockサイズ」つまみをドラッグし、「Dock」の大きさを調整します。

7 ユーザがポインタを「Dock」の項目の上に移動したときにその項目を拡大したい場合は、「拡大」
を選択し、つまみを調整します。

「拡大」は、「Dock」に多数の項目がある場合に便利です。

8 「画面上の位置」ラジオボタンから、「Dock」をデスクトップの左、右、または下のどの位置に
配置するかを選択します。

9 「しまうときのエフェクト」ポップアップメニューから、しまうときのエフェクトを選択します。

10 アプリケーションが開くときに「Dock」のアイコンをアニメーション表示させたくない場合は、
「起動中のアプリケーションをアニメーションで表示する」の選択を解除します。 

11 「Dock」が常に表示されないようにしたい場合は、「Dockを自動的に隠す／表示する」を選びます。

ユーザがポインタを画面の端（「Dock」がある方）に移動すると、「Dock」が表示されます。

12 「今すぐ適用」をクリックします。

Dock 環境設定のパネル 設定対象

Dockの項目 ユーザの「Dock」に含まれる項目とそれらの位置

Dock表示 「Dock」の位置と動作
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グループフォルダに簡単にアクセスできるようにする
グループボリュームを設定した後、ユーザがグループフォルダを簡単に見つけられるように、

ユーザの「Dock」にエイリアスを追加できます。グループフォルダには、グループの「ライブ
ラリ」フォルダ、「書類」フォルダ、「パブリック」フォルダ（ドロップボックスを含む）があり

ます。グループ共有ポイントの設定方法については、103ページの「グループフォルダを作成す
る」を参照してください。

ユーザがグループフォルダのアイコンをクリックしてもグループフォルダにアクセスできない

場合は、ユーザ名とパスワードを入力してサーバに接続してから、ディレクトリを開く必要があ

ります。

参考：この環境設定は、グループだけに適用されます。この環境設定は、ユーザまたはコンピュー
タでは管理できません。

グループフォルダのDock項目を追加するには：
1 グループ共有ポイントをまだ設定していない場合は、次の手順に進む前に設定します。

2 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

3 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

4 グループボタンをクリックし、リストからグループアカウントを1つ以上選択します。

5 「Dock」をクリックして、「Dock の項目」をクリックします。

6 管理設定を「1度」または「常に確認」に設定します。

「1度」を選択すると、初期状態ではグループフォルダのアイコンがユーザの「Dock」に表示さ
れますが、ユーザはそれを削除できます。

7 「グループフォルダを追加」を選択します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

グループ共有ポイントの位置を変更した場合は、「ワークグループマネージャ」でグループの
Dock項目をアップデートしてください。

ユーザのDockに項目を追加する
アプリケーション、フォルダ、または書類をユーザの「Dock」に追加して、簡単にアクセスで
きるようにできます。

「Dock」に追加する項目のパスが変わっていないことを確認してください。これは、標準とは異
なる場所にある項目（「/アプリケーション」フォルダ以外のフォルダに置かれたアプリケーショ
ンなど）を追加する場合に特に重要です。Dock項目が見つからない場合、ユーザの「Dock」で
は、その項目の位置に？マークが表示されます。

ユーザの「Dock」に項目を追加するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。
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2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Dock」をクリックして、「Dock の項目」をクリックします。

5 管理設定を「1度」または「常に確認」に設定します。

「1 度」を選択した場合、ユーザはDock 項目を追加したり取り除いたりできます。「常に確認」
を選択した場合、ユーザはDock項目を追加したり取り除いたりできません。 

6 個々のアプリケーション、フォルダ、および書類を「Dock」に追加する場合は、追加（＋）ボ
タンをクリックし、目的の項目をブラウズして選択します。

Dock項目を取り除く場合は、その項目を選択して、取り除く（－）ボタンをクリックします。

リストにある「Dock」の項目を並べ替える場合は、表示する順になるようにそれらの項目をド
ラッグします。アプリケーションは常に一方の端にグループ化され、フォルダとファイルはもう

一方の端にグループ化されます。ユーザが追加する項目は、管理者が追加したアプリケーション

の後に配置されます。

7 「マイアプリケーション」フォルダを追加する場合は、「マイアプリケーション」を選択します。

「マイアプリケーション」フォルダには、「アプリケーション」環境設定パネルで許可されたアプ

リケーションのエイリアスが含まれます。「アプリケーション」環境設定を管理していない場合

は、利用可能なアプリケーションが表示されます。「シンプルFinder」を有効にしている場合は、
「マイアプリケーション」フォルダを表示する必要があります。

8 「書類」フォルダを追加する場合は、「書類」を選択します。

「書類」フォルダは、ユーザのホームフォルダにあるフォルダです。

9 「ネットワークホーム」フォルダを追加する場合は、「ネットワークホーム」を選択します。

「ネットワークホーム」フォルダは、ネットワークアカウントを持つユーザのネットワーク・ホー

ムフォルダです。モバイルアカウントのユーザの場合、「ネットワークホーム」を選択すると、

ユーザのネットワーク・ホームフォルダ（ユーザのローカル・ホームフォルダではありません）

が「Dock」に追加されます。

10 ユーザの現在の「Dock」を管理者が選択した項目に置き換える場合は、「ユーザのDockと結合
する」の選択を解除します。

11



Dockの項目の追加が完了したら、「今すぐ適用」をクリックします。

ユーザがDock項目を追加または削除できないようにする
通常、ユーザは自分の「Dock」に項目を追加できますが、この操作を禁止することができます。
「常に確認」（それらの設定を常に管理）を選択すると、管理者が「Dock」に追加した項目をユー
ザが取り除くことができなくなります。

ユーザが自分のDockに項目を追加できないようにするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。
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2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Dock」をクリックして、「Dock の項目」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「ユーザのDockと結合する」の選択を解除します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

省エネルギー環境設定を管理する
「省エネルギー」環境設定を使って、サーバとクライアントコンピュータのスリープ、スリープ

解除、および再起動のタイミングを管理すれば、エネルギーとバッテリー電源を節約できます。

デスクトップコンピュータとノート型コンピュータの「省エネルギー」環境設定を構成できます。

ノート型コンピュータはバッテリー電源で動作できる点で、デスクトップコンピュータとは異な

ります。

次の表に、「省エネルギー」の各パネルで設定できる内容を示します。

デスクトップコンピュータのスリープおよびスリープ解除設定を使用する
コンピュータをスリープ状態にすると、ディスプレイの電源が切れて、ハードディスクの動作が

停止するため、エネルギーが節約されます。スリープ状態の解除は、コンピュータを起動するよ

りも短い時間で済みます。

「省エネルギー」環境設定を使って、コンピュータの待機状態が一定の時間続いたら自動的にス

リープ状態になるように設定できます。特定の現象が発生した場合に、コンピュータをスリープ

解除または再起動することもできます。

スリープおよびスリープ解除を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

省エネルギー環境設定のパネル 設定対象

デスクトップ コンピュータ、ディスプレイ、およびハードディスクのスリープのタイミ

ング、およびMacOSXとMacOSXServerのスリープ解除と再起動のオ
プション

ポータブル プロセッサのパフォーマンス設定、「デスクトップ」と同様のスリープの
タイミング、およびアダプタ電源とバッテリー電源のスリープ解除と再起

動のオプション

バッテリーメニュー バッテリー状況インジケータの表示

予約 定期的な起動またはシステム終了の予約
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2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「省エネルギー」をクリックして、「デスクトップ」をクリックします。

5 「OS」ポップアップメニューから「MacOSX」または「MacOSXServer」を選択して、管理設
定を「常に確認」に設定します。

6 スリープの設定を調整する場合は、「設定」ポップアップメニューから「スリープ」を選択して、

次のいずれかの操作を行います：

7 スリープ解除と再起動の設定を設定する場合は、「設定」ポップアップメニューから「オプショ

ン」を選択して、次のいずれかの操作を行います：

8 「今すぐ適用」をクリックします。

コンピュータまたはディスプレイのスリープは、マウスをクリックするかキーボードのキーを押

すことで解除できます。

目的 操作

デスクトップコンピュータがス

リープモードになるまでの時間を
設定する

「コンピュータがスリープするまでの待機時間」のつまみを動かします。

つまみを「しない」に設定すると、コンピュータはスリープモードになり
ません。MacOSXのデフォルト設定は10分です。MacOSXServerの
デフォルト設定は「しない」です。

コンピュータのディスプレイがス

リープモードになるまでの時間を別
に設定する

「コンピュータの待機状態が以下に指定する時間続いたら、ディスプレイ

をスリープさせる」を選択し、つまみを動かします。この時間は、コン
ピュータのスリープ設定よりも長くすることはできません。MacOSXの
デフォルト設定は5分です。MacOSXServerのデフォルト設定は30分
です。

待機状態が一定の時間続いたらハー
ドディスクをスリープ状態にする

「可能な場合はハードディスクをスリープさせる」を選択します。

目的 操作

モデムが動作を始めたときにコン

ピュータのスリープを解除する

「モデムが通話を検出したときにスリープを解除する」を選択します。

管理者からリモートアクセスがあっ

たときにコンピュータのスリープを
解除する

「Ethernetネットワーク管理者のアクセスによってスリープを解除する」
を選択します。

ユーザがパワーボタンを押すことで
（一定時間押したままにするのでは

なく）コンピュータをスリープモー
ドにできるようにする

（MacOSXv10.3以降がインストールされたクライアントコンピュータの
場合）「パワーボタンを使用してコンピュータをスリープできるようにす

る」を選択します。

停電後にコンピュータを常に再起動
する

「停電後に自動的に再起動する」を選択します。自動的に再起動しない場
合は、このオプションの選択を解除します。
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ノート型コンピュータの省エネルギー設定を設定する
「省エネルギー」の「ポータブル」設定を使って、ノート型コンピュータで使用されている電源

（アダプタまたはバッテリー）ごとにスリープのタイミング、スリープ解除のタイミング、およ

びプロセッサのパフォーマンス設定を調整できます。停電が突然起きた場合にコンピュータが再

起動するように設定することもできます。

ノート型コンピュータの設定を管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「省エネルギー」をクリックして、「ポータブル」をクリックします。

5 「電源」ポップアップメニューから「アダプタ」または「バッテリー」を選択して、管理設定を
「常に確認」に設定します。

6 スリープの設定を調整する場合は、「設定」ポップアップメニューから「スリープ」を選択して、

次のいずれかの操作を行います：

7 スリープ解除と再起動の設定を設定する場合は、「設定」ポップアップメニューから「オプショ

ン」を選択して、次のいずれかの操作を行います：

目的 操作

ノート型コンピュータがスリープ

モードになるまでの時間を設定する

「コンピュータがスリープするまでの待機時間」のつまみを動かします。

つまみを「しない」に設定すると、コンピュータはスリープモードになり
ません。アダプタ電源使用時のデフォルト設定は10分です。バッテリー
電源使用時のデフォルト設定は5分です。

コンピュータのディスプレイがス

リープモードになるまでの時間を別
に設定する

「コンピュータの待機状態が以下に指定する時間続いたら、ディスプレイ

をスリープさせる」を選択し、つまみを動かします。この時間は、コン
ピュータのスリープ設定よりも長くすることはできません。バッテリー電

源使用時とアダプタ電源使用時のデフォルト設定は5分です。

待機状態が一定の時間続いたらハー

ドディスクをスリープ状態にする

「可能な場合はハードディスクをスリープさせる」を選択します。

目的 操作

モデムが動作を始めたときにコン
ピュータのスリープを解除する

「モデムが通話を検出したときにスリープを解除する」を選択します。

管理者からリモートアクセスがあっ
たときにコンピュータのスリープを

解除する

「Ethernetネットワーク管理者のアクセスによってスリープを解除する」
を選択します。
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8 「今すぐ適用」をクリックします。

コンピュータまたはディスプレイのスリープは、マウスをクリックするかキーボードのキーを押

すことで解除できます。

バッテリーの状況をユーザに表示する
ノート型コンピュータでは、外部電源に接続されていないときの標準電源として、または外部電

源に接続されているときのバックアップ電源として、バッテリーが使用されます。

バッテリーの電源の残りが少なくなってコンピュータに電力を供給できなくなると、コンピュー

タはエネルギーを節約するためにスリープ状態になります。電力を供給できる電源にコンピュー

タを再接続すると（充電済みのバッテリーを挿入する、電源アダプタを接続するなど）、コン

ピュータのスリープが解除されて作業を再開できます。

外部電源に接続していないときには、バッテリーの状況を監視することをお勧めします。また、

バッテリーを完全に充電された状態に保つために、できるだけ電源アダプタを使用してください。

メニューバーにバッテリーの状況を表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「省エネルギー」をクリックして、「バッテリーメニュー」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 バッテリーの状況を表示する場合は、「メニューバーにバッテリーステータスを表示する」を選

択します。バッテリーの状況を表示しない場合は、このオプションの選択を解除します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

自動的な起動、システム終了、またはスリープを予約する
指定した曜日の指定した時刻にコンピュータが起動、システム終了、またはスリープするように

予約できます。コンピュータが使用されない時間（勤務時間外、週末、放課後など）が分かって

いる場合は、システム終了またはスリープを予約しておくことで、その時間帯にエネルギーを節

約することができます。また、コンピュータを自動的に起動するように予約しておけば、研究室

や教室のコンピュータを必要なときにすぐに使用できるようになります。

停電後にコンピュータを常に再起動

する

「停電後に自動的に再起動する」を選択します。自動的に再起動しない場

合は、このオプションの選択を解除します。

プロセッサのパフォーマンスレベル

を選択する

「プロセッサのパフォーマンス」ポップアップメニューで、「最高」、「自

動」、または「低」を選択します。アダプタを使用する場合は、「最高」に
設定することをお勧めします。バッテリーを使用する場合は、「自動」に

設定することをお勧めします。

目的 操作
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自動的な操作を予約するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「省エネルギー」をクリックして、「予約」をクリックします。

5 「OS」ポップアップメニューから「MacOSX」または「MacOSXServer」を選択して、管理設
定を「常に確認」に設定します。

6 コンピュータを自動的に起動するように予約する場合は、「コンピュータを起動」を選択し、ポッ

プアップメニューから特定の曜日または日付の範囲（「平日」、「週末」、または「毎日」）を選択

して、時刻のフィールドに時刻を入力します。

起動の予約を無効にする場合は、このオプションの選択を解除します。

7 コンピュータを自動的にスリープまたはシステム終了するように予約する場合は、チェックボッ

クスを選択し、「スリープ」または「システム終了」を選択します。次に、ポップアップメニュー

から特定の曜日または日付の範囲（「平日」、「週末」、または「毎日」）を選択して、時刻のフィー

ルドに時刻を入力します。

スリープまたはシステム停止の予約を無効にする場合は、このオプションの選択を解除します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

Finderの環境設定を管理する
「Finder」のメニューとウインドウに関するさまざまな機能を制御できます。これは、作業の流
れを効率化したり制御したりするのに役立ちます。

たとえば、「シンプルFinder」を有効にすることによって、ユーザの作業環境を簡素化できます。
また、ユーザにディスクへの書き込みやディスクの取り出しを禁止することもできます。

次の表に、「Finder」環境設定の各パネルで設定できる内容を示します。

Finder環境設定のパネル 設定対象

環境設定 Finderウインドウの動作、「シンプルFinder」、開いている項目をデスク
トップに表示するかどうか、ファイル名拡張子を表示するかどうか、およ
び「ゴミ箱を空にする」の警告。

コマンド Finderメニューおよびアップルメニューのコマンドをユーザが利用できる
ようにするかどうか。これらは、サーバへの接続やコンピュータの再起動

などの操作を実行するためのコマンドです。

表示 ユーザのデスクトップ、Finderウインドウ、およびコンピュータの最上位
フォルダにある項目の配置と外観を調整できます。
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シンプルFinderを設定する
ユーザの環境として、通常の「Finder」または「シンプルFinder」を選択できます。
Â 通常の「Finder」は、標準のMacOSXデスクトップと同じように表示され、同じように機能
します。

Â「シンプルFinder」では、Finderウインドウからアプリケーションにアクセスしたりファイル
を変更したりできなくなります。これにより、ユーザがアクセスできるのは「Dock」内の項
目だけになります。

「シンプルFinder」を有効にすると、ユーザは、ネットワークボリュームのマウント、フォルダ
の作成、およびファイルの削除ができなくなります。

「ワークグループマネージャ」を使用する以外に、ローカルコンピュータで「システム環境設定」

を使用して「シンプルFinder」を設定することもできます。「ワークグループマネージャ」を使っ
て「シンプルFinder」環境を適用し、ローカルコンピュータでこの機能が使用されていないとき
は、クライアントの「Finder」だけに設定が適用されます。「Dock」の設定とアプリケーション
へのアクセス設定は別に管理する必要があります。

ローカルコンピュータで「シンプルFinder」を設定し、「ワークグループマネージャ」でアプリ
ケーション管理機能と「Dock」管理機能を使ってDock 項目やアプリケーションへのアクセス
を追加することができます。

重要：MacOSXv10.2～v10.2.8を使用し、独自のグループフォルダが定義されたワークグルー
プにログインするユーザには、「シンプルFinder」を有効にしないでください。「シンプルFinder」
ではグループフォルダへのアクセスが禁止されるため、これらのユーザはアプリケーションを使

用できなくなります。

シンプルFinderを有効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「環境設定」タブをクリックして、管理設定を選択します。

「常に確認」を選択した場合は、「通常のFinderを使用する」または「シンプルFinder を使用す
る」を選択できます。

「1度」を選択した場合は、通常の「Finder」が使用されます。

5 「今すぐ適用」をクリックします。
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ディスクとサーバがユーザのデスクトップに表示されないようにする
通常、ユーザが外部ディスクをセットすると、そのディスクのアイコンがデスクトップに表示さ

れます。ローカルハードディスク、ディスクパーティションおよびマウントされたサーバボ

リュームのアイコンも表示されます。これらの項目をユーザのデスクトップに表示したくない場

合は、隠すことができます。

その場合でも、ユーザがFinder ウインドウのツールバーにある「コンピュータ」アイコンをク
リックしたときは、最上位のフォルダにディスクやサーバが表示されます。

ディスクおよびサーバのアイコンをデスクトップに表示しないようにするには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「環境設定」タブをクリックして、管理設定を選択します。

5 「次の項目をデスクトップに表示」から、隠したい項目の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

Finderウインドウの動作を制御する
ユーザが新しい Finder ウインドウを開いたときにどのフォルダが表示されるかを選択できま
す。また、ユーザがフォルダを開いたときに内容がどのように表示されるかを定義することも

できます。

Finderウインドウの環境設定を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「環境設定」タブをクリックして、管理設定を選択します。

5 「“新規Finderウインドウ”で開く」の下で、Finderウインドウのデフォルトフォルダを選択します。

「ホーム」を選ぶと、ユーザのホームフォルダの項目が表示されます。

「コンピュータ」を選ぶと、最上位のフォルダが表示されます。ここには、ローカルディスクと
マウントされたボリュームが含まれます。

6 ユーザがフォルダを開いたときにフォルダの内容を別のウインドウに表示する場合は、「フォル

ダを常に新規ウインドウとして開く」を選択します。

通常、MacOSXのユーザは、1つのFinder ウインドウを使って一連のフォルダをブラウズでき
ます。
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7 すべてのウインドウを常に同じ表示にするには、「ウインドウを常にカラム表示で開く」を選択

します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

ユーザがゴミ箱を空にするときに警告メッセージを表示しない
通常、ユーザが「ゴミ箱」を空にするときは警告が表示されます。ユーザにこのメッセージを表

示したくない場合は、オフにすることができます。

ゴミ箱の警告メッセージを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「環境設定」タブをクリックして、管理設定を選択します。

5 「ゴミ箱を空にする前に警告を表示する」の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

ファイル名拡張子を表示する
通常、ファイル名拡張子は、ファイル名の末尾に表示されます（.txt や.jpg など）。アプリケー
ションは、ファイル名拡張子を使ってファイルの種類を識別します。

ファイル名拡張子を表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「環境設定」タブをクリックして、管理設定を選択します。

5 「常にファイル拡張子を表示する」を選びます。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

リモートサーバへのユーザアクセスを制御する
ユーザは、「Finder」の「移動」メニューにある「サーバへ接続」コマンドを選択し、サーバの
名前または IP アドレスを指定することによって、リモートサーバに接続できます。ユーザがこ
のメニュー項目を使用できないようにしたい場合は、このコマンドを隠すことができます。

サーバへ接続コマンドを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。
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2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「コマンド」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 「サーバへ接続」の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

iDiskへのユーザアクセスを制御する
iDisk に接続したいユーザは、「Finder」の「移動」メニューにある「iDisk へ移動」コマンドを
選択できます。ユーザがこのメニュー項目を使用できないようにしたい場合は、このコマンドを

隠すことができます。

iDiskへ移動コマンドを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「コマンド」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 「iDiskへ移動」の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

ユーザがディスクを取り出せないようにする
ユーザがディスク（CD、DVD、フロッピーディスク、FireWire ドライブなど）を取り出せない
ようにしたい場合は、「Finder」の「ファイル」メニューにある「取り出す」コマンドを隠すこ
とができます。

「取り出す」コマンドを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「コマンド」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 「取り出す」の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。
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Finderのディスクを作成コマンドを隠す
適切なハードウェアのあるコンピュータでは、ユーザはディスクを作成（記録可能なCD やDVD
に情報を書き込み）できます。この機能をユーザに使ってほしくない場合は、「Finder」の「ファ
イル」メニューにある「ディスクを作成」コマンドを隠すことができます。

ユーザが記録可能なCDまたはDVDを使用または作成できないようにするときは、「メディアア
クセス」パネルの設定を使用します。詳しくは、207ページの「メディアアクセスの環境設定を
管理する」を参照してください。

CDを作成できるのは、CD-RWドライブ、コンボドライブ、またはSuperDrive を搭載したコン
ピュータだけです。「ディスクを作成」コマンドは、CD-R、CD-RW、またはDVD-Rディスクだ
けで使用できます。DVD-Rディスクを作成できるのはSuperDrive のみです。

ディスクを作成コマンドを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「コマンド」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 「ディスクを作成」の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

フォルダへのユーザアクセスを制御する
ユーザは、「Finder」の「移動」メニューにある「フォルダへ移動」コマンドを選択し、フォル
ダのパス名を指定することによって、特定のフォルダを開くことができます。この機能をユーザ

に使ってほしくない場合は、このコマンドを隠すことができます。

フォルダへ移動コマンドを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「コマンド」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 「フォルダへ移動」の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

再起動およびシステム終了をアップルメニューから取り除く
ユーザが使用しているコンピュータを再起動またはシステム終了させたくない場合は、「再起動」

および「システム終了」コマンドをアップルメニューから取り除くことができます。
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再起動およびシステム終了コマンドを隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「コマンド」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 「再起動」および「システム終了」の選択を解除します。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

さらに、「ログイン」環境設定を使って、ログインウインドウから「再起動」および「システム

終了」ボタンを取り除くこともできます。手順については、196ページの「ログインウインドウ
の外観を変更する」を参照してください。

デスクトップ項目の外観と配置を調整する
ユーザのデスクトップの項目はアイコンとして表示されます。デスクトップアイコンのサイズと

配置方法を制御できます。

デスクトップ表示の環境設定を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「表示」をクリックして、管理設定を選択します。

管理設定は、3つの表示オプションすべてに適用されます。

5 「デスクトップ表示」をクリックし、「アイコンの大きさ」のつまみをドラッグしてアイコンのサ
イズを調整します。

6 項目の行と列を常に揃える場合は、「グリッドに沿う」を選択します。

7 名前やタイプなどの条件に基づいて項目を並べ替える場合は（すべてのフォルダをグループ化す

るなど）、「常に次で並べ替える」を選択し、ポップアップメニューから方法を選択します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

Finderウインドウの内容の外観を調整する
Finder ウインドウの項目は、リストまたはアイコンとして表示できます。これらの項目の外観
や、Finder ウインドウにツールバーを表示するかどうかを制御できます。
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「デフォルト表示」の設定によって、すべてのFinder ウインドウの全体的な外観を制御します。
「コンピュータ表示」の設定では、ハードディスクとディスクパーティション、外部ハード・ド

ライブ、マウントされたボリューム、およびリムーバブルメディア（CD やDVD など）が表示
される最上位のコンピュータフォルダの表示方法を制御します。

デフォルト表示およびコンピュータ表示の環境設定を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「Finder」をクリックし、「表示」をクリックして、管理設定を「1度」または「常に確認」に設
定します。

この設定は、3つの表示のオプションに適用されます。

5 「デフォルト表示」または「コンピュータ表示」をクリックします。

使用可能な設定はどちらの表示でもほぼ同じです。

6 「アイコンの大きさ」のつまみをドラッグしてアイコンのサイズを調整します。

7 アイコンの行と列を常に揃える場合は、「グリッドに沿う」を選択します。

アイコンがグリッドに沿うようにすると、アイコンが重なるのを防ぐことができます。

8 アイコンを並べ替える場合は、「常に次で並べ替える」を選択して、ポップアップメニューから

方法を選択します。

項目は、名前、作成日または変更日、サイズ、または種類（たとえば、すべてのフォルダを1 つ
にグループ化します）ごとに並べ替えることができます。

9 「リスト表示」設定を調整します。

「相対日時（昨日／今日）を使う」を選択すると、項目の作成日または変更日が、「3/24/05」の
代わりに「今日」などと表示されます。

「フォルダの容量を計算する」を選んだ場合、 Finder ウインドウに表示される各フォルダの合計
サイズが自動的に計算されます。フォルダのサイズが非常に大きい場合、計算にしばらく時間が

かかる場合があります。

10 リスト内のアイコンのサイズを選びます。

11 「今すぐ適用」をクリックします。

ログインの環境設定を管理する
「ログイン」環境設定を使って、ユーザのログインオプションを設定したり、パスワードのヒン

トを指定したり、ユーザがログインウインドウからコンピュータを再起動およびシステム終了で

きないようにしたりできます。また、ユーザのログイン後にグループボリュームをマウントした

りアプリケーションを開くように設定することもできます。
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次の表に、「ログイン」の各パネルで設定できる内容を示します。

「スクリプト」、「ウインドウ」、および「オプション」は、コンピュータに対してのみ管理できま

す。ユーザまたはグループに対しては管理できません。

ログインウインドウの外観を変更する
コンピュータのログインウインドウの外観を簡単に変更できます。ログインウインドウの見出し

メッセージ、リストに含めるユーザとリストの表示方法、および「再起動」ボタンと「システム

終了」ボタンの表示を設定できます。これらの設定は、コンピュータおよびコンピュータグルー

プにのみ適用されます。

ユーザのリストを表示する場合は、リストに含めるユーザのタイプを選択できます。これらの設

定の効果は、クライアントコンピュータにインストールされているMacOSX のバージョンに
よって異なります。

ログイン環境設定のパネル 設定対象

ウインドウ コンピュータおよびコンピュータグループのみ： ログインウインドウの外観。
見出し、メッセージ、「ユーザのリスト」を指定する場合にリストに含める
ユーザ、再起動またはシステム終了できるかどうかなど

オプション コンピュータおよびコンピュータグループのみ： ログインウインドウのオプ
ション。パスワードのヒントを有効にするかどうか、自動ログイン、コン

ソール、ファストユーザスイッチ、待機状態でのログアウト、管理の無効化、
コンピュータ名をコンピュータレコード名に設定、外部アカウントログイン

など

アクセス コンピュータおよびコンピュータグループのみ： ログインできるユーザ、
ローカルユーザがワークグループ設定を使用できるかどうか、およびワーク
グループの組み合わせと選択

スクリプト コンピュータおよびコンピュータグループのみ： ログインまたはログアウト
時に実行するスクリプトの指定、およびクライアントコンピュータ独自の
LoginHookまたはLogoutHookスクリプトを実行するか無効にするかの指定

項目 グループボリュームへのアクセス、ユーザのために自動的に開くアプリケー

ション、およびユーザがログイン項目を追加または削除できるかどうか

リスト設定 MacOSXのバージョン 効果

ローカルユーザを表示する 10.4 ローカルアカウント、およびローカル・ホーム
フォルダを持つモバイルアカウントがリストに含

まれます

ローカルユーザを表示する 10.5 ローカルアカウントがリストに含まれます

モバイルアカウントを表示 10.4 対応していません

モバイルアカウントを表示 10.5 ローカル・ホームフォルダを持つモバイルアカ

ウント、および外部アカウントがリストに含ま
れます

ネットワークユーザを表示する 10.4および10.5 ネットワークアカウント、およびローカル・ホー
ムフォルダを持たないモバイルアカウントがリス

トに含まれます
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ディレクトリ管理者アカウントは、ネットワークアカウントと見なされるので、ネットワーク

ユーザを表示しない場合は非表示になります。ディレクトリ管理者アカウントのユーザIDを100
よりも下に設定することで、このアカウントを隠すこともできます。詳しくは、67ページの
「ユーザIDを変更する」を参照してください。

ログインウインドウは、必要に応じてカスタマイズできます。

たとえば、コンピュータがディレクトリドメインにアクセスできるかどうかをテストするとき

は、見出しを「ディレクトリの状況」に変更し、ネットワークユーザのリストを表示できます。

また、許可されていないアクセスを防ぐには、警告メッセージを作成し、名前とパスワードの

フィールドを表示して（侵入者はユーザの名前とパスワードを知っていなければならなくなりま

す）、「再起動」ボタンと「システム終了」ボタンの表示を無効にします（侵入者がログインウイ

ンドウを回避するのを防ぐのに役立ちます）。

ログインウインドウの外観を変更するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ログイン」をクリックして、「ウインドウ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 デフォルトの見出しを変更する場合は、「見出し」ポップアップメニューから見出しを選択します。

ユーザは、ログインウインドウで見出しをクリックすることによって、ほかの見出しを表示でき

ます。

7 ログインウインドウの見出しの下にメッセージを表示する場合は、「メッセージ」にメッセージ

を入力します。

8 ユーザにユーザ名とパスワードの入力を要求する場合は、「名前とパスワードのテキストフィー

ルド」を選択します。

9 ユーザがリストから自分の名前を選択できるようにするには、「これらのコンピュータを使用で

きるユーザのリスト」を選択します。

10 リストに表示するユーザのタイプを選択します。

特定のタイプのユーザをリストに表示しないようにするには、対応する設定の選択を解除します。

コンピュータの管理者を表示する 10.4および10.5 ローカルシステム管理者がリストに含まれます

“その他...”を表示 10.4および10.5 ユーザがローカルまたはネットワークベースのア
カウントを使って認証できるように、名前とパス

ワードのテキストフィールドが表示されます

リスト設定 MacOSXのバージョン 効果
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MacOSXv10.5 以降がインストールされたクライアントコンピュータでモバイルアカウントを
表示する場合は、「モバイルアカウントを表示」を選択します。

MacOSXv10.4 がインストールされたクライアントコンピュータでモバイルアカウントを表示
する場合は、「ローカルアカウントを表示する」を選択します。

リストにないユーザのログインを許可する場合は、「“その他...”を表示」を選択します。

11 ユーザがコンピュータを再起動できるようにする場合は、「“再起動”ボタンを表示」を選択します。

このオプションを選択しても、ユーザがコンピュータに物理的にアクセスできる場合はコン

ピュータを再起動できます。

12 ユーザがコンピュータをシステム終了できるようにする場合は、「“システム終了”ボタンを表示」

を選択します。

このオプションを選択しても、ユーザがコンピュータに物理的にアクセスできる場合はコン

ピュータをシステム終了できます。

「Finder」メニューから「再起動」および「システム終了」コマンドを取り除くこともできます。
詳しくは、188ページの「Finderの環境設定を管理する」を参照してください。

13 「今すぐ適用」をクリックします。

その他のログインオプションを構成する
次のログインオプションを構成できます。これらは、ユーザのログイン方法を変更するオプショ

ンですが、ログインウインドウの外観には影響しません。

オプション 有効にしたときの動作

パスワードのヒントが指定されてい

る場合は必要に応じて表示

ユーザがパスワードのヒントを指定していて、パスワードの入力を3回間
違えた場合は、パスワードのヒントが表示されます。

自動ログインを有効にする コンピュータのローカル設定で自動ログインが有効になっている場合は、

コンピュータの起動時にログインウインドウが省略されます。

コンソールログインを有効にする ユーザはDarwinコンソール（コマンドラインインターフェイス）を使っ
てログインできます。コンソールにログインするには、ログインウインド
ウで「>console」と入力し、パスワードを入力しません。この場合、
ユーザは管理対象にならなくなります。

ファストユーザスイッチを有効に

する

ファストユーザスイッチを使用すると、1台のコンピュータで複数のアカ
ウントを同時に使用できます。

「Finder」のメニューバーの右側にあるメニューに、現在有効な（認証済
みの）アカウントのリストが表示されます。そこからアカウントを選択す
ることで、別のアカウントに切り替えることができます。

アカウントを切り替えるときは認証が必要になりますが、それまで使用し
ていたユーザはログアウトする必要ありません。

操作しない状態が＿分間続いたらロ
グアウトする

クライアントコンピュータにMacOSXv10.3 以降がインストールされて
いる場合、設定された待機時間を過ぎると、ユーザはログアウトされ、ロ

グインウインドウに戻ります。

ローカル管理者が管理を更新または

無効にすることを許可

ローカル管理者がログインするときに、ワークグループを選択せずに環境

設定の管理を無効にするためのオプションを表示します。
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その他のログインオプションを構成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ログイン」をクリックして、「オプション」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 有効にしたいオプションを選択し、「今すぐ適用」をクリックします。

ログインできるユーザを選択する
「ワークグループマネージャ」を使って、コンピュータにアクセスできるユーザを制御できます。

どのネットワークユーザにログインを許可するか、およびローカルユーザがログインできるかど

うかを選択できます。

アクセスの拒否は、アクセスの許可よりも優先されます。ネットワークユーザのグループにコン

ピュータへのアクセスを許可した場合、そのグループの特定のメンバーにアクセスを拒否するこ

とができます。しかし、ネットワークユーザのグループにコンピュータへのアクセスを拒否した

場合、そのグループの特定のメンバーにアクセスを許可することはできません。

アクセスを許可または拒否するユーザまたはグループをリストにまったく追加しなかった場合

は、すべてのネットワークユーザがログインできます。リストにユーザまたはグループを追加し

た場合は、アクセスを明示的に許可されたユーザとグループだけがログインできます。

コンピュータ名をコンピュータレ

コード名に設定

Mac OS X v10.5 以降がインストールされたコンピュータ：コンピュータ
名を設定できます。この名前は、クライアントコンピュータのBonjour名
に使用されます。Bonjour 名は、ローカルサブネット上のほかのコン
ピュータからこのクライアントコンピュータにアクセスするときに使用す
る名前です。

新しいBonjour名は name-#.localになります。「name」の部分には、管
理者が指定したコンピュータレコード名が入り、「#」の部分には、同じ
Bonjour 名のコンピュータがほかにある場合にコンピュータを一意に識別
するための番号が入ります。

外部アカウントを有効にする Mac OS X v10.5 以降がインストールされたコンピュータ：ユーザは外部
アカウントを使ってログインできます。ログインウインドウにユーザ名の

リストを表示する場合、外部アカウントはモバイルアカウントとしてリス
トに含まれます。

ログインウインドウに名前とパスワードのフィールドを表示する場合は、
ユーザが外部アカウントの名前とパスワードを入力する必要があります。

ゲストアカウントを有効にする Mac OS X v10.5 以降がインストールされたコンピュータ：ユーザはゲス
トアカウントを使ってログインできます。ゲストアカウントを使用する

と、だれでもパスワードを入力せずにコンピュータにアクセスできます。

ゲストユーザを管理するには、ゲストアカウントを有効にしたコンピュー

タまたはコンピュータグループを管理します。

オプション 有効にしたときの動作
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参考：クライアントコンピュータのローカル・ディレクトリ・ドメインに管理者アカウントを
持っているユーザは、常にログインできます。

ログインできるユーザを選択するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ログイン」をクリックし、「アクセス」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 すべてのネットワークユーザのアクセスを制御する場合は、ネットワークユーザを追加するボタ

ン（歯車のボタン）をクリックします。

「ネットワークユーザ」グループのアクセスを許可した場合は、特定のユーザまたはグループの

アクセスを個別に拒否できます。ほかのすべてのネットワークユーザおよびグループはアクセス

が許可されます。

「ネットワークユーザ」グループのアクセスを拒否した場合は、特定のユーザまたはグループが

リストで個別にアクセスを許可されていても、すべてのネットワークユーザおよびグループのア

クセスが拒否されます。

6 特定のユーザまたはグループのアクセスを制御する場合は、追加（＋）ボタンをクリックして、

パネルからリストにユーザアカウントまたはグループアカウントをドラッグします。

パネルにユーザアカウントまたはグループアカウントのどちらを表示するかを切り替えるには、

パネルの上部にあるユーザボタンまたはグループボタンをクリックします。

7 アクセス制御リスト内のユーザまたはグループにアクセスを許可または拒否するには、そのユー

ザまたはグループの「アクセス」ポップアップメニューから「許可」または「拒否」を選択します。

8 ローカルユーザにコンピュータへのアクセスを許可する場合は、「ローカルだけのユーザにはロ

グインを許可」を選択します。

9 「今すぐ適用」をクリックします。

ログイン時に表示されるワークグループをカスタマイズする
ワークグループの環境設定およびその他の設定をユーザの作業環境にどのように適用するかを

制御できます。たとえば、ローカルユーザにワークグループの選択を要求できます。

これにより、ユーザの作業環境を、特定のワークグループのメンバーになった場合と同じによう
に制御できます。また、ユーザが複数のワークグループを利用できる場合の処理方法を構成する

こともできます。
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次のアクセスオプションを使って、ログイン時のワークグループ設定を制御できます。

ログイン時に表示されるワークグループをカスタマイズするには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ログイン」をクリックし、「アクセス」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

5 有効にするワークグループ設定を選択します。

6 ワークグループ設定の選択が完了したら、「今すぐ適用」をクリックします。

ログインおよびログアウトスクリプトの使用を有効にする
ログインスクリプトを使用すると、ユーザのログインまたはログアウト時に一連の操作を実行で

きます。

ログインまたはログアウトスクリプトはルートとして実行されるので、非常に強い効力を持ちま

す。スクリプトをテストして、システム設定に悪影響がないこと、およびユーザのファイルを壊

すことがないことを確認してください。

ログインスクリプトは、2つの方法でコンピュータに追加できます：

Â 特定のコンピュータにLoginHookスクリプトを追加します

オプション 有効にしたときの動作

ローカルだけのユーザは利用可能な

ワークグループ設定を使用

Mac OS X v10.4 以降がインストールされたコンピュータ：ローカルユー
ザはログイン時にワークグループを選択する必要があります。そのコン
ピュータにアクセスできるすべてのワークグループの中から選択できま

す。ユーザの作業環境は、そのワークグループのメンバーになった場合と
同じになります。

ワークグループの入れ子を無視 Mac OS X v10.5 以降がインストールされたコンピュータ：ユーザは、親
グループまたはその子グループのどちらの管理された環境設定を使用する

かを選択できます。選択したグループの環境設定だけが適用されます。

無効にした場合、親グループと子グループの環境設定が適用されます。

利用可能なワークグループ設定を
結合

Mac OS X v10.5 以降がインストールされたコンピュータ：すべてのユー
ザのワークグループの環境設定の組み合わせが、ユーザの環境設定に使用

されます。ローカルユーザの場合は、そのコンピュータにアクセスできる
すべてのワークグループが結合されます。

有効にした場合、ユーザは使用するワークグループを選択できません。

無効にした場合、ユーザは使用するワークグループを選択できます。ユー

ザが親グループと子グループのどちらを選択した場合でも、両方の環境設
定が適用されます。

ログイン時にワークグループのダイ
アログを常に表示

Mac OS X v10.5 以降がインストールされたコンピュータ：利用可能な
ワークグループがない場合でも、利用可能なすべてのワークグループを表

示するダイアログが表示されます。
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Â「ワークグループマネージャ」を使ってコンピュータまたはコンピュータグループにログイン

スクリプトを適用します

ログインおよびログアウトの使用を有効にするときは、クライアントの信頼値を設定できます。

信頼値によって、クライアントがサーバを信頼してそのスクリプトを実行するために必要な認証

のレベルが決まります。ほとんどの信頼値は、「ディレクトリユーティリティ」で構成するLDAP
セキュリティポリシーの設定に直接対応しています。

信頼値「DHCP」は、セキュリティポリシーとは対応していません。この値は、DHCP から割り
当てられたLDAPサーバを使用するように「ディレクトリユーティリティ」が構成されているか
どうかに対応します。信頼値が「Authenticated」の場合は、LDAP ディレクトリへの信頼でき
るバインディングを設定する必要があります。

「ディレクトリユーティリティ」を使ってLDAPセキュリティポリシーを有効にする方法、DHCP
から割り当てられたLDAP の使用、または信頼できるバインディング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。

次の表に、有効な信頼値とその必要条件を示します。これらは信頼の昇順に並んでおり、最後の

項目が最も高いレベルの信頼を必要とします。

必要最小限の信頼レベルを設定するには、「MCXScriptTrust」クライアント設定を設定します：

Â クライアントの「MCXScriptTrust」設定が信頼値と等しいかそれよりも低い信頼レベルになっ
ている場合、クライアントはサーバを信頼し、そのサーバが提供するログインおよびログアウ

トスクリプトを実行します。

Â クライアントの「MCXScriptTrust」設定が信頼値よりも高い信頼レベルになっている場合、ク
ライアントはサーバを信頼せず、そのサーバが提供するスクリプトを実行しません。

デフォルトの信頼値は「FullTrust」です。

ログインまたはログアウトスクリプトの使用を有効にするには：
1 ユーザのコンピュータにローカルでログインするか、「AppleRemoteDesktop」を使用します。

信頼値の名前 必要条件
Anonymous クライアントはすべてのディレクトリ・ドメイン・サーバを信頼します。

DHCP 「ディレクトリユーティリティ」で、「DHCP から割り当てられたLDAPサーバを自
動検索ポリシーに追加」を選択します。

Encryption 「ディレクトリユーティリティ」で、「すべてのパケットを暗号化（SSLまたは
Kerberos が必要）」を選択します。

Authenticated クライアントコンピュータとLDAPディレクトリの間に信頼できるバインディング
を設定します。

PartialTrust 「ディレクトリユーティリティ」で、「すべてのパケットをデジタル署名（Kerberos
が必要）」を選択します。ほとんどのActiveDirectoryノードは、「PartialTrust」に
は対応していますが、「FullTrust」には対応していません。

FullTrust 「ディレクトリユーティリティ」で、「Man-in-the-Middle攻撃をブロック
（Kerberosが必要）」および「すべてのパケットをデジタル署名（Kerberosが必
要）」を選択します。
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2 「システム環境設定」の「共有」パネルを開きます。

3 カギをクリックして認証を行い、ローカルまたはドメイン管理者の名前を入力します。

4 「編集」をクリックします。

5 ローカルホスト名にアルファベットまたは数字以外の特殊文字（スペース、ダッシュ、アンダー

スコアなど）が含まれている場合は特殊文字を取り除いてから、「OK」をクリックします。

たとえば、ローカルホスト名が「Anne-Johnson’s-Computer」の場合は、
「AnneJohnsonsComputer」に変更します。

6 必要に応じて、「ターミナル」で次のコマンドを入力して、信頼レベルを確認します： 

dscl localhost -read /LDAPv3/www.apple.com 
dsAttrTypeStandard:TrustInformation

「 www.apple.com」の部分は、使用しているLDAP ディレクトリのアドレスに置き換えます。こ
のコマンドを実行すると、次のような行が表示されます： 

TrustInformation: Authenticated FullTrust

この例では、現在の信頼レベルは「FullTrust」です。信頼レベルは「Authenticated」でもあり
ます。2つの信頼レベルが指定されている場合は、高い方の信頼レベルが優先されます。

7 「ターミナル」で次のコマンドを入力して、
「~root/ライブラリ/Preferences/com.apple.loginwindow.plist」の「EnableMCXLoginScripts」
キーを「TRUE」に設定します： 
sudo defaults write com.apple.loginwindow EnableMCXLoginScripts -bool TRUE



8 信頼値を「FullTrust」以外に変更する場合は、
「~root/ライブラリ/Preferences/com.apple.loginwindow.plist」の「MCXScriptTrust」キーを
有効な信頼値に変更します。

たとえば、「ターミナル」で次のコマンドを入力します： 

sudo defaults write com.apple.loginwindow MCXScriptTrust -string 
PartialTrust

このコマンドでは、信頼値が「PartialTrust」に設定されます。ほかの信頼値に設定するときは、
「PartialTrust」の部分をほかの信頼値に置き換えます。無効な信頼値を入力した場合は、信頼値
が「FullTrust」にリセットされます。

ログインおよびログアウトスクリプトを有効にしたとき、または信頼値を変更したときは、「ワー

クグループマネージャ」でログインおよびログアウトスクリプトを追加します。「ワークグルー

プマネージャ」を使ってログインおよびログアウトを追加する方法について詳しくは、「ログイ

ンまたはログアウトスクリプトを選択する」を参照してください。

ログインまたはログアウトスクリプトを選択する
ログインおよびログアウトスクリプトは、コンピュータまたはコンピュータグループに対しての

み実行できます。スクリプトを追加する前に、ログインおよびログアウトスクリプトの使用を有

効にする必要があります。MacOSXv10.4 を実行するクライアントコンピュータの信頼レベル
を変更した場合は、スクリプトを追加し直します。
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クライアントでログインおよびログアウトスクリプトを有効にする手順、および信頼レベルにつ

いて詳しくは、201ページの「ログインおよびログアウトスクリプトの使用を有効にする」を参
照してください。

コンピュータ用とコンピュータグループ用のログインまたはログアウトスクリプトを実行する

場合は、最初にコンピュータ用のスクリプトが実行され、次にコンピュータグループ用のスクリ

プトが実行されます（階層グループで始まり、親グループで終わります）。

30KBよりも大きいスクリプトは実行できません。

ログインまたはログアウトスクリプトを選択するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ログイン」をクリックして、「スクリプト」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「ログインスクリプト」または「ログアウトスクリプト」を選択し、表示されるダイアログでス
クリプトを選択して、「開く」をクリックします。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

ユーザのログイン後に自動的に項目を開く
ユーザがよく使う項目（アプリケーション、フォルダ、サーバ接続など）をログイン時に開くよ

うに設定することで、ユーザの操作の手間を省くことができます。また、画面が煩雑にならない

ように、開いた項目を隠すこともできます。ただし、それらには簡単にアクセスできます。

項目は、「ログイン」の「項目」環境設定に表示されている順序で開きます（順序は指定できま

す）。最後に開いた項目がアクティブなアプリケーションになります。たとえば、3 つの項目を
開くように指定している場合（すべての項目を隠さない場合）には、最後に開いた項目のメニュー

バーが表示されます。ウインドウが開かれるアプリケーションの場合は、そのウインドウがほか

のアプリケーションのウインドウよりも手前に表示されます。

ユーザはログイン時に、デスクトップに「Finder」が表示されるまでShift キーを押したままに
することで、ログイン項目が開かないようにすることができます。この機能を切にすることもで

きます。

自動的に開く項目を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。
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3 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を1 つ以上選択します。

4 「ログイン」をクリックして、「項目」をクリックします。

5 管理設定を選択します。

6 リストに項目を追加するには、追加（＋）ボタンをクリックし、自動的に開きたいアプリケー

ション、フォルダ、またはサーバを選択して、「追加」をクリックします。

7 すぐにユーザに表示したくない項目については、その項目の「隠す」チェックボックスを選択し

ます。

アプリケーションは開きますが、ユーザがアクティブにする（「Dock」でそのアイコンをクリッ
クするなど）まで、そのアプリケーションのウインドウとメニューバーは非表示になります。

8 ユーザをサーバに自動的に接続する場合は、サーバを選択して、「ユーザの名前とパスワードを

使って共有ポイントをマウント」を選択します。

このサーバは、ユーザがログインするディレクトリドメインと同じディレクトリドメインを使用

している必要があります。

9 ユーザが項目を追加または削除できないようにしたい場合は、「その他の項目の追加と削除を

ユーザに許可する」の選択を解除します。

このオプションは、「ログイン」の「項目」環境設定を「常に確認」で管理する場合にのみ使用

可能になります。「ログイン」の「項目」環境設定を「1 度」で管理する場合、ユーザはログイ
ンリストに追加された項目を取り除くことができます。

ユーザは、ログイン項目のリストに追加された項目を取り除くことはできませんが、自分で追加

した項目を取り除くことはできます。

10 ログイン時にアプリケーションが自動的に開くのをユーザが停止できないようにするには、

「shiftキーを押して項目を開かないようにすることをユーザに許可する」の選択を解除します。

このオプションは、「ログイン」の「項目」環境設定を「常に確認」で管理する場合にのみ使用

可能になります。

11 「1度」を選択した場合は、「ユーザの項目と結合する」をクリックできます。

この効果は、ユーザのログインリストにすでに項目が追加されているかどうかによって異なり

ます。

ユーザのログインリストにすでに項目が追加されている（ユーザ自身が追加したか、環境設定管

理によって以前に項目を追加した）場合、結合すると、ユーザのリストと管理者のリストにある

ログイン項目だけが開きます。

ユーザのログインリストに項目が含まれていない場合は、管理されたログイン項目すべてが表示

されます。

「ユーザの項目と結合する」を選択しない場合は、いずれかのリストのすべてのログイン項目が

開きます。

12 「今すぐ適用」をクリックします。
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ユーザのネットワーク・ホームフォルダへのアクセスを設定する
この設定は主に、MacOSXv10.3～MacOSXv10.3.9を使用するコンピュータのモバイルアカ
ウントに使用します。ネットワークに接続された状態でユーザがログインすると、そのユーザの

元のホームフォルダ（サーバ上）を含む共有ポイントがデスクトップにマウントされます。

MacOSXv10.4 以降でモバイルアカウントを持つユーザには、ユーザのネットワーク・ホーム
フォルダへのアクセスを設定しないでください。MacOSXv10.4 以降にはポータブル・ホーム
ディレクトリがあり、ユーザのローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホームフォルダを同

期したものになっています。

ユーザがローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホームフォルダ内のファイルを変更した場

合、2つのホームフォルダが同期されると、新しい方の変更内容が優先されます。これは、ユー
ザにとって予期しない動作で、混乱する可能性があります。また、自分のユーザ名が付いたフォ

ルダと似たような名前のフォルダ（「書類」や「ミュージック」など）が複数あることで、ユー

ザが混乱する可能性もあります。

ネットワークホームを自動的にマウントするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 アカウントリストでモバイル・ユーザ・アカウントを選択します。

4 「ログイン」をクリックして、「項目」をクリックします。

5 管理設定を選択します。

6 「ネットワークホーム共有ポイントを追加する」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

グループ共有ポイントに簡単にアクセスできるようにする
グループ共有ポイントを設定した後、ユーザがグループフォルダを簡単に見つけられるように、

ログイン時に共有ポイントに自動的に接続するように設定できます。

グループ共有ポイントに接続するときは、ログイン時に入力したユーザ名とパスワードが使用さ

れます。

「Finder」環境設定を管理する場合は、接続したサーバを表示しないように選択できます。この
場合、グループボリュームのアイコンはデスクトップに表示されません。

グループ共有ポイントの位置を変更した場合は、「ワークグループマネージャ」でグループのロ

グイン項目をアップデートしてください。

グループ共有ポイントの設定については、103ページの「グループフォルダを作成する」を参照
してください。



第10章    環境設定を管理する 207



参考：この環境設定は、グループだけに適用されます。この環境設定は、ユーザまたはコンピュー
タには適用できません。

グループ共有ポイント用のログイン項目を追加するには：
1 グループ共有ポイントとグループフォルダをまだ設定していない場合は、設定します。

2 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

3 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

4 グループボタンをクリックし、リストからグループアカウントを1つ以上選択します。

5 「ログイン」をクリックして、「項目」をクリックします。

6 管理する設定を「常に確認」に設定します。

7 「グループ共有ポイントを追加する」を選択します。 

8 新しく追加したグループ共有ポイント項目を選択します。

グループ共有ポイントを「Dock」に表示しない場合は、「隠す」チェックボックスを選択します。

9 「ユーザの名前とパスワードを使って共有ポイントをマウント」が選択されていることを確認し
ます。

10 「今すぐ適用」をクリックします。

メディアアクセスの環境設定を管理する
「メディアアクセス」環境設定を使って、CD、DVD、ローカル・ハード・ドライブ、および外部
ディスク（フロッピーディスクやFireWireドライブなど）の設定とアクセスを制御できます。

次の表に、「メディアアクセス」の各パネルで設定できる内容を示します。

CD、DVD、および記録可能なディスクへのアクセスを制御する
ユーザがCD やDVDを再生または記録できるかどうかを制御できます。ただし、特定のディス
クまたはディスク上の特定の項目へのアクセスを拒否することはできません。

コンピュータに記録可能なディスクドライブが搭載されている場合は、ユーザがディスクを作成

できる（CD-R、CD-RW、DVD-R などの記録可能なディスクに情報を書き込める）かどうかを制
御できます。ユーザは、CD-RW ドライブ、コンボドライブ、またはSuperDrive を搭載したコ
ンピュータでCDを作成できます。ユーザは、SuperDrive を搭載したコンピュータでだけDVD
を作成できます。

メディアアクセス環境設定のパネル 設定対象

ディスクメディア CD、DVD、および記録可能なディスク（CD-R、CD-RW、DVD-Rなど）
の設定。適切なハードウェアが搭載されていないコンピュータには、これ
らの設定は適用されません。

その他のメディア 内蔵ハードディスクおよび外部ディスク（CDまたはDVD以外）。
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ディスクメディアへのアクセスを制御するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「メディアアクセス」をクリックしてから、管理設定を「常に確認」に設定します。

この設定は、すべての「メディアアクセス」環境設定オプションに適用されます。

5 「ディスクメディア」をクリックし、目的のオプションを選択します。

「認証が必要」を選択した場合、ユーザは、ディスクメディアを使用するときにローカル管理者

として認証を行う必要があります。

「認証が必要」を選択するときは、先に「許可」を選択する必要があります。

6 「今すぐ適用」をクリックします。

ハード・ドライブ、ディスク、およびディスクイメージへのアクセスを制御する
フロッピー・ディスク・ドライブ、Zipドライブ、FireWireドライブなど、内蔵または外部ディ
スクドライブへのアクセスを制御できます。ディスクイメージ（.dmg拡張子の付いたファイル）
へのアクセスも制御できます。

外部ディスクを禁止した場合、外部ディスクは「Finder」に表示されません。ディスクイメージ
を禁止した場合、イメージは「Finder」に表示されますが、ユーザは開くことができません。

内部および外部ディスクへのアクセスを制限するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「メディアアクセス」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

この設定は、すべての「メディアアクセス」環境設定オプションに適用されます。

6 「その他のメディア」をクリックし、目的のオプションを選択します。

「認証が必要」を選択した場合、ユーザは、ディスクメディアを使用するときにローカル管理者
として認証を行う必要があります。

「読み出し専用」を選択した場合、ユーザはディスクの内容を表示することはできますが、ディ

スク上のファイルを変更したりディスクにファイルを保存することはできなくなります。

「認証が必要」または「読み出し専用」を選択するときは、先に「許可」を選択する必要があります。

7 「今すぐ適用」をクリックします。
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ユーザのログアウト時にリムーバブルメディアを自動的に取り出す
共有されているコンピュータでCD、DVD、またはZipディスクやFireWireドライブなどの外部
ディスクへのアクセスをユーザに許可する場合、ユーザがログアウトするときにリムーバブルメ

ディアを自動的に取り出すようにできます。

リムーバブルメディアを自動的に取り出すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「メディアアクセス」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

この設定は、すべての「メディアアクセス」環境設定オプションに適用されます。

6 「ディスクメディア」または「その他のメディア」で、「ログアウト時にすべてのリムーバブルメ
ディアを取り出す」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

モバイル環境の環境設定を管理する
ユーザの次回のログイン時にそのユーザのモバイルアカウントを自動的に作成できます。

お使いのコンピュータにMacOSXv10.5以降がインストールされている場合は、モバイルアカ
ウントのポータブル・ホームディレクトリの内容を暗号化したり、そのサイズを制限したり、そ

の場所を変更したり、アカウントの有効期限を設定したりすることもできます。

次の表に、「モバイル環境」の各パネルで設定できる内容を示します。

モバイルアカウントの計画およびその他の考慮事項については、第 8章「ノート型コンピュータ
を管理する」を参照してください。

モバイル環境環境設定のパネル 設定対象

アカウントの作成 ユーザのログイン時にモバイルアカウントを作成するかどうか、ポータブ

ル・ホームディレクトリの内容を暗号化するかどうか、およびポータブ
ル・ホームディレクトリのサイズの制限と場所の変更

アカウントの有効期限 モバイルアカウントを削除するかどうか、およびユーザの次回のログイン
後いつまでに削除するか

ルール ログインおよびログアウト時またはバックグラウンドで同期するフォル
ダ、およびバックグラウンドでフォルダを同期する頻度
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モバイルアカウントを作成する
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザのログイン時にモバイルアカウントを作成でき

ます。モバイルアカウントの作成を無効にした場合、ユーザはネットワークアカウントを使って

ログインします。モバイルアカウントを有効にすると、ユーザがはじめてログインするときに、

ローカル・ホームフォルダが作成されます。

ユーザのローカル・ホームフォルダが作成されるときは、ローカルコンピュータに保存されてい

るテンプレートが使用されます。ユーザのネットワーク・ホームフォルダが作成されるときは、

ホームフォルダを管理するサーバに保存されているテンプレートが使用されます。

これらのテンプレートを変更するときには、ユーザのデフォルトのホームフォルダ構造と内容を

変更します。また、「~/ライブラリ」フォルダを変更することもできます。これにより、デフォ
ルトのブックマークやアプリケーション環境設定を設定できます。

ローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホームフォルダの初期同期を行うかどうかを選択で

きます。同期する場合、ネットワーク・ホームフォルダによってローカル・ホームフォルダが置

き換えられます。

「/ システム/ライブラリ/UserTemplate/language.lproj」に保存されているテンプレートを変更
するときは、ルートとして認証する必要があります。「language」の部分は、クライアントコン

ピュータで使用されている言語（「English」など）になります。

参考：モバイルアカウントを有効にすると、ログインウインドウおよび「システム環境設定」の
「アカウント」パネルで、そのアカウントに「モバイル」というラベルが付きます。「アカウント」

パネルでそのアカウントを選択すると、一部の設定が淡色で表示されることがあります。

ワークグループマネージャを使ってモバイルアカウントを作成するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 ユーザアカウント、グループアカウント、コンピュータ、またはコンピュータグループを選択し

ます。

モバイルアカウントの作成が有効なワークグループにユーザがログインするときは、各ユーザに

個別のモバイルアカウントが作成されます。同様に、コンピュータまたはコンピュータグループ

に対してモバイルアカウントの作成を有効にした場合、そのコンピュータまたはコンピュータグ
ループ内のコンピュータを使ってユーザがログインするときは、各ユーザにそのコンピュータ用

の個別のモバイルアカウントが作成されます。

4 「モバイル環境」をクリックし、「アカウントの作成」をクリックして、「作成」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「ユーザがネットワークアカウントにログインするときにモバイルアカウントを作成」を選択し
ます。
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7 ユーザがログイン時にモバイルアカウントを有効にするかどうかを選択できるようにしたい場

合は、「モバイルアカウントを作成する前に確認を要求」を選択します。

このオプションを選択すると、ユーザのログイン時に確認メッセージが表示されます。ユーザは、

「今すぐ作成」をクリックして、ローカル・ホームフォルダを作成し、モバイルアカウントを有

効にするか、「作成しない」をクリックして、モバイルアカウントを有効にせずに、ネットワー

クユーザとしてログインするか、または「ログインをキャンセル」をクリックして、ログインウ

インドウに戻ることができます。

「“次回から確認しない”チェックボックスを表示」を選択すると、そのコンピュータで今後ダイ

アログを表示しないことをユーザが選択できます。ユーザが「次回から確認しない」を選択して

「作成しない」をクリックした場合、そのコンピュータではそのユーザに対してモバイルアカウ

ントの作成が求められなくなります。ユーザは、Optionキーを押しながらログインすることで、
ダイアログを再度表示できます。

8 ローカルホームとネットワークホームの初期同期を行って、ネットワーク・ホームフォルダに

よってローカル・ホームフォルダを置き換える場合は、「ホームの作成方法」で「デフォルトの

同期設定を適用」を選択します。同期せずにローカル・ホームフォルダを作成する場合は、「ホー

ムの作成方法」で「同期なしで作成」を選択します。

9 「今すぐ適用」をクリックします。

変更内容は、次回コンピュータがネットワークに接続されたときにモバイルアカウントに適用さ

れます。

モバイルアカウントの作成を取り消す
モバイルアカウントの作成を取り消すときは、「モバイル環境」環境設定を使用します。

ユーザがモバイルアカウントを作成した後、そのアカウントのローカル・ホームフォルダは、削

除するまでコンピュータ上に残ります。空きディスク領域を確保するために、ローカル・ホーム

フォルダを削除できます。また、モバイルアカウントの有効期限を設定して、期限が切れたとき

にローカル・ホームフォルダが削除されるようにすることもできます。

手順については、212ページの「モバイルアカウントをコンピュータから手動で取り除く」、お
よび217ページの「モバイルアカウントの有効期限を設定する」を参照してください。

モバイルアカウントの作成を取り消すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」をクリックし、「アカウントの作成」をクリックして、「作成」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。
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6 「ユーザがネットワークアカウントにログインするときにモバイルアカウントを作成」の選択を
解除します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

モバイルアカウントをコンピュータから手動で取り除く
ユーザのモバイルアカウントが不要になったときは、アカウントを削除できます。アカウントを削

除するときに、ユーザのローカル・ホームフォルダを削除またはアーカイブすることもできます。

モバイルアカウントを削除するときは、そのモバイルアカウント以外のアカウントを使ってコン

ピュータにログインする必要があります。また、コンピュータの管理者アカウントの名前とパス

ワードを入力する必要があります。

「ワークグループマネージャ」を使ってモバイルアカウントをリモートから取り除きたい場合は、

アカウントの有効期限を空白にします。これにより、すべてのコンピュータからそのモバイルア

カウントが取り除かれます。詳しくは、217ページの「モバイルアカウントの有効期限を設定す
る」を参照してください。

モバイルアカウントを取り除くには：
1 クライアントコンピュータで、取り除くモバイルアカウントとは別のアカウントを使ってログイ

ンします。

2 「システム環境設定」を開きます。

3 「アカウント」をクリックし、カギをクリックして、ローカル管理者として認証を行います。

4 「その他のアカウント」の開閉用三角ボタンをクリックしてすべてのアカウントを表示し、取り
除きたいモバイルアカウントを選択します。

モバイルアカウントには、「モバイル」というラベルが付いています。

5 削除（－）ボタンをクリックします。

6 ホームフォルダに関する次のオプションのいずれかを選択して、「OK」をクリックします。

モバイルアカウントのFileVaultを有効にする
ユーザのコンピュータにMacOSXv10.5 以降がインストールされている場合は、FileVault を
使ってユーザのモバイルアカウントのローカル・ホームフォルダを暗号化できます。

オプション 結果

ホームフォルダをディスクイメージ

に保存

ローカル・ディレクトリ・ドメインからユーザアカウントを取り除きます

が、ローカル・ホームフォルダは「/ユーザ/username .dmg」に保存され
ます。「username」の部分には、削除されたユーザのユーザ名が入ります。

ホームフォルダを変更しない ローカル・ディレクトリ・ドメインからユーザアカウントを取り除きます
が、ローカル・ホームフォルダは「/ユーザ」内に「username（削除済
み）」という名前で保存されます。「username」の部分には、削除された
ユーザのユーザ名が入ります。

ホームフォルダを削除 ローカル・ディレクトリ・ドメインからユーザアカウントを取り除き、
ユーザのホームフォルダを完全に削除します。
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FileVaultでは、ユーザのローカル・ホームフォルダが128ビットキーによるAdvancedEncryption
Standard（AES-128）を使って暗号化されます。これにより、ユーザがログインしていないとき
にユーザのコンピュータが盗まれたり侵入者がコンピュータを使用しようとした場合でも、ホー

ムフォルダの内容は安全な状態に保たれます。

FileVaultで保護されたアカウントでは、暗号の解除とユーザへのアクセス許可のために、ユーザ
のログインパスワードが使用されます。ユーザがログインパスワードを忘れてしまった場合で

も、コンピュータ管理者がマスターパスワードを設定していれば、管理者がマスターパスワード

を使ってすべてのローカルアカウントのロックを解除できます。

モバイルアカウントのFileVault 保護を有効にするときに、マスターパスワードを要求するかど
うかを選択できます：

Â マスターパスワードを要求せず、マスターパスワードがない場合には、ローカルコンピュータ

管理者はアカウントのロックを解除できません。

Â マスターパスワードを要求する場合でも、マスターパスワードがない場合には、ユーザはモバ

イルアカウントを有効にできません。

Â「モバイルアカウントを作成する前に確認を要求」を選択した場合、ユーザはネットワークア

カウントを使ってログインできます。ネットワークアカウントでは、ローカル・ホームフォル

ダは作成されません（侵入者がホームフォルダの内容にアクセスするのを防ぎます）。

FileVaultを有効にする場合は、ローカル・ホームフォルダのサイズを制限できます。ユーザアカ
ウントの「ホーム」パネルでネットワークホームのディスク・クオータを設定すると、ユーザの

ネットワーク・ホームフォルダで利用できる領域が制限されます。

ローカル・ホームフォルダのサイズを制限することによって、ユーザのネットワーク・ホーム

フォルダで利用できる領域をローカル・ホームフォルダが超えないようにします。これにより、

ホームフォルダを同期するときに、ネットワーク・ホームフォルダで利用できる領域以上の領域

が使用されるのを防ぐことができます。

また、ローカル・ホームフォルダの最大サイズをネットワークホームのディスク・クオータより

も小さくすると、同期の不一致があったときに、より柔軟なファイルの処理方法を選択できます。

モバイルアカウントがFileVault で保護されている場合、ファイル共有を使ってファイルを共有
するときは、ユーザがログインしている必要があります。

モバイルアカウントのFileVaultを有効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」をクリックし、「アカウントの作成」をクリックして、「作成」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。
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6 「ユーザがネットワークアカウントにログインするときにモバイルアカウントを作成」を選択し
ます。

このオプションを選択して、選択したアカウントのモバイルアカウントを有効にする必要があり

ます。

7 ユーザがローカル・ホームフォルダを作成しない（モバイルアカウントの代わりにネットワーク

アカウントでログインする）ことを選択できるようにする場合は、「モバイルアカウントを作成

する前に確認を要求」を選択します。

マスターパスワードを要求するように設定するけれども、マスターパスワードが設定されていな

いコンピュータにユーザがログインすることがある場合は、これを選択すると、ユーザはネット

ワークアカウントを使ってログインできるようになります。 

8 「オプション」をクリックします。

9 「FileVault を使って内容を暗号化」を選択して、「コンピュータのマスターパスワードを使用（設
定されている場合）」または「コンピュータのマスターパスワードを要求」を選択します。

「コンピュータのマスターパスワードを使用（設定されている場合）」を選択した場合は、マス

ターパスワードがすでに設定されているかどうかに関係なく、モバイルアカウントでFileVault
が使用されます。

「コンピュータのマスターパスワードを要求」を選択したけれども、マスターパスワードが設定

されていない場合には、「作成」パネルで「モバイルアカウントを作成する前に確認を要求」が

選択されていれば、ユーザはネットワークアカウントを使ってログインできます。

10 ローカル・ホームフォルダのサイズを制限する場合は、「サイズを制限」を選択し、「固定のサイ

ズ」または「ネットワークホームのクオータに対する割合」を選択して、ネットワーク・ホーム

フォルダのディスク・クオータのサイズよりも小さい値を入力します。

ディスク・クオータを設定していない場合は、「固定のサイズ」を選択します。

ディスク・クオータの設定について詳しくは、127ページの「ネットワーク・ホームフォルダを
作成する」を参照してください。

11 「今すぐ適用」をクリックします。

モバイルアカウントの場所を選択する
モバイルアカウントのローカル・ホームフォルダの場所を選択できます。ユーザに場所を選択し

てもらうこともできます。場所を選択するときは、次のいずれかから選択します。

ホームフォルダの場所 説明

起動ボリューム 起動ボリュームの「/ユーザ/」内にローカル・ホームフォルダが置かれま
す。これは、MacOSXv10.4以前がインストールされたコンピュータに
モバイルアカウントのローカル・ホームフォルダが保存されるときのデ

フォルトの場所です。
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特定のパスにある場所を選択する場合は、フォルダに次の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。

ユーザのコンピュータに存在しない場所を選択すると、ユーザのログイン時にフォルダが作成さ

れます。

外部ディスク上の場所を選択すると、外部アカウントが作成されます。詳しくは、216ページの
「外部アカウントを作成する」を参照してください。

モバイルアカウントの場所を選択するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」、「アカウント作成」、「作成」の順にクリックして、管理設定を「常に確認」に
設定します。

5 「ユーザがネットワークアカウントにログインするときにモバイルアカウントを作成」を選択し
ます。

このオプションを選択して、選択したアカウントのモバイルアカウントを有効にする必要があり

ます。

6 「オプション」をクリックしてから、管理設定を「常に確認」に設定します。

次のパス 指定したパスにローカル・ホームフォルダが置かれます。

「/Volumes/DriveName/Folder/」と入力することによって別のボリュー
ムを指定できます。「DriveName」の部分にはボリュームの名前を指定
し、「Folder」の部分にはボリューム内のフォルダを指定します。

ボリュームを指定しない場合は、起動ボリュームが使用されます。

ユーザが選択 モバイルアカウントを持つユーザがログインするときに、ローカル・ホー
ムフォルダの場所を選択できるウインドウが表示されます。場所を選択し

た後は、モバイルアカウントが作成されるときにのみウインドウが表示さ
れます。

ユーザが選択できるボリュームのタイプを選択できます：

Â「任意のボリューム」は、内蔵または外部ハードディスク上のボリューム

です。
Â「任意の内蔵ボリューム」は、内蔵ハードディスク上のボリュームです。
Â「任意の外部ボリューム」は、外部ハードディスク上のボリュームです。

ホームフォルダの場所 説明

タイプ 名前 アクセス権

オーナー システム 読み／書き

グループ admin 読み出しのみ

その他 その他 読み出しのみ
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7 「ホームフォルダの場所」オプションを選択します。

「次のパス」を選択した場合、外部ドライブ上のフォルダを選択するときは、

「/Volumes/DriveName/Folder」の形式でパスを入力します。「DriveName」の部分は外部ドライブ
の名前に置き換え、「Folder」の部分は外部ドライブ上のフォルダに置き換えます。ボリュームを

指定しない場合は、起動ボリュームが使用されます。

「ユーザが選択」を選択した場合は、ポップアップメニューから、ユーザが自分のローカル・ホー

ムフォルダを保存できるボリュームのタイプを選択します。 

8 「今すぐ適用」をクリックします。

外部アカウントを作成する
外部アカウントは、ローカル・ホームフォルダが外部ドライブに保存されるモバイルアカウント

です。ユーザは、MacOSXv10.5 以降がインストールされた任意のコンピュータで自分のアカ
ウントにアクセスできます。

ユーザのローカル・ホームフォルダ全体が外部ドライブに保存され、コンピュータには何も残り

ません。外部アカウントを使用すると、コンピュータのハードディスク領域を節約することもで

きます。これは、アカウントの有効期限を設定しない場合や、多数のユーザがローカル・ホーム

フォルダを持つモバイルアカウントを同じコンピュータに作成する場合に、特に重要な利点です。

外部アカウントの場所を指定するときは、3 つの方法から選択できます。3 つのどの方法を使用
しても、外部アカウントを設定できます：

Â 場所を「起動ボリューム」に設定した場合、モバイルアカウントはそのままでは外部アカウン

トになりません。ローカル・ホームフォルダを作成した後、ユーザがコンピュータでターゲッ

ト・ディスク・モードを開始し、それをクライアントコンピュータに接続すると、モバイルア

カウントが外部アカウントになります。

Â 場所を「次のパス」に設定した場合は、モバイルアカウントのローカル・ホームフォルダのパ

スを入力できます。外部ドライブのパスを入力すると、ユーザのログイン後に外部ドライブに

ローカル・ホームフォルダが作成されます。

Â 場所を「ユーザが選択」に設定した場合、ユーザのログイン時にウインドウが表示され、そこ

でローカル・ホームフォルダをコンピュータ上または外部ドライブ上のどちらに保存するかを

選択できます。ユーザが外部ドライブを選択すると、外部ドライブにローカル・ホームフォル

ダが作成されます。

外部アカウントを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」、「アカウント作成」、「作成」の順にクリックして、管理設定を「常に確認」に
設定します。
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5 「ユーザがネットワークアカウントにログインするときにモバイルアカウントを作成」を選択し
ます。

このオプションを選択して、選択したアカウントのモバイルアカウントを有効にする必要があり

ます。

6 「オプション」をクリックしてから、管理設定を「常に確認」に設定します。

7 ホームフォルダの場所について、「次のパス」または「ユーザが選択」を選択します。

「次のパス」を選択した場合、外部ドライブ上のフォルダを選択するときは、「/Volumes/
DriveName/Folders」の形式でパスを入力します。「DriveName」の部分は外部ドライブの名前に置
き換え、「Folders」の部分は外部ドライブ上のフォルダに置き換えます。

「ユーザが選択」を選択した場合は、ポップアップメニューから「任意の外部ボリューム」また

は「任意のボリューム」を選択します。ユーザは、ログインウインドウで認証を行った後、場所

の選択を求められます。

「任意のボリューム」を選択した場合、ユーザはローカル・ハード・ディスク上または外部ハー

ドディスク上の場所を選択できます。ユーザが外部ハードディスクを選択した場合は、ローカ

ル・ホームフォルダが「/Users/ShortName」に保存されます。「ShortName」の部分には、ユーザ
のユーザ名が入ります。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

モバイルアカウントの有効期限を設定する
ユーザがモバイルアカウントを有効にすると、通常は、そのユーザが使用しているコンピュータ

上にローカル・ホームフォルダが作成されます。そのユーザが複数のコンピュータでモバイルア

カウントを有効にしている場合は、各コンピュータにそのユーザのローカル・ホームフォルダが

作成されます。ユーザがそれらのコンピュータを使用しなくなった場合、ローカル・ホームフォ

ルダは不要になり、使用されているディスク領域が無駄になります。

モバイルアカウントの有効期限を設定すると、一定の待機時間が過ぎた後に、モバイルアカウン

トとそのローカル・ホームフォルダが削除されます。

また、有効期限を0に設定することによって、モバイルアカウントとそのローカル・ホームフォ
ルダをできるだけ早い時機に削除することもできます。管理しているアカウントのタイプによっ

て、「できるだけ早い時機」は次の2つのタイミングになります：
Â ユーザおよびグループの場合は、モバイルアカウントとそのローカル・ホームフォルダが、

ユーザのログアウト後に削除されます。

Â コンピュータおよびコンピュータグループの場合は、モバイルアカウントとそのローカル・

ホームフォルダが、次回ログインウインドウが表示されるときに削除されます。ファストユー

ザスイッチを使用するときに表示されるログインウインドウは該当しません。

有効期限の設定は、外部アカウントには適用されません。

有効期限を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。





218 第10章    環境設定を管理する





2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」をクリックして、「アカウントの有効期限」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「モバイルアカウントを削除」を選択し、時間、日数、または週数を入力します。

7 ユーザのモバイルアカウントが同期されるまで待ってからローカル・ホームフォルダを削除する

場合は、「正しく同期された後にのみ削除」を選択します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

ログインおよびログアウト時またはバックグラウンドで同期するフォルダを選
択する
「ワークグループマネージャ」を使って、モバイルアカウントを持つユーザのログインおよびロ

グアウト時またはバックグラウンドで同期するフォルダを選択できます。特定のフォルダを同期

しないようにすることもできます。

ログインおよびログアウトの同期は、ファイルを同期する分だけユーザのログインおよびログア

ウトに時間がかかるので、管理の際は注意してください。バックグラウンドの同期を使用すると、

特に同期の間隔が長い場合に、ユーザがネットワークから古いファイルを読み込んでしまうこと

があります。また、「~/ライブラリ」はバックグラウンドでは同期できません。

同期するフォルダの選択とそれらの同期方法の考慮事項については、145ページの「内容を同期
するための計画」を参照してください。

ログインおよびログアウト時またはバックグラウンドで同期するフォルダを選択するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」をクリックし、「ルール」をクリックして、「ログインおよびログアウトの同期」
または「バックグラウンドの同期」をクリックします。

5 管理設定を選択します。

6 選択したパネルに応じて、「ログインおよびログアウト時に同期」または「バックグラウンドで

同期」を選択します。



第10章    環境設定を管理する 219





7 フォルダを追加するには、「ログインおよびログアウト時に同期」または「バックグラウンドで

同期」リストの追加（＋）ボタンをクリックして、同期したいフォルダのパスを入力します。

同期するフォルダの場所として、ユーザのホームフォルダを指定するときは、フォルダの前に

「~/」を付けます。たとえば、ユーザの「書類」フォルダを同期する場合は、「~/ 書類」と入力します。

8 または、「ログインおよびログアウト時に同期」または「バックグラウンドで同期」リストの「参

照」（...）ボタンをクリックして、フォルダをブラウズします。

現在「ワークグループマネージャ」を実行しているコンピュータをブラウズすることになるので、

選択したフォルダがユーザのアカウントにはない場合があります。ユーザのアカウントにない

フォルダを選択した場合は、ファイルは同期されません。

9 特定のファイルまたはフォルダを同期しないようにする場合は、「指定した条件に一致する項目を

スキップ」リストで、追加（＋）ボタンまたはブラウズ（...）ボタンを使って項目を追加します。

フィルタを使って特定の項目を除外する場合は、リスト項目の「一致」フィールドエントリーを

クリックします。これにより、より詳細な検索条件を指定できます。

10 同期するフォルダを、ユーザが同期用に選択したフォルダに追加する場合は、「ユーザ設定と結

合する」を選択します。

「システム環境設定」の「アカウント」パネルでユーザが選択したフォルダと同じフォルダを

「ワークグループマネージャ」で同期する場合、結合すると、「ワークグループマネージャ」の同

期設定が優先されます。「ユーザ設定と結合する」を選択しなかった場合は、管理者が同期する

フォルダによって、ユーザが選択したフォルダが置き換えられます。

「1度」設定を使用するときは、ユーザの設定を結合して、ユーザが同期するように設定したフォ
ルダを置き換えずにフォルダを追加すると便利です。

11 「今すぐ適用」をクリックします。

モバイルアカウントのファイルの同期を停止する
モバイルアカウントのファイルの同期を停止するときは、そのアカウントのログインおよびログ

アウト同期とバックグラウンド同期のルールを管理する必要があります。これらを管理しない場

合、ユーザの現在の同期設定が有効なままになり、ユーザは「システム環境設定」の「アカウン

ト」パネルで自分の同期設定を選択できます。

ファイルの同期を停止するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」をクリックして、「ルール」をクリックします。

5 「ログインおよびログアウトの同期」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

6 「ログインおよびログアウト時に同期」の選択を解除します。
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7 「バックグラウンドの同期」をクリックして、管理設定を「常に確認」に設定します。

8 「バックグラウンドで同期」の選択を解除します。

9 「今すぐ適用」をクリックします。

バックグラウンド同期の頻度を設定する
バックグラウンドのフォルダ同期を実行する頻度を変更できます。デフォルトでは、バックグラ

ウンドのフォルダ同期は20分ごとに実行されます。5 分～8時間の間で頻度を設定できます。

間隔を長くすると、ユーザが古いファイルを読み込んでしまう可能性が高くなります。ユーザが

ファイルを保存し、バックグラウンドのファイル同期が実行される前にログオフした場合、別の

コンピュータで同じファイルを読み込むと、以前に同期されたファイルが読み込まれるか、何も

読み込まれない可能性があります。

バックグラウンドのフォルダ同期の頻度を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」をクリックし、「ルール」をクリックして、「バックグラウンドの同期」をクリッ
クします。

「1 度」または「常に確認」が選択されていること、およびバックグラウンドで同期するように
構成された項目があることを確認します。

5 「オプション」をクリックしてから、管理設定を「常に確認」に設定します。

6 「自動　周期」をクリックし、つまみをドラッグしてバックグラウンドのフォルダ同期の頻度を
設定します。

ユーザが同期することを選択したときにだけバックグラウンドのフォルダ同期を実行したい場

合は、「手動」をクリックします。

デフォルトの頻度は20 分です。ここで設定する頻度は、ユーザが自動的に同期するように構成
したフォルダにも適用されます。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

ユーザのメニューバーにモバイルアカウントの状況を表示する
モバイルアカウントのユーザがMacOSXv10.5以降を使用している場合は、メニューバーにモ
バイルアカウントの状況メニューを追加できます。ユーザは、この状況メニューを使って、次の

ことができます：

Â 最後に同期した日時を表示する

Â 同期を開始する

Â ホーム同期の環境設定を変更する
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ホーム同期の環境設定は、「ワークグループマネージャ」の「モバイル環境」環境設定と対応し

ています。特定の「モバイル環境」環境設定を管理している場合は、ユーザはそれらの環境設定

を変更できません。

ホーム同期の環境設定には、次の設定が含まれています：

Â ホームフォルダの場所の設定

Â


FileVaultの有効化

Â バックグラウンド、ログイン、およびログアウト同期の有効化

Â 同期項目の選択

Â 同期の頻度の設定

Â モバイルアカウントの状況メニューの有効化

モバイルアカウントの状況メニューを無効にした場合でも、ユーザは「システム環境設定」の

「アカウント」パネルで自分のモバイルアカウントを構成できます。

ユーザのメニューバーにモバイルアカウントの状況を表示するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「モバイル環境」をクリックし、「ルール」をクリックして、「オプション」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「メニューバーに状況を表示」を選択します。 

7 「今すぐ適用」をクリックします。

ネットワーク環境設定を管理する
「ネットワーク」環境設定を使って、ユーザおよびグループが使用できるプロキシサーバを選択

および構成できます。特定のホストやドメインについてプロキシ設定を使用しないようにするこ

ともできます。これにより、管理対象のユーザとグループのブラウズ操作環境をカスタマイズで

きます。

インターネット共有、AirMac、またはBluetooth を無効にすることもできます。これらを無効
にすると、攻撃手段が減るため、セキュリティを向上できます。
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次の表に、「ネットワーク」の各パネルで設定可能な内容を示します。

ポートごとにプロキシサーバを構成する
特定のタイプのプロキシを構成して、ユーザまたはグループが特定のポートにアクセスしたり特

定のポートを指定するようにできます。個別に変更できるプロキシサーバのタイプには、FTP、
Web（HTTP）、保護されたWeb（HTTPS）、ストリーミング（RTSP）、SOCKS、Gopher、およ
び自動プロキシ構成があります。

どのタイプのプロキシサーバも、それぞれ 1 つのサーバに割り当てる必要があります（たとえ
ば、FTPプロキシサーバを複数使用することはできません）。

ユーザまたはグループのプロキシサーバを構成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ネットワーク」をクリックして、「プロキシ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 構成したいプロキシのタイプを選択します（FTP、Webなど）。

7



URLとポートを「proxyserver.apple.com:8080」の形式で指定します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

ユーザが特定のドメインでプロキシサーバを使用しないようにする
ユーザの「ネットワーク」環境設定を管理するときに、特定のホストまたはドメインでプロキシ

設定を使用しないように設定できます。プロキシサーバを使用しないように設定すると、ユーザ

は指定したアドレスに直接接続できます。

使用しないように設定する前に、プロキシサーバを設定する必要があります。手順については、
222ページの「ポートごとにプロキシサーバを構成する」を参照してください。

ユーザが直接アクセスできるドメインを選択するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

ネットワーク環境設定のパネル 設定対象

プロキシ プロキシサーバへのアクセス、プロキシ設定を使用しないようにするかど

うか、および受動FTPモードの使用

共有とインターフェイス コンピュータからインターネット共有ができるかどうか、およびAirMac
またはBluetoothの使用
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3 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を1 つ以上選択します。

4 「ネットワーク」をクリックして、「プロキシ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「プロキシ設定を使用しないホストとドメイン」フィールドに、ユーザが直接接続できるように
したいホストやドメインのアドレスを入力します。

複数のアドレスを入力するときは、サブネットマスクを改行、スペース、セミコロン、またはカ

ンマで区切ります。

アドレスは複数の方法で入力できます：

Â 目的のサーバのサブドメインまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）（例：server1.apple.com、
store.apple.com）。

Â サーバの特定のIP アドレス（例：192.168.2.1）。
Â ドメイン名（例：apple.com）。この場合、apple.comではプロキシ設定が使用されませんが、
store.apple.comといったサブドメインでは使用されます。

Â すべてのサブドメインを含むWebサイト全体（例：*.apple.com）。
Â


CIDR（Classless Inter-Domain Routing）表記法のサブネット。たとえば、サブネット
192.168.2.xを追加する場合は、192.168.2.0/24になります。サブネットマスクおよびCIDR 表
記法について詳しくは、「ネットワークサービスの管理」を参照してください。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

受動FTPモードを有効にする
「ネットワーク」環境設定を管理するときは、受動FTPモードを使用できます。受動FTPモード
を使用すると、FTP サーバとコンピュータとの接続が動的に決定されたポートで確立されます。
これはコンピュータにとっては便利ですが、FTPサーバでポートフィルタを適切に構成すること
が必要になります。

受動FTPモードを有効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ネットワーク」をクリックして、「プロキシ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「受動FTPモード（PASV）を使用」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。
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インターネット共有を無効にする
インターネット共有は、インターネットアクセスをコンピュータ間で共有する方法としては便利

ですが、DHCP サービスとNAT サービスの競合が起こる可能性があるため、ネットワークの問
題を引き起こすことがあります。

インターネット共有を再度有効にするときは、コンピュータにローカルにログインして、「シス

テム環境設定」の「共有」パネルでこの機能を有効にする必要があります。

インターネット共有を無効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ネットワーク」をクリックして、「共有とインターフェイス」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「インターネット共有を無効にする」を選択します。 

7 「今すぐ適用」をクリックします。

AirMacを無効にする
AirMacを無効にした場合、コンピュータでは、管理された環境設定を次回取得したときに無効に
なります。コンピュータでAirMac接続が使用されている場合は、ただちに接続が解除されます。

AirMac を再度有効にするときは、コンピュータにローカルにログインして、「システム環境設
定」の「ネットワーク」パネルでこの機能を有効にする必要があります。

AirMac を無効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ネットワーク」をクリックして、「共有とインターフェイス」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「AirMac を無効にする」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

Bluetoothを無効にする
Bluetoothを無効にする前に、コンピュータでBluetooth対応入力装置（キーボードやマウスな
ど）を使用していないことを確認してください。
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Bluetooth を再度有効にするときは、コンピュータにローカルにログインして、「システム環境
設定」の「ネットワーク」パネルでこの機能を有効にする必要があります。

Bluetoothを無効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ネットワーク」をクリックして、「共有とインターフェイス」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「Bluetoothを無効にする」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

ペアレンタルコントロール環境設定を管理する
「ペアレンタルコントロール」環境設定を使って、「辞書」に含まれる不適切な単語を隠したり、
Web サイトへのアクセスを制限したり、コンピュータを使用する時間の制限やその他の制限を
設定したりできます。「ペアレンタルコントロール」環境設定を管理するには、コンピュータに
MacOSXv10.5以降がインストールされている必要があります。

次の表に、「ペアレンタルコントロール」の各パネルで設定可能な内容を示します。

辞書に含まれる不適切な単語を隠す
MacOSXv10.5 以降に付属の「辞書」アプリケーションに含まれる不適切な単語を隠すことが
できます。不適切な単語を隠すと、その単語全体が検索結果から取り除かれます。検索対象の不

適切な単語に、不適切でない定義も含まれている場合は、不適切でない定義だけが表示されます。

辞書に含まれる不適切な単語を隠すには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ペアレンタルコントロール」をクリックして、「コンテンツフィルタ」をクリックします。

ペアレンタルコントロール
環境設定のパネル 設定対象

コンテンツフィルタ 「辞書」に含まれる不適切な単語を表示するかどうか、およびユーザが表
示できるWebサイトの制限

時間制限 ユーザが自分のアカウントにログインできる時間帯と長さ
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5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「辞書に含まれる不適切な単語を隠す」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

アダルトWebサイトへのアクセスを禁止する
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザがアダルトWeb サイトにアクセスするのを制限
できます。特定のWebサイトへのアクセスを禁止し、それ以外のWebサイトへのアクセスだけ
を許可することもできます。同じWeb サイトの下位にあるフォルダごとにアクセスを許可また
は拒否できます。

特定のWebサイトへのアクセスを禁止する代わりに、特定のWebサイトへのアクセスだけを許
可することもできます。詳しくは、226ページの「特定のWeb サイトへのアクセスだけを許可
する」を参照してください。

特定のWebサイトへのアクセスを禁止するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ペアレンタルコントロール」をクリックして、「コンテンツフィルタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「Webサイトへのアクセスを制限」を選択し、「アダルトサイトへのアクセスを制限」を選択します。

7 特定のサイトへのアクセスを許可する場合は、「これらのURL のサイトを常に許可」リストの横
にある追加（＋）ボタンをクリックして、許可したいサイトのURL を入力します。

8 特定のサイトへのアクセスを禁止する場合は、「これらのURL のサイトを常に禁止」リストの横
にある追加（＋）ボタンをクリックして、禁止したいサイトのURL を入力します。

下位のフォルダに含まれるすべてのコンテンツを含め、サイト全体を許可または禁止するには、

サイトの最上位のURLを入力します。

たとえば、http://www.example.com/ を許可した場合、ユーザはwww.example.com 内のす
べてのページを表示できます。ここで、http://www.example.com/banned/ を禁止した場合、
ユーザは、/banned/ の下位にあるすべてのフォルダを含め、www.example.com/banned/ 内
のすべてのコンテンツを表示できなくなります（/banned/の下位にはならない
www.example.com 内のページは表示できます）。

9 「今すぐ適用」をクリックします。

特定のWebサイトへのアクセスだけを許可する
「ワークグループマネージャ」を使って、MacOSXv10.5 以降がインストールされたコンピュー
タで特定のWeb サイトへのアクセスだけを許可できます。
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アクセスが許可されていないWeb サイトにユーザがアクセスしようとすると、Web ブラウザで
は、そのユーザがアクセスできるすべてのサイトをリスト表示したWebページが読み込まれます。

許可されたサイトにユーザが簡単に移動できるように、ユーザのブックマークが、許可された
Webサイトに置き換えられます。アクセスを許可することによって作成されるブックマークは、
管理されたブックマークと呼ばれます。

ユーザがブックマークを.Macと同期する場合、はじめて同期するときに、ユーザは.Macのブッ
クマークを管理されたブックマークと結合するか置き換えるかを尋ねられます。ブックマークを

結合する場合は、.Macのブックマークに、.Macの元のブックマークと管理されたブックマーク
が取り込まれます。ブックマークを置き換える場合は、.Mac のブックマークに、管理されたブッ
クマークだけが取り込まれます。

また、「ワークグループマネージャ」を使って、すべてのWebサイトを禁止する代わりに、特定
のWeb サイトだけを禁止することもできます。詳しくは、226ページの「アダルトWeb サイ
トへのアクセスを禁止する」を参照してください。

特定のWebサイトへのアクセスだけを許可するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ペアレンタルコントロール」をクリックして、「コンテンツフィルタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「Webサイトへのアクセスを制限」を選択し、「次のWeb サイトにのみアクセスを許可」を選択し
ます。

7 次の方法のいずれかを使って、アクセスを許可したいWeb サイトを追加します：

Â「Safari」でサイトを開いて、「Safari」のアドレスバーからリストにアイコンをドラッグします。
Â「Safari」で「ブックマーク」＞「すべてのブックマークを表示」と選択して、ブックマークリ
ストから「ワークグループマネージャ」のリストにアイコンをドラッグします。

Â アクセスを許可したいWebサイトの.weblocファイルがある場合は、ファイルをリストにド
ラッグします。

Â アクセスを許可したいWebサイトの.weblocファイルがない場合は、追加（＋）ボタンをク
リックし、許可したいWebサイトのURLを入力します。
「Webサイトのタイトル」フィールドに、Web サイトの名前を入力します。「アドレス」フィー
ルドに、サイトの最上位のURL を入力します。

たとえば、http://www.example.com/ を許可した場合、ユーザはwww.example.com 内の
すべてのページを表示できます。http://www.example.com/allowed/ を許可した場合、ユー
ザは、/allowed/ の下位にあるすべてのフォルダを含め、www.example.com/allowed/内の
すべてのコンテンツを表示できますが、/allowed/の外にあるフォルダは表示できません。
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Webサイトを整理するためのフォルダを作成する場合は、「新規フォルダ」（フォルダ）ボタンを
クリックし、フォルダをダブルクリックして名前を入力します。

フォルダ内にURL を追加するには、フォルダの開閉用三角ボタンを開き、フォルダを選択して、
追加（＋）ボタンをクリックします。

サブフォルダを作成するには、フォルダの開閉用三角ボタンを開き、フォルダを選択して、「新

規フォルダ」（フォルダ）ボタンをクリックします。

9



Webサイトの名前またはURL を変更する場合は、Webサイトエントリーをダブルクリックしま
す。フォルダの名前を変更する場合は、フォルダエントリーをダブルクリックします。

10



Webサイトまたはフォルダを並べ替える場合は、リスト内でWebサイトまたはフォルダをドラッ
グします。

11 「今すぐ適用」をクリックします。

コンピュータの使用時間制限と夜間の使用禁止時間を設定する
「ワークグループマネージャ」を使って、MacOSXv10.5 以降がインストールされたコンピュー
タでコンピュータの使用時間制限と夜間の使用禁止時間を設定できます。

コンピュータの使用時間制限を設定すると、1日分の制限時間を使い果たしたユーザは、制限が
リセットされる翌日までログインできなくなります。平日（月曜日から金曜日）と週末（土曜日

と日曜日）に別々の時間制限を設定できます。時間制限は、30分～8時間の範囲で設定できます。

夜間の使用禁止時間を設定すると、指定した曜日と時間の間、ユーザはログインできなくなりま

す。夜間の使用禁止時間の開始時刻にユーザがログインしていた場合、ユーザはただちにログア

ウトされます。平日（日曜日の夜から木曜日の夜のアクセス禁止）と週末（金曜日の夜と土曜日

の夜）に別々の時間を設定できます。

時間制限と夜間の使用禁止時間を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ペアレンタルコントロール」をクリックして、「時間制限」をクリックします。

5 管理設定を「常に確認」に設定して、「制限を適用」を選択します。

6 時間制限を設定する場合は、「許可」をクリックし、「平日」または「週末」の下にある「コン
ピュータの使用を制限」を選択してから、つまみをドラッグして制限時間を調整します。

7 夜間の使用禁止時間を設定する場合は、「夜間の使用禁止」をクリックし、「日曜日～木曜日」ま

たは「金曜日と土曜日」を選択して、コンピュータへのアクセスを禁止したい時間の範囲を入力

します。

時刻を強調表示して新しい時刻に置き換えるか、時刻を強調表示して横にある上矢印または下矢

印ボタンをクリックすることができます。
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8 「今すぐ適用」をクリックします。

プリントの環境設定を管理する
「プリント」環境設定を使って、プリンタのリストを作成し、プリンタへのアクセスを管理します。

次の表に、プリントについて設定可能な内容を示します。

ユーザがプリンタを利用できるようにする
ユーザがプリンタにアクセスできるようにするときは、最初にプリンタリストを設定する必要が

あります。次に、特定のユーザまたはグループにそのリスト内のプリンタの使用を許可できます。

また、コンピュータがプリンタを使用できるようにすることもできます。

ユーザのプリンタのリストには、ユーザ、ログイン時に選択したグループ、および使用中のコン

ピュータが使用できるプリンタが含まれます。

ユーザ用のプリンタリストを作成するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「プリント」をクリックして、「プリンタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「プリンタリスト」をクリックします。

「対象のプリンタ」リストは、「プリントとファクス」システム環境設定にある利用可能なネット

ワークプリンタのリストから作成されます。

7 「対象のプリンタ」リストでプリンタを選択し、「追加」をクリックして、そのプリンタをユーザ
のプリンタリストで使用できるようにします。

「対象のプリンタ」リストに目的のプリンタが表示されない場合は、「プリンタの設定を開く」を

クリックし、「プリントとファクス」のプリンタリストに追加します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

ユーザがプリンタリストを変更できないようにする
ユーザがMacOSXv10.5以降を使用している場合、ユーザはプリンタのリストを変更するとき
にローカル管理者として認証を行う必要があります。

プリント環境設定のパネル 設定対象

プリンタ 利用可能なプリンタ、ユーザがプリンタを追加できるかどうか、ユーザが

プリンタにアクセスできるかどうか、およびデフォルトのプリンタ

フッタ ページフッタのカスタマイズ
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ユーザがMacOSXv10.4以前を使用している場合は、環境設定を管理することで、ユーザがプ
リンタのリストを変更するときにローカル管理者として認証を行う必要があるように設定でき

ます。

プリンタリストへのアクセスを制限するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「プリント」をクリックして、「プリンタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「プリンタリスト」をクリックします。

7 「ユーザがプリンタリストを変更できるようにする」の選択を解除します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

コンピュータに接続されたプリンタへのアクセスを制限する
状況によっては、特定のユーザだけがコンピュータに直接接続されているプリンタでプリントで

きるようにしたい場合があります。

たとえば、教室にプリンタが接続されているコンピュータがある場合、教師を管理者にし、プリ

ンタにアクセスする際に管理者のユーザ名とパスワードを要求することによって、そのプリンタ

を教師専用にすることができます。

特定のコンピュータに接続されたプリンタへのアクセスを制限するには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「プリント」をクリックして、「プリンタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「プリンタリスト」をクリックします。

7 クライアントコンピュータからアクセスできるようにしたいプリンタがネットワークプリンタ
である場合は、プリンタを選択して、「追加」をクリックします。

8 ユーザがローカルプリンタにアクセスできないようにしたい場合は、「ユーザのコンピュータに

直接接続するプリンタを許可する」の選択を解除します。

9 プリンタを使用するときに管理者のパスワードを要求するときは、「管理者のパスワードを要求

する」を選択します。
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10 「今すぐ適用」をクリックします。

デフォルトプリンタを設定する
プリンタリストを設定した後、1つのプリンタをデフォルトのプリンタとして指定できます。ユー
ザが書類をプリントしようとすると、アプリケーションのプリントダイアログでこのプリンタが

優先的に選ばれます。

デフォルトのプリンタを設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「プリント」をクリックして、「プリンタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「アクセス」をクリックします。

7 「ユーザのプリンタリスト」でプリンタを選択して、「デフォルトにする」をクリックします。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

プリンタへのアクセスを制限する
特定のプリンタでプリントする際に、管理者のユーザ名とパスワードを要求することができます。

特定のプリンタへのアクセスを制限するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「プリント」をクリックして、「プリンタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「アクセス」をクリックし、「ユーザのプリンタリスト」でプリンタを選択して、「管理者のパス
ワードを要求する」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

すべてのプリント出力にページフッタを追加する
すべてのプリント出力にページフッタを追加することによって、ユーザが自分のプリント出力を

ほかのユーザのプリント出力と区別できるようにすることができます。これは、教育環境におい

て、学生が同じまたはほぼ同じ内容の宿題をプリントする場合などに特に便利です。
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フッタは、ページの左下に出力されます。既存のプリント内容にフッタが追加されます。プリン

ト出力にもともとフッタがある場合、またはプリント出力の余白が非常に小さい場合は、管理さ

れたフッタが既存の文字と重なってしまうことがあります。

フッタには、ユーザの名前とユーザがプリントジョブを送信した日時が含まれます。日時は、サー

バではなくユーザのコンピュータの日時が使用されます。

フッタには、プリントジョブを送信したコンピュータのEthernetIDを取り込むこともできます。

たとえば、AnneJohnsonという名前のユーザのフッタは次のようになります：
AnneJohnson2007年3月3日土曜日17時59分01 秒JST00:11:22:33:44:55

すべてのプリント出力にフッタを追加するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「プリント」をクリックして、「フッタ」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「ページフッタ（ユーザ名と日付）をプリント」を選択します。

7



EthernetIDをプリントする場合は、「MACアドレスを含める」を選択します。

8 「フォント名」ポップアップメニューから、フッタのフォントを選択します。

「Helvetica」、「Courier」、「LucidaGrande」、および「Times」のいずれかを選択できます。

9 フッタのフォントサイズを入力します。

フッタのフォントサイズに制限はありません。デフォルトのサイズ（推奨されるサイズ）は7です。

10 「今すぐ適用」をクリックします。

ソフトウェア・アップデートの環境設定を管理する
MacOSXServerでは、独自のソフトウェア・アップデート・サーバを作成して特定のユーザま
たはグループに適用するアップデートを制御できます。これにより、外部ネットワークへのトラ

フィックを減らし、サーバ管理者がアップデートをより詳細に制御することができます。

サーバ管理者は、ソフトウェア・アップデート・サーバを構成することによって、提供するアッ

プデートを選択できます。

ソフトウェア・アップデート・サーバへのアクセスを管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。
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2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ソフトウェア・アップデート」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「http://someserver.apple.com:8088/index.sucatalog」の形式でURLを指定します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

システム環境設定へのアクセスを管理する
「システム環境設定」に表示する環境設定を指定できます。

ユーザに特定の環境設定を表示しても、ユーザがその環境設定を変更できるとは限りません。「起

動ディスク」環境設定など、一部の環境設定では、設定を変更するために管理者の名前とパス

ワードを入力する必要があります。

「ワークグループマネージャ」に表示される環境設定は、現在使用している管理用コンピュータ

にインストールされている環境設定です。クライアントコンピュータで無効にしたい環境設定が

管理用コンピュータにない場合は、それらの環境設定に関連付けられたアプリケーションをイン

ストールするか、それらの環境設定があるコンピュータで「ワークグループマネージャ」を使用

します。

システム環境設定へのアクセスを管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「システム環境設定」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 ユーザの「システム環境設定」に表示したくない各項目の「表示」チェックボックスの選択を解

除します。

すべての「表示」チェックボックスを選択するときは、「すべてを表示」をクリックします。す

べての「表示」チェックボックスの選択を解除するときは、「何も表示しない」をクリックします。

7 「今すぐ適用」をクリックします。
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TimeMachine環境設定を管理する
「TimeMachine」環境設定を使って、「TimeMachine」を制御できます。「TimeMachine」を
使用すると、コンピュータデータのバックアップをネットワークサーバ上に作成できます。イン

ストールされているアプリケーションとそれらの環境設定、すべてのローカルアカウントのデー

タ、システムファイル（省略可能）など、すべてのコンピュータデータのバックアップを作成で

きます。「TimeMachine」を使用するには、コンピュータでMacOSXv10.5以降が実行されて
いる必要があります。

「TimeMachine」を管理するには、AFP サービスなどのファイルサービスを実行する必要があ
ります。管理対象のユーザがMacOSXにログインしたときは、ファイルサーバでの認証にユー
ザのログイン名とパスワードが使用されます。

コンピュータの起動ボリュームまたはすべてのローカルボリュームのバックアップを作成でき

ます。ユーザがネットワークアカウントを持っている場合、そのユーザのデータのバックアップ

は「TimeMachine」では作成されません（ユーザのデータはローカルではなくネットワークサー
バ上に保存されているためです）。

「TimeMachine」を有効にして、定期的なバックアップ作成を自動的に実行できます。自動バッ
クアップ作成を使用しない場合は、ユーザが「TimeMachine」を使ってバックアップを手動で
作成できます。

「TimeMachine」は、ローカルアカウント主体のコンピュータのバックアップを作成するために
最適な手段です。また、ユーザがコンピュータの管理権限を持っていて独自のアプリケーション

をインストールできる場合にも便利です。

コンピュータごとにバックアップの合計容量を制限できます。コンピュータグループに対して

バックアップの合計容量を制限するときは、コンピュータグループ内のコンピュータごとに制限

が適用されます。コンピュータグループに対して2GBの制限を設定し、コンピュータグループ
内に5 台のコンピュータが含まれる場合、そのコンピュータグループでは最大10GB のバック
アップ容量が使用されます。バックアップ容量は事前に割り当てられるわけではないので、すべ

てのコンピュータがバックアップ容量の制限に達する前にサーバで領域が不足する場合があり

ます。

ユーザ側でバックアップ容量が不足した場合は、「TimeMachine」によるデータのバックアップ
作成が中止されます。「TimeMachine」で領域不足にならないようにするには、バックアップ作
成対象のデータの予想合計サイズよりも制限を大きくし、システムファイルのバックアップは作
成しないようにします。

システムファイルのバックアップを作成しないことによって、ファイルサーバ上の領域を節約で

きます。システムファイルには、MacOSX のインストール時に作成されるファイルが含まれま
す。システムファイルのバックアップを作成しない場合、システムファイルが壊れたときは、
MacOSXServer のインストールディスクを使ってMacOSXServer を再インストールする必
要があります。システムファイルのバックアップを作成しないことによって、初回のバックアッ

プ作成時間を短縮できます。ただし、それ以降の作成時間は短くなりません。
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「TimeMachine」環境設定を管理するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「TimeMachine」をクリックします。

5 管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「バックアップを作成するサーバ」フィールドに、TimeMachine バックアップを保存するファイ
ルサーバまたは共有ポイントのURLを入力します。

「afp://www.example.com/Backups/」の形式で指定します。

「www.example.com/Backups/」の部分は、ファイルサーバまたは共有ポイントのURLに置き換え
ます。入力する場所は、すでに存在している必要があります。

7 バックアップを作成するボリュームを選択するには、「起動ボリュームのみ」または「すべての

ローカルボリューム」を選択します。

8 システムファイルのバックアップを作成する場合は、「システムファイルは対象外にする」の選

択を解除します。

9 自動バックアップ作成を使用する場合は、「バックアップを自動作成」を選択します。

10 バックアップ容量を制限する場合は、「バックアップの合計容量を制限　最大：#MB」を選択し、
「#」の部分にバックアップ容量の制限をMB単位で入力します。

11 「今すぐ適用」をクリックします。

ユニバーサルアクセスの環境設定を管理する
「ユニバーサルアクセス」設定を使って、一部のユーザの操作性を向上させることができます。た

とえば、ユーザがコンピュータをうまく操作できない場合や別の方法で操作したい場合に、より

効率的に操作できる設定を選択することができます。

「ワークグループマネージャ」では、特別な要件を持つユーザ専用のワークグループまたはコン

ピュータのために、「ユニバーサルアクセス」設定を設定および管理できます。

次の表に、「ユニバーサルアクセス」の各パネルで設定可能な内容を示します。

ユニバーサルアクセス
環境設定のパネル 設定対象

画面表示 視覚的な表示、およびデスクトップのズーム機能

音声 ユーザへの視覚的な警告

キーボード キーを入力するときおよびキーを組み合わせて押すときのキーボードの反応





236 第10章    環境設定を管理する



ユーザの表示設定を調整する
「ユニバーサルアクセス」環境設定の「視覚」設定では、画面の表示を変更できます。ユーザは、

キーボードショートカット（特定のキーの組み合わせ）を使って、デスクトップを簡単にズーム

できます。また、画面表示をグレイスケールまたは白黒に変更すると、画面の文字が読みやすく

なることがあります。

参考：表示設定の管理設定を「1度」にした場合、ユーザはキーボードショートカットを使って
ズームオプションやカラーオプションを切り替えることができます。管理設定を「常に確認」に

した場合、ユーザはオプションを切り替えることができません。

表示をさらにカスタマイズしたい場合は、「Finder」の「表示」環境設定を使ってFinderウイン
ドウ内のアイコンのサイズを制御したり、「Dock」の「表示」環境設定を使って「Dock」内の
アイコンを拡大したりできます。詳しくは、188ページの「Finder の環境設定を管理する」、お
よび181ページの「Dock環境設定を管理する」を参照してください。

特定のユーザ専用のコンピュータを管理する場合は、ローカルの「ディスプレイ」システム環境

設定を使って、コンピュータで使用する解像度や色数を変更することもできます。解像度や色数

を設定した後で、利用可能な「システム環境設定」のリストから「ディスプレイ」を取り除くこ

とによって、「ディスプレイ」システム環境設定を変更できないようにすることができます。

詳しくは、233ページの「システム環境設定へのアクセスを管理する」を参照してください。

画面読み上げアプリケーションなどの補助装置にアクセスできるようにする設定について詳し

くは、240ページの「特別な操作方法を必要とするユーザ用の装置を使用可能にする」を参照し
てください。

画面の表示を調整するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ユニバーサルアクセス」をクリックします。

5 「視覚」をクリックして、管理設定を選択します。

6 ズーム機能を有効にする場合は、「ズーム機能を入にする」を選択します。ズーム設定を細かく

調整するときは、「ズームオプション」をクリックします。

つまみを使って、最大拡大率と最小拡大率を設定します。

マウス ポインタの反応、およびユーザがマウスの代わりにテンキーを使用できるかどうか

オプション ショートカットキーの組み合わせ、補助装置の使用、および「ユニバーサルアクセ

ス」環境設定パネルのテキストをコンピュータで読み上げるかどうか

ユニバーサルアクセス
環境設定のパネル 設定対象
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プレビュー領域を表示するときは、「縮小したときにプレビュー領域を表示する」を選択します。

ズームされるグラフィックスの表示を向上させる場合は、「イメージをスムージングする」の選

択を解除します。

7 配色を黒地に白またはグレイスケールに変更する場合は、「色の限定」を選択して、「黒地に白」

または「グレイスケール」を選択します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

視覚的な警告を設定する
ユーザがコンピュータの警告音（新しいメールを受信したときやエラーが発生したときに再生さ

れる音など）を聞き取れない場合は、代わりに画面を点滅させることができます。

画面が点滅する警告を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ユニバーサルアクセス」をクリックします。

5 「聴覚」をクリックして、管理設定を選択します。

6 「警告音が鳴るときに画面を点滅させる」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

キーボードのユーザ補助オプションを調整する
ユーザがキーをうまく押せない場合は、複合キーやスローキーを使用して、キーボードを使いや

すくすることができます。

複合キーは、複数のキーを同時に押すことができないユーザに役立ちます。修飾キー（Shift、
コマンド、Option、および Control キー）に続いてキーを押すと、キーを同時に押したものと
して扱われます。たとえば、コマンドキーを押してからOキーを押すことで、コマンド＋Oキー
を押すことができます。

複数のキーを押すときのキーを押したままにするときは、キーを2回押します。たとえば、Shift
キーを2回押すと、CapsLock キーを使用するのと同じことになります。ただし、これは、コマ
ンド入力時にShift キーを押すのと同じことにもなります。つまり、Shift キーを2 回押した後
で、コマンドキーを押してOキーを押すと、Shift＋コマンド＋Oキーを押したことになります
（Shift キーを2回押す代わりにCapsLock キーを使った場合は、コマンド＋O キーを押したこ
とになります）。Shiftキーを2回押した後でさらにもう1 回押すと、現在のキーの組み合わせか
らShiftキーが取り除かれます。
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複合キーを設定する場合は、次のオプションを有効にして、複合キーをより使いやすくできます：

スローキーは、キーを長く押しすぎてしまったり間違って押してしまうユーザに役立ちます。ス

ローキーを有効にする場合は、キー入力が認識されるまでの時間を設定できます。ユーザがキー

を押す時間がこの認識時間よりも短いときは、キー入力が認識されません。

キー入力が認識されたかどうかがユーザに分かるように、「クリックキーサウンドを使用する」オ

プションを有効にして、ユーザがキーを押したときおよびキーが認識されたときのそれぞれに異

なるサウンドを鳴らすことができます。

参考：「ユニバーサルアクセスのショートカット」を使用可能にすると、 Shift キーを5 回押せば、
「複合キー」の入／切を切り替えることができます。詳しくは、239ページの「ユニバーサルア
クセスのショートカットを使用可能にする」を参照してください。

キーを入力したときのキーボードの反応を設定するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ユニバーサルアクセス」をクリックします。

5 「キーボード」をクリックして、管理設定を選択します。

6 複合キーを有効にする場合は、「複合キー」で「入」を選択します。

キーの組み合わせを入力するときに音を鳴らさない場合は、「修飾キーが設定されたときにビー

プ音を鳴らす」の選択を解除します。

入力したキーを画面に表示しない場合は、「押されたキーを画面に表示」の選択を解除します。 

7 スローキーを有効にする場合は、「スローキー」で「入」を選択します。

キー入力時に音を鳴らさない場合は、「クリックキーサウンドを使用する」の選択を解除します。

つまみを移動して、キーが押されてからコンピュータが認識するまでの時間を調整します。

8 「今すぐ適用」をクリックします。

オプション 効果

修飾キーが設定されたときにビープ

音を鳴らす

修飾キーが設定されて保持されたときに、分かりやすいキー打音を鳴らし

ます。現在のキーの組み合わせからキーが取り除かれたときは、音が鳴り
ません。

押されたキーを画面に表示 修飾キーが押されたときに、画面に修飾キーのアイコンを表示します。修
飾キーを1回押した状態になっているときは、アイコンが淡色で表示され
ます。修飾キーが押したままの状態になっているときは、アイコンが濃い
色で表示されます。
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マウスとポインタの反応速度を調整する
ユーザがマウスを使用できない（または使用したくない）場合は、「マウスキー」機能を利用し

てマウスの代わりにテンキーを使うことができます。テンキーの各キーは方向キーとマウスの操

作に対応しているため、テンキーを使ってポインタを移動する、マウスボタンを押す、マウスボ

タンを放す、クリックするなどの操作を行うことができます。

参考：「ユニバーサルアクセスのショートカット」を使用可能にすると、Optionキーを5回押せ
ば、「マウスキー」の入／切を切り替えることができます。

ポインタの動きが速すぎる場合は、ポインタが移動を開始するまでの時間とポインタが移動する

速度を調整できます。

マウスとポインタの設定を制御するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ユニバーサルアクセス」をクリックします。

5 「マウス」をクリックして、管理設定を選択します。

6 マウスキーを有効にする場合は、「マウスキー」で「入」を選択します。

7 ポインタが移動を開始するまでの時間を制御するには、「入力認識までの時間」つまみを調整し

ます。

8 ポインタが移動する速度を制御するには、「最大の速さ」つまみを調整します。

9 「今すぐ適用」をクリックします。

ユニバーサルアクセスのショートカットを使用可能にする
ユニバーサルアクセスのショートカットは、利用可能なアクセス機能（画面のズームや複合キー

の使用など）を有効にするためのキーの組み合わせです。

ユニバーサルアクセスのショートカットを使用可能にしない場合、ユーザがズームなどの機能を

使用できなくなったり、複合キーなどの有効になっている機能を無効にできなくなったりするこ

とがあります。

ユニバーサルアクセスのショートカットを使用するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 「ユニバーサルアクセス」をクリックします。
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5 「オプション」をクリックしてから、管理設定を「1度」または「常に確認」に設定します。

6 「ユニバーサルアクセスのショートカットを使用する」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

特別な操作方法を必要とするユーザ用の装置を使用可能にする
管理対象のユーザが読み上げアプリケーションなどの補助装置を使用することを許可できます。

補助装置を使用可能にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 コンピュータまたはコンピュータグループを1つ以上選択します。

4 「ユニバーサルアクセス」をクリックします。

5 「オプション」をクリックし、管理する設定を「常に確認」に設定します。

6 「補助装置にアクセスできるようにする」を選択します。

7 「今すぐ適用」をクリックします。

環境設定エディタと環境設定マニフェストを使用する
「ワークグループマネージャ」には、環境設定エディタが含まれています。MacOSXアプリケー
ションまたはユーティリティがアップル標準の環境設定編集規則を使って開発されている場合

は、環境設定エディタを使ってそれらを制御できます。

また、「ワークグループマネージャ」のメイン環境設定インターフェイスでは構成できない環境

設定を管理することもできます。

メイン環境設定インターフェイスと同様に、環境設定エディタでは、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環境設定を管理できます。

たとえば、「Safari」では、「JavaScriptEnabled」キーを「false」に設定することによってJavaScript
を無効にできます。このキーを「頻繁に」グループに保存した場合、ユーザは現在のログイン

セッション中にJavaScriptを有効にできますが、ログアウトして再度ログインするとJavaScript
は再び無効になります。

アプリケーションによっては、開発者が環境設定マニフェストを用意していることがあります。環

境設定マニフェストには、アプリケーションが順守するキーの名前と説明、およびそれらの設定

方法が記載されています。これを使用することで、環境設定を簡単に変更できます。
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環境設定マニフェストはテンプレートのようなものです。必ず必要というわけではないので、環

境設定マニフェストがなくてもアプリケーションの環境設定キー値は編集できます。環境設定マ

ニフェストがないアプリケーションの場合でも、「~/ ライブラリ /Preferences」から環境設定
ファイルを読み込むか、アプリケーションを読み込む（その環境設定が自動的に検出されます）

ことができます。

環境設定マニフェストは、アプリケーションパッケージ内に保存されているか（パッケージの

「/Contents/Resources/」フォルダ内にある末尾が.manifestのファイルです。
例：com.apple.Safari.manifest）、スタンドアロンのファイルになります。アプリケーションに
マニフェストがある場合は、環境設定エディタのリストにアプリケーションを追加したときに、

環境設定エディタによってマニフェストが読み込まれます。

アプリケーションの環境設定を読み込むと、アプリケーションに現在設定されている環境設定に

基づいてキーと値が追加されます。これにより、管理者のアプリケーション構成をユーザのアプ

リケーションに適用できます。キーを追加、削除、または編集することはできますが、アプリ

ケーションに環境設定マニフェストがない場合、または編集しようとしているキーが環境設定マ

ニフェストに含まれていない場合は、キーの目的が分からないことがあるかもしれません。

環境設定エディタのリストに追加する
環境設定エディタでアプリケーションを管理するには、まず、アプリケーションまたはアプリ

ケーションの環境設定ファイルを環境設定エディタのリストに追加する必要があります。アプリ

ケーションの環境設定ファイルは「~/ライブラリ/Preferences/」にあります。

MacOSX環境設定を使用するアプリケーションであれば、どれでも管理できます。管理するに
は、目的のアプリケーションを管理用コンピュータに保存し、そのローカルコピーの環境設定を

設定する必要があります。その後、「~/ライブラリ/Preferences/」に保存されているアプリケー
ションの.plistファイルを環境設定エディタのリストに追加できます。

また、アプリケーションを環境設定エディタのリストに追加するときに、アプリケーション環境

設定を読み込むこともできます。

管理者のアプリケーション環境設定を使用するときは、それらの環境設定に適用される管理の頻

度を選択できます：

頻度 説明

1度 メインインターフェイスの「1 度」設定と同じです。環境設定は設定されますが、
ユーザはその環境設定を変更して変更内容をそのまま利用できます。

頻繁に 環境設定エディタでのみ利用可能です。ユーザは環境設定を変更できますが、ユー

ザが新しいセッションを開始するたびに環境設定が管理された設定に戻ります。

常に確認 メインインターフェイスの「常に確認」設定と同じです。環境設定が設定され、通

常はユーザは環境設定を変更できません。
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アプリケーションによっては、ByHost 環境設定が使用されることがあります。これらの環境設
定は、特定のコンピュータの特定のユーザに適用されます。たとえば、ネットワークユーザがス

クリーンセーバ環境設定を設定している場合、それらは ByHost 環境設定として保存されます。
ユーザのスクリーンセーバ環境設定は、現在のコンピュータについて保存され、そのユーザがほ

かのコンピュータを使用するときには適用されません。

ユーザが通常はMacOSXv10.5以降を使用する場合は、環境設定をByHost環境設定として読
み込むと便利です。ユーザが通常はそれより前のバージョンのMacOSXを使用する場合は、環
境設定をByHost環境設定として読み込まないでください。

アプリケーションによっては、ByHost 環境設定が正しく適用されないことがあります。「ByHost
環境設定として読み込む」を選択した場合と選択しない場合とで設定をテストして、管理しようと

しているアプリケーションでByHost環境設定が正しく適用されるかどうかを確認してください。

環境設定エディタのリストに追加するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックして、「詳細な情報」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 追加（＋）ボタンをクリックします。

5 「/ アプリケーション」内のアプリケーションを選択するか、「~/ライブラリ/Preferences/」内の
.plist ファイルを選択します。

環境設定マニフェストのないアプリケーションは斜体で表示されます。

6 アプリケーションを選択した場合、そのアプリケーションの環境設定が設定されているときは、

「このアプリケーションの自分の環境設定を読み込む」を選択できます。

7 「読み込んだ環境設定を管理」ポップアップメニューから、管理設定を選択します。

「~/ライブラリ/Preferences/ByHost」にある環境設定ファイルを選択し、「読み込んだ環境設定
を管理」ポップアップメニューから「1度」または「頻繁に」を選択した場合は、「ByHost環境
設定として読み込む」を選択できます。

8 「追加」をクリックします。

9 マニフェストを置き換えるかどうかを尋ねられた場合に、マニフェストを置き換えるときは「置

換」をクリックします。

マニフェストを置き換えると、アプリケーションの基礎となるマニフェストファイルが変更され

ます。既存の管理された環境設定は変更されません。

10 管理された環境設定を置き換えるかどうかを尋ねられた場合に、既存の管理された環境設定を取

り除いて、追加しているアプリケーションの環境設定に置き換えるときは、「置換」をクリック

します。
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環境設定エディタでアプリケーション環境設定を編集する
「ワークグループマネージャ」の環境設定エディタを使って、アプリケーション固有の環境設定

を編集および管理できます。

アップル標準の環境設定編集規則に準拠しているアプリケーションでは、環境設定マニフェスト

の設定が正しく適用されます。環境設定マニフェストのないアプリケーションの場合は、設定を

テストして、期待通りの結果が得られるかどうかを確認してください。

環境設定エディタを使ってアプリケーション環境設定を管理する前に、アプリケーションまたは

その環境設定ファイルを環境設定エディタのリストに追加してください。手順については、
241ページの「環境設定エディタのリストに追加する」を参照してください。

環境設定エディタでは、次に示す管理の頻度によってキーが分けられます。

参考：「常に管理」に設定しても、ユーザが環境設定を変更できる場合があります。そのため、環
境設定の変更を残しておきたい場合は、「頻繁に」を使用することをお勧めします。

重要：キーを追加または変更するときは、常にその追加または変更内容をテストして、期待通り
に動作することを確認してください。

アプリケーション環境設定を編集するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックして、「詳細な情報」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 リストで項目を選択し、編集（鉛筆）ボタンをクリックします。

5 開閉用三角ボタンをクリックして、変更したいキーを見つけます。

6 アプリケーションの環境設定ファイルにキーを追加する場合は、頻度の開閉用三角ボタンをク
リックし、頻度を選択して、「新規キー」をクリックします。作成された「新規キー」エントリー

をクリックし、ポップアップメニューからキーを選択するか、「編集」を選択して新しいキーを

入力します。

開閉用三角ボタンをクリックして頻度を選択するまで、「新規キー」ボタンは使用可能になりま

せん。

頻度 説明

1度 メインインターフェイスの「1度」設定と同じです。環境設定は設定されま
すが、ユーザはその環境設定を変更して変更内容をそのまま利用できます。

頻繁に 環境設定エディタでのみ利用可能です。ユーザは環境設定を変更できますが、

ユーザが新しいセッションを開始するときに環境設定が管理された設定に戻
ります。

常に確認 メインインターフェイスの「常に確認」設定と同じです。環境設定が設定さ
れ、通常はユーザは環境設定を変更できません。
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7 キーの現在の設定を変更する場合は、キーのタイプまたは値をクリックします。

環境設定マニフェストでデフォルトで有効になっていない設定にタイプを変更すると、環境設定

ファイルの編集画面に矢印のアイコンが表示され、一致していないことが示されます。この場合

でも、キーのタイプまたは値は変更できます。

8 「今すぐ適用」をクリックして、「完了」をクリックします。

環境設定エディタでアプリケーションの管理された環境設定を取り除く
環境設定エディタのリストに含まれるエントリーの管理された環境設定をすべて取り除くこと

ができます。

環境設定マニフェストのないアプリケーションを追加した場合は、管理された環境設定をすべて

取り除くと、環境設定エディタのリストからそのアプリケーションも取り除かれます。

この操作によって、アプリケーションの環境設定マニフェストやアプリケーションの環境設定設

定ファイルが削除されることはありません。すべての環境設定マニフェストを「ワークグループ

マネージャ」から取り除く場合は、「ワークグループマネージャ」を閉じ、「~/ ライブラリ /
Preferences/com.apple.mcx.manifests」を削除します。

アプリケーションの環境設定の管理を無効にするには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックして、「詳細な情報」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 環境設定が管理されているエントリーを選択します。

環境設定が管理されているエントリーには、左の列にカーソルのアイコンが表示されます。

この操作は、一度に1つのエントリーにしか実行できません。

5 取り除く（－）ボタンをクリックして、確認ダイアログで「取り除く」をクリックします。

環境設定エディタを使ってコアサービスを管理する
1つのコア・サービス・バンドルを追加するだけで、いくつかの重要なマニフェストを追加でき
ます。これらのマニフェストでは、環境設定を編集するためのメインインターフェイスでは管理

できない数多くの機能を管理できます。

たとえば、Bluetoothを無効にしたり、「iTunes」のペアレンタルコントロールをロックしたり、
すべてのiWork‘08インストールのライセンス番号と登録キーを設定したりできます。

コアサービスのマニフェストには、次のものが含まれます：

マニフェスト 変更できる設定の例
Bluetooth Bluetoothの有効／無効を切り替えます

Dashboard 「Dashboard」の有効／無効を切り替えます
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デフォルトでは、これらのマニフェストにキーは表示されません。頻度の横にある開閉用三角ボ

タンをクリックし、頻度を選択して、「新規キー」ボタンをクリックする必要があります。新し

いキーの名前をクリックすると、その頻度で利用可能なすべてのキーが表示されます。

一部のキーは、特定の管理頻度でのみ機能します。たとえば、「Bluetooth を無効にする」は、
「常に確認」の頻度で新規キーを追加した場合にのみ有効にできます。

環境設定エディタのリストにコア・サービス・バンドルを追加するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックして、「詳細な情報」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 追加（＋）ボタンをクリックします。

5 「/ システム/ライブラリ/CoreServices/ManagedClient.app」を選択して、「追加」をクリックし
ます。

環境設定エディタを使ってSafariを管理する
環境設定マニフェストを編集することによって管理できるアプリケーションの好例として、

「Safari」を取り上げます。

デスクトップピクチャ デスクトップの背景イメージを設定します

Dock Dockの表示をカスタマイズします

ホーム同期 不一致の解消方法など、モバイル環境の設定を細かく調整します

iCal Kerberosの使用、SSLの使用、更新間隔など、「iCal」の設定を変更します
iChat アカウントの名前と情報、SSL やKerberos の使用など、「iChat」の設定を

変更します

インターネット構成 メールサーバ、メール情報、デフォルトのWebブラウザ、デフォルトの
メールアプリケーションなど、インターネット設定を変更します

iTunes7 「iTunes7」のペアレンタルコントロールを設定したり、Podcastや音楽共有
の有効／無効を切り替えたりします

iWork登録 「iWork‘08」の登録情報を設定します

Kerberosログイン Kerberosの名前と保護領域を設定します
MenuExtra 標準以外のメニューをメニューバーに追加します

モバイルアカウントとその他のオ
プション

FileVaultの使用などのモバイルカウント設定を変更したり、同期の暗号化を
有効にしたり、モバイルアカウントの有効期限を設定したり、モバイルアカ

ウントの作成ダイアログをカスタマイズしたりします

QuickTimeProキー QuickTime登録情報を設定します

スクリーンサーバ スクリーンセーバのパスワードの有効／無効を切り替えます

VPNSettings VPNサーバ情報、ログイン名、認証のタイプなど、VPN 設定を変更します

マニフェスト 変更できる設定の例
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MacOSXv10.5以降に付属するバージョンの「Safari」は、それより前のバージョンの「Safari」よ
りも詳細に構成できます。構成可能な環境設定は30 個以上あります。たとえば、次の環境設定
を構成できます：

Â ホームページ

Â デフォルトのフォント

Â コマンド＋クリックでタブを開く

Â パスワードを自動入力する

Â クレジットカードを自動入力する

Â


Javaを有効にする

Â


JavaScript を有効にする

Â セキュリティ保護されていないフォームを送信する前に確認する

環境設定エディタのリストに「Safari」を追加すると、2 つのエントリーが追加されます。
「com.apple.Safari」環境設定マニフェストには、構成可能なほとんどの環境設定が含まれます。
もう1 つの「com.apple.WebFoundation」には、Cookie の受け入れポリシーについて構成可
能な環境設定が含まれます。

デフォルトでは、これらのマニフェストにキーは表示されません。頻度の横にある開閉用三角ボ

タンをクリックし、頻度を選択して、「新規キー」ボタンをクリックする必要があります。新し

いキーの名前をクリックすると、その頻度で利用可能なすべてのキーが表示されます。

環境設定エディタのリストに「Safari」を追加するには：
1 「ワークグループマネージャ」で、「環境設定」をクリックして、「詳細な情報」をクリックします。

2 適切なディレクトリが選択されていること、および認証されていることを確認します。

ディレクトリを切り替えるときは、地球のアイコンをクリックします。まだ認証されていない場

合は、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。

3 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を1 つ以上選択します。

4 追加（＋）ボタンをクリックし、「/アプリケーション/Safari」を選択して、「追加」をクリック
します。

古いバージョンの「Safari」に含まれる環境設定マニフェストでは、MacOSXv10.5以降に付属
のバージョンの「Safari」よりも構成可能な環境設定が少なくなります。新しい「Safari」アプリ
ケーションを追加し、表示されるダイアログで「置換」をクリックすることによって、古い

「Safari」の環境設定マニフェストを置き換えることができます。

5 「Safari」の環境設定を編集するには、「Safari」（環境設定IDは「com.apple.Safari」）を選択し、
編集（鉛筆）ボタンをクリックして、管理したいキーを追加します。

詳しくは、243ページの「環境設定エディタでアプリケーション環境設定を編集する」を参照し
てください。
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11 問題を解決する

「ワークグループマネージャ」の操作中に問題が起きた場合は、この
章を読めば解決できることがあります。

この章を読んでも問題が解決しない場合は、「ワークグループマネージャヘルプ」で新しいトピッ

クを探してみてください。また、アップルのサービス＆サポートWebサイト
（www.apple.com/jp/support/）で情報や解決策を探すこともできます。

一般的なネットワークの問題を診断する
この章にある解決策を試してみる前に、ネットワークが適切に構成されていることを確認してく

ださい。

特に、NTP（NetworkTimeProtocol）、DNS（DomainNameSystem）、およびDHCP（Dynamic
HostConfigurationProtocol）サービスをテストしてください。

NTP、DNS、またはDHCP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。

ネットワークの時刻と時間帯をテストする
MacOSXServerの多くのテクノロジーとサービスは、ネットワークに接続されたすべてのコン
ピュータで時刻が正確に設定されているかどうかに依存しています。

コンピュータは通常、正確な時刻を提供するNTP サーバに接続されています。それでも念のた
めに、「AppleRemoteDesktop」（MacOSXServerに付属してはいません）を使用して、ネッ
トワークに接続されたコンピュータの時刻を確認することをお勧めします。「AppleRemote
Desktop」について詳しくは、www.apple.com/jp/remotedesktop を参照してください。 

ssh コマンドを使用して、次の手順でコマンドを送信することができます。また、「システム環

境設定」で、コンピュータ時刻の設定をテストして訂正することもできます。どちらの方法でも

テストおよび訂正できるコンピュータは一度に1 台だけですが、「AppleRemoteDesktop」を
使えば、多数のコンピュータのテストと訂正を同時に行うことができます。

http://www.apple.com/jp/support/
http://www.apple.com/jp/remotedesktop
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「AppleRemoteDesktop」を使用してネットワークコンピュータの時刻と時間帯をテストする
には：

1 「AppleRemoteDesktop」で、次のUNIXコマンドをすべてのコンピュータに送信します： 

sudo systemsetup -gettimezone

コンピュータの時間帯は一致している必要があります。コンピュータの時間帯が一致していない

場合は、次のUNIXコマンドを送信します： 

sudo systemsetup -settimezone ‘ US/Pacific’

ほかの時間帯の場合は、 systemsetupのマニュアルページ（「man」で表示）を参照してくださ
い。「AppleRemoteDesktop」を使ってUNIX コマンドを送信する手順については、「Apple
Remote Desktop 管理者ガイド」を参照してください。

2 「AppleRemoteDesktop」で、次のUNIXコマンドをすべてのコンピュータに送信します： 

sudo systemsetup -gettime

コンピュータ間で許容される時刻の誤差は、数分以内です。誤差が大きい場合には、次のUNIX
コマンドを送信します： 

sudo systemsetup -settime 

 

current_time

current_timeは、HH:MM:SS（時間、分、秒）表記を使用して、24時間形式の現在時刻に置き
換えます。

DNSサービスをテストする
DNS サービスでは、IP アドレスを渡すとサーバのドメイン名が分かり、ドメイン名を渡すとIP
アドレスが返されます。これらのタスクを実行できない場合は、DNS サービス上で詳細な分析
を行います。DNS の詳しい説明、およびDNS を構成する手順については、「ネットワークサー
ビスの管理」を参照してください。

「AppleRemoteDesktop」がインストールされている場合は、ネットワーク全体をすばやくテ
ストできます。DHCP サーバから割り当てられる IP アドレス範囲のコンピュータが表示される
ように、「AppleRemoteDesktop」でスキャナを作成してください。コンピュータの電源が入っ
ていて、スリープモードでなく、ネットワークに接続されていれば、そのコンピュータはスキャ

ナで検出されるはずです。

スキャナには、コンピュータに割り当てられた IP アドレスとコンピュータのホスト名が表示さ
れます。DNS サービスからホスト名が割り当てられないコンピュータは、ホスト名なしで表示
されます。コンピュータが適切な IP アドレスおよびホスト名と一緒にリストに表示されている
場合は、そのコンピュータにはDHCP サービスとDNSサービスが提供されています。

「AppleRemoteDesktop」でスキャナを使用する方法について詳しくは、「Apple Remote
Desktop 管理者ガイド」を参照してください。

「AppleRemoteDesktop」をインストールしていない場合は、次のタスクを実行して、コン
ピュータごとにDNS サービスが提供されているかどうかをテストできます。
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コンピュータごとにネットワークのDNSサービスをテストするには：
1


DNS サービスを提供していないネットワークコンピュータで、「ネットワークユーティリティ」
を開きます。

2 「ネットワークユーティリティ」の「Lookup」パネルで、OpenDirectory のマスターサーバの
ドメイン名を入力し、「Lookup」をクリックします。

返されるログに、OpenDirectoryのマスターサーバのIP アドレスが表示されているセクション
があるはずです。そのようなセクションがない場合、または IP アドレスが正しくない場合は、
DNSサービス上で詳細な分析を行います。 

3 「ネットワークユーティリティ」の「Lookup」パネルで、OpenDirectory のマスターサーバの
IPアドレスを入力し、「Lookup」をクリックします。

返されるログに、OpenDirectory のマスターサーバのドメイン名が表示されるはずです。ドメ
イン名が正しくない場合は、DNSサービス上で詳細な分析を行います。

参考：「ネットワークユーティリティ」を使用する代わりに、「ターミナル」で digツールを使用
することもできます。「ターミナル」で次のコマンドを入力してください： 

dig 

 

name_or_address

name_or_addressは、OpenDirectoryのマスターサーバのドメイン名またはIPアドレスに置き
換えます。返されるログに、正しい IP アドレスまたはドメイン名が表示されているセクション
があるはずです。

DHCPサービスをテストする
DHCP サービスは、ネットワークで利用できる IP アドレスが割り当てられるように構成されて
いるはずです。IP アドレスが有効でないコンピュータは、ネットワークに接続できません。DHCP
の詳しい説明、およびDHCP を構成する手順については、「ネットワークサービスの管理」を参
照してください。

「AppleRemoteDesktop」がインストールされている場合は、ネットワーク全体をすばやくテ
ストできます。DHCP サーバから割り当てられる IP アドレス範囲のコンピュータが表示される
ように、「AppleRemoteDesktop」でスキャナを作成してください。コンピュータの電源が入っ
ていて、スリープモードでなく、ネットワークに接続されていれば、そのコンピュータはスキャ

ナで検出されるはずです。

スキャナには、コンピュータに割り当てられた IP アドレスとコンピュータのホスト名が表示さ
れます。DNS サービスからホスト名が割り当てられないコンピュータは、ホスト名なしで表示
されます。コンピュータが適切な IP アドレスおよびホスト名と一緒にリストに表示されている
場合は、そのコンピュータにはDHCP サービスとDNSサービスが提供されています。

「AppleRemoteDesktop」でスキャナを使用する方法について詳しくは、「Apple Remote
Desktop 管理者ガイド」を参照してください。

「AppleRemoteDesktop」をインストールしていない場合は、次のタスクを実行して、コン
ピュータごとにDHCPサービスが提供されているかどうかをテストできます。
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コンピュータごとにネットワークのDHCPサービスをテストするには：
1 「サーバ管理」で、DHCPサービスを提供するサーバの左側にある開閉用三角ボタンをクリックし
ます。

そのサーバが提供するすべてのサービスが表示されます。

2 「DHCP」をクリックし、「サブネット」をクリックします。

「サブネット」パネルに、DHCP サーバから提供されるアドレスのリストが表示されます。

3 クライアントコンピュータで「ネットワークユーティリティ」を開き、「情報」をクリックして

から、ネットワークに接続しているネットワークインターフェイスを選択します。

表示されるIP アドレスがDHCP サービスから提供されるアドレス範囲にない場合は、そのコン
ピュータはDHCP サービスからIPアドレスを受け取っていません。

IPアドレスが169.254.x.xの場合は、自己割り当てのIP アドレスです。これは、そのコンピュー
タにはDHCPサービスが提供されていないことを意味します。

IP アドレスが割り当てられたアドレスではなく、169.254.x.x でもない場合は、別のDHCPサー
バからDHCPサービスが提供されています。

アカウントの問題を解決する
ユーザアカウントとグループアカウントの管理について問題が発生した場合は、このセクション

の指示を試してみてください。

以前のバージョンの「ワークグループマネージャ」を使用したい場合
MacOSXServerv10.4 以前の管理アプリケーションや管理ツールがあっても、MacOSX
Serverv10.5以降では使用しないでください。

MacOSXServerv10.5のアプリケーションを使用して、MacOSXServerv10.4を管理できます。

「ワークグループマネージャ」を使ってアカウントを編集できない場合
編集できるドメインは、ローカル・ディレクトリ・ドメイン、OpenDirectory ドメイン、およ
びその他の読み出し／書き込みディレクトリドメインです。

「ワークグループマネージャ」を使ってアカウントを編集するには、まずドメイン管理者として

認証を行う必要があります。認証を行うには、「ワークグループマネージャ」ウインドウの上部

にあるカギをクリックします。

ユーザの名前がログインウインドウに表示されない場合
MacOSX をアップグレードして、ユーザを新しいサーバ上の共有ディレクトリに移行すると、
一部のユーザがログインウインドウに表示されないことがあります。ログインウインドウのリス

トには、システムユーザは表示されません。ただし、表示されていなくても、ユーザ名とパス

ワードを入力すればログインできます。

ログインウインドウには、「ログイン」環境設定の管理方法に応じてユーザが表示されます。詳

しくは、196ページの「ログインウインドウの外観を変更する」を参照してください。



第11章    問題を解決する 251





LDAPディレクトリのロックを解除できない場合
ディレクトリドメインで変更を行うときは、ディレクトリ管理者の名前とパスワードを使って認

証を行う必要があります。つまり、共有LDAPv3ディレクトリドメイン内のエントリーを編集す
るときは、「ワークグループマネージャ」でそのLDAPv3 ディレクトリドメインの管理者アカウ
ントの名前とパスワードを使って認証を行う必要があります。

コンピュータのローカル・ディレクトリ・ドメインの管理者アカウントを使って、共有 LDAP
ディレクトリの管理者として認証を行うことはできません。

ユーザのOpenDirectoryパスワードを変更できない場合
パスワードタイプがOpenDirectoryのユーザのパスワードを変更するには、ユーザのレコード
が置かれているディレクトリドメインの管理者である必要があります。さらに、ユーザアカウン

トのパスワードタイプがOpenDirectoryである必要があります。

OpenDirectoryのマスターを設定すると（「サーバアシスタント」、または「サーバ管理」の
OpenDirectoryサービス設定を使用します）、パスワードタイプがOpenDirectoryのディレク
トリ管理者アカウントが作成されます。このアカウントを使用して、ほかのユーザアカウントを、
OpenDirectoryのパスワードを持つディレクトリドメインの管理者として設定できます。

ユーザのパスワードタイプをOpenDirectoryに変更できない場合
ユーザのパスワードタイプをOpenDirectory認証に変更するには、ユーザのレコードが置かれ
ているディレクトリドメインの管理者である必要があります。さらに、ユーザアカウントがOpen
Directory 認証用に構成されている必要があります。

OpenDirectoryのマスターが設定されると（「サーバ管理」のOpenDirectory サービス設定を
使用します）、パスワードがOpenDirectory タイプのドメイン管理者アカウントが初期ユーザ
アカウントとして作成されます。このアカウントを使用して、ほかのユーザアカウントをパス

ワードタイプがOpenDirectoryのドメイン管理者として設定できます。

サーバ管理者のアクセス権を割り当てることができない場合
特定のサーバ上のユーザにサーバ管理者のアクセス権を割り当てるときは、「ワークグループマ

ネージャ」でそのサーバに接続して、ディレクトリドメインで認証を行います。そのユーザのア

カウントを選択してから（または、そのユーザのアカウントを作成してから）、「基本」パネルで

「このサーバを管理」を選択します。

ユーザがログインまたは認証されない場合
ユーザが自分のアカウントにログインできない場合、または認証を行うことができない場合に

は、いくつかの方法を試してみて、構成に関連することが原因なのか、パスワードが原因なのか

を判断する必要があります。次の方法を試してみてください：

Â パスワードを既知の値に再設定しても、問題が引き続き発生するかどうかを確認します。ほと

んどのクライアントが対応している7ビットASCII文字のパスワードを使って試してください。
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Â パスワードは、認証プロトコルが対応している文字で構成してください。一部のプロトコルで

は、空白と特殊文字（Option＋8 を押して入力する行頭記号など）を先頭、文字列中、また
は末尾で使用することができません。たとえば、先頭の空白は、POPおよびAFPでは使用で
きますが、IMAPでは使用できません。

Â ユーザのキーボードで、ユーザのパスワードに含まれるすべての文字を入力できることを確認

してください。

Â 暗号化パスワードは、多くの認証方式に対応していません。より多くのクライアントアプリ

ケーションに対応するには、ユーザのパスワードタイプをOpenDirectoryに設定するか、別
のアプリケーションを使用してみてください。

Â ユーザのアカウントが保管されているディレクトリドメインが利用できない場合は、利用でき

るディレクトリドメインにユーザアカウントを作成してください。

Â クライアントソフトウェアが正しく認識される方式でパスワードをエンコードしていること

を確認してください。たとえば、OpenDirectory はUTF-8でエンコードされた文字列を認識
しますが、一部のクライアントはUTF-8文字列を送信しないことがあります。

Â ユーザの現在のアプリケーションおよびオペレーティングシステムがユーザのパスワード長

に対応していることを確認してください。たとえば、LANManager 認証方式を使用する
Windowsアプリケーションは、14 文字までのパスワードにしか対応していません。このため、
パスワードが14文字を超えている場合、Windowsサービスが長いパスワードに対応していて
も、認証に失敗します。

Â


OpenDirectoryまたはシャドウパスワードの認証方式（APOP、LANManager など）を無効
にした場合は、無効にした方式を使用してユーザのアプリケーションで認証を行うことはでき

ません。
OpenDirectory パスワードサーバまたはシャドウパスワードの認証方式を有効または無効に
した後に、ユーザのパスワードのリセットが必要になることがあります。

認証方式を有効または無効にする方法については、「Open Directory の管理」を参照してく
ださい。

Â



Kerberos の問題を解決するヒントについては、254ページの「ユーザがシングルサインオン
またはKerberosを使用して認証できない場合」を参照してください。

Â


MacOSv8.1～8.6コンピュータがAppleファイルサービスの認証に失敗する場合は、そのコン
ピュータのAppleShareクライアントソフトウェアのアップグレードが必要な場合があります：
Â


MacOSv8.6コンピュータでは、AppleShareクライアントv3.8.8を使用する必要があります。

Â



MacOSv8.1～8.5コンピュータでは、AppleShareクライアントv3.8.6を使用する必要があ
ります。

Â



MacOSv8.1～8.6コンピュータで、ファイルサーバのボリュームを起動時にマウントする場
合は、AppleShareクライアントv3.8.3を使用し、DHXUAM（UserAuthenticationModule）
をインストールする必要があります。DHXUAM は、AppleShare クライアントv3.8.3のイ
ンストールソフトウェアに含まれています。
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パスワードサーバを使ってパスワードが検証されるユーザがログインできない
場合
ネットワークにMacOSXServerv10.2を使用するサーバがある場合、そのサーバは、別のサー
バが管理するOpenDirectoryパスワードサーバから認証を受けることができます。コンピュー
タのEthernet ポートからケーブルを外したりして、パスワードサーバのコンピュータがネット
ワークから接続解除されると、パスワードサーバを使用してパスワードを検証されるユーザはロ

グインできません。これは、パスワードサーバのIPアドレスにアクセスできないためです。

パスワードサーバのコンピュータをネットワークに再接続すれば、ユーザはMacOSXServer に
ログインできます。また、パスワードサーバのコンピュータがオフラインのときは、パスワード

タイプが暗号化パスワードまたはシャドウパスワードのユーザアカウントを使用してログイン

できます。

ユーザが共有ディレクトリドメインのアカウントを使ってログインできない場合
ディレクトリを管理するサーバにアクセスできない場合、ユーザは、共有ディレクトリドメイン

のアカウントを使用してログインできません。ネットワーク、サーバソフトウェア、またはサー

バハードウェアの問題のために、サーバにアクセスできなくなることがあります。

サーバのハードウェアやソフトウェアの問題は、MacOSX コンピュータにログインしようとす
るユーザや、MacOSXServer プライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC）のWindowsドメ
インにログインしようとするユーザに影響します。ネットワークの問題は、その場所によって、

影響を受けるユーザと受けないユーザが存在する場合があります。

モバイル・ユーザ・アカウントを使用するユーザは、以前使用したMacOSXコンピュータに依
然としてログインすることができます。これらの問題の影響を受けるユーザも、MacOSXをイ
ンストールした後の設定時に作成したユーザアカウントなど、コンピュータ上に定義されている

ローカル・ユーザ・アカウントを使用してログインできます。

ユーザが自分のホームフォルダにアクセスできない場合
ユーザが自分のホームフォルダがある共有ポイントにアクセスできること、および自分のホーム

フォルダにアクセスできることを確認してください。共有ポイントへの読み出しアクセス権、お

よびホームフォルダへの読み出し／書き込みアクセス権をユーザに割り当てる必要があります。

ユーザが自分のパスワードを変更できない場合
サーバのLDAPディレクトリにユーザアカウントが保管されていて、そのパスワードタイプが暗
号化パスワードの場合には、ユーザはログインした後にパスワードを変更することはできません。

「詳細」パネルを使用してそれらのアカウントの「ユーザのパスワードのタイプ」設定を「Open
Directory」に変更すれば、ユーザはパスワードを変更できます。この変更を行うときは、新し
いパスワードも入力する必要があります。そのような場合には、ユーザに対して、この新しいパ

スワードを使用してログインし、「システム環境設定」の「アカウント」パネルでパスワードを

変更するように指示してください。
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ユーザがシングルサインオンまたはKerberosを使用して認証できない場合
Kerberos 認証の障害を解決する方法はいくつかあります。これらの解決方法、およびサーバの
コンピュータレコードをシングルサインオン認証およびKerberos 認証用に再構成する方法の詳
しい説明については、「Open Directory の管理」を参照してください。

プライマリ・ドメイン・コントローラまたはバックアップ・ドメイ
ン・コントローラの問題
プライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC）またはバックアップ・ドメイン・コントローラ
（BDC）の問題が発生する場合は、以下のことが原因である可能性があります。

WindowsユーザがWindowsドメインにログインできない場合
次の点を確認してください：

Â ユーザアカウントのパスワードタイプがOpenDirectory であることを確認します。
Â ワークステーションがMacOSXServerのWindowsドメインに参加していることを確認し
ます。

Windowsユーザのホームフォルダがない場合
ユーザのホームフォルダがWindows でマウントされない場合は、次の点を確認してください：
Â「ワークグループマネージャ」の「ホーム」パネルで、ホームフォルダの場所が正しく選択さ

れていることを確認します。

Â「ワークグループマネージャ」の「Windows」パネルで、ホームフォルダのパスが正しいこと
を確認します。「ホーム」パネルに指定されているホームフォルダを使用するときは、空白に

する必要があります。

Â「サーバ管理」を使用して、ユーザのホームフォルダが保管されているサーバに接続します。

「サーバ」リストで、「SMB」を選択し、「詳細」をクリックし、「仮想共有ポイントを有効にす
る」が選択されていることを確認します。

Â ユーザ用に選択したドライブ文字がWindowsワークステーションで使用されているドライブ
文字と競合している可能性がある場合は、「ワークグループマネージャ」の「Windows」パネ
ルでドライブ文字の設定を変更するか、ワークステーションのほかのドライブ文字のマッピン

グを変更します。

Windowsユーザのプロファイル設定がデフォルトに戻ってしまう場合
以下のことが原因で、ユーザのプロファイル設定がデフォルトに戻ってしまうことがあります：
Â「ワークグループマネージャ」の「Windows」パネルでユーザプロファイルの場所が空白に
なっていない場合は、ユーザプロファイルのデフォルトの共有ポイントは使用されません。こ

のような場合には、ユーザプロファイルの場所として有効なSMB 共有ポイントを指定する必
要があります。ユーザプロファイルの場所には、必ず既存の共有ポイントを指定してください。

詳しくは、124ページの「SMB共有ポイントを設定する」を参照してください。

Â「ワークグループマネージャ」の「Windows」および「ホーム」パネルで、ホームフォルダが
正しく指定されていることを確認します。これらのパネルは、次のいずれかの方法で構成する

必要があります：
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Â「Windows」パネルのホームフォルダのパスが空白の場合は、「ホーム」パネルで正しいホー
ムフォルダの場所を選択てください。

Â「Windows」パネルのホームフォルダのパスが空白でない場合は、ホームフォルダのパスに
有効なSMB共有ポイントを指定してください。

Â ユーザ用に選択したドライブ文字がWindowsワークステーションで使用されているドライブ
文字と競合している可能性がある場合は、「ワークグループマネージャ」の「Windows」パネ
ルでドライブ文字の設定を変更するか、ワークステーションのほかのドライブ文字のマッピン

グを変更します。

Windowsユーザの「MyDocuments」フォルダの内容が失われる場合
次の点を確認してください：
Â「ワークグループマネージャ」の「ホーム」パネルで、ホームフォルダの場所が正しく選択さ

れていることを確認します。

Â「ワークグループマネージャ」の「Windows」パネルで、ユーザプロファイルのパスが正しい
ことを確認します。ユーザプロファイルのパスが空白の場合は、デフォルトのプロファイル

フォルダが使用されます。「MyDocuments」の内容は、ユーザプロファイルに保管されます。

Â ユーザ用に選択したドライブ文字がWindowsワークステーションで使用されているドライブ
文字と競合している可能性がある場合は、「ワークグループマネージャ」の「Windows」パネ
ルでドライブ文字の設定を変更するか、ワークステーションのほかのドライブ文字のマッピン

グを変更します。

環境設定の管理の問題を解決する
ここでは、「ワークグループマネージャ」を使ってアカウントを設定するときまたはMacOSX
クライアントを管理するときに発生する問題について説明します。また、トラブルシューティン

グのヒントと対策も紹介します。

問題の解決方法がここに記載されていない場合は、「ワークグループマネージャヘルプ」または

アップルのサービス＆サポートWebサイト（www.apple.com/jp/support/）を確認してください。

管理対象のクライアントの設定をテストする
管理対象のコンピュータでMacOSXv10.5 以降を使用している場合は、コンピュータの「シス
テムプロファイラ」で管理された設定を表示できます。

設定は環境設定ごとに整理されています。たとえば、「Finder」のすべての管理された設定は、
「com.apple.finder」に表示されます。

「システムプロファイラ」で管理対象のクライアントの設定を表示するには：
1 クライアントコンピュータで、「システムプロファイラ」を開きます。

2 「ソフトウェア」開閉用三角ボタンを開いて、「管理対象のクライアント」を選択します。

ユーザがログインしたときにワークグループのリストが表示されない場合
ネットワークアカウントを持つユーザがログインしたときに、ワークグループのリストが表示さ

れない場合は、次の原因が考えられます。

http://www.apple.com/jp/support/
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Â そのユーザがグループに割り当てられいないか、1つのグループだけに割り当てられている場
合。Optionキーを押しながらログインすると、ワークグループのリストが表示されます。

Â ユーザのコンピュータのログイン環境設定が管理されていない場合。ログイン環境設定の「ア

クセス」パネルで、「ログイン時にワークグループのダイアログを常に表示」を選択します。

この環境設定は、MacOSXv10.5以降を搭載したクライアントでのみ使用できます。

ワークグループから選択するには、クライアントコンピュータでMacOSXv10.4 以降を使用して
いる必要があります。ログインウインドウのアクセス設定を設定する方法について詳しくは、
200ページの「ログイン時に表示されるワークグループをカスタマイズする」を参照してください。

ユーザがファイルを開けない場合
ユーザが「Finder」でファイルをダブルクリックするか、「Finder」でファイルを選択して「ファ
イル」メニューから開くと、通常は、適切なデフォルトアプリケーションによってそのファイルが

開きます。そのユーザの環境が管理されている場合には、この方法が機能しないことがあります。

たとえば、PDF ファイルを表示するデフォルトアプリケーションが「プレビュー」であるとしま
す。あるユーザがログインして、デスクトップ上の PDF ファイルをダブルクリックします。そ
のユーザに適用される管理設定が「プレビュー」にアクセスするように設定されていない場合、

そのファイルは開きません。そのユーザがPDF ファイルに対応している別のアプリケーション
にアクセス権を持っている場合は、まずそのアプリケーションを開いてから、ファイルを開くこ

とができます。

よく使用されるアプリケーションをユーザ、グループ、またはコンピュータリストが利用できる

ようにするには、「ワークグループマネージャ」を使って、「環境設定」の「アプリケーション」

パネルの許可されたアプリケーションのリストにそれらのアプリケーションを追加します。

詳しくは、171ページの「特定のアプリケーションおよびフォルダへのユーザアクセスを制御す
る」を参照してください。

ユーザがプリンタリストにプリンタを追加できない場合
「プリント」環境設定を管理する場合に、「プリントとファクス」システム環境設定でユーザがプ

リンタをプリントリストに追加することを許可できます。「プリント」環境設定で、「ユーザがプ

リンタリストを変更できるようにする」を選択してください。これを選択しない場合は、「プリ

ントとファクス」システム環境設定でプリンタを追加または取り除くときに、管理者の名前とパ

スワードが必要になります。

参考：ユーザがアプリケーションから書類をプリントするときに追加したプリンタは、利用でき
るプリンタのリストに表示されません。

詳しくは、229ページの「ユーザがプリンタリストを変更できないようにする」を参照してくだ
さい。

「プリント」環境設定の「プリンタリスト」パネルを使って、特定のユーザ、グループ、または

コンピュータリストがプリンタを使用することを許可または禁止することもできます。

詳しくは、229ページの「ユーザがプリンタを利用できるようにする」を参照してください。
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ユーザが追加したログイン項目が開かない場合
「ワークグループマネージャ」のログイン環境設定の「項目」パネルを使って、ユーザがログイ

ンしたときに開く項目を指定できます。ログインしたときに開く項目は、そのユーザ、使用して

いるコンピュータ、およびログイン時に選択したグループに指定されている項目の組み合わせで

構成されます。

管理の頻度が「常に確認」に設定されている場合は、「その他の項目の追加と削除をユーザに許

可する」を選択すると、ユーザはその他のログイン項目を追加できます。「常に確認」を選択す

ると、既存の項目がユーザのログイン項目リストから取り除かれ、指定した項目に置き換えられ

ます。ユーザは、指定した項目を無効にできません。

管理の頻度が「1 度」に設定されている場合は、「ユーザの項目と結合する」を選択することが
でき、次のいずれかの結果になります：

Â ユーザのログインリストに項目がある場合（ユーザが項目を追加した場合、または環境設定の

管理によって項目が追加された場合）は、ユーザのリストと管理者のリストが結合されて、両

方のリストにあるログイン項目だけが開きます。

Â ユーザのログインリストに項目が含まれていない場合は、管理されたログイン項目がすべて開

きます。

「ユーザの項目と結合する」を選択しない場合は、いずれかのリストにあるログイン項目がす
べて開きます。

「1 度」を選択した場合は、ユーザは自分のログインリストに追加した項目を取り除くことが
できます。

自動的に開く項目の管理について詳しくは、204ページの「ユーザのログイン後に自動的に項目
を開く」を参照してください。

ユーザがDockに配置した項目が表示されない場合
「ワークグループマネージャ」の「Dock」環境設定の「Dock の項目」パネルを使って、ユーザ
の「Dock」に表示される項目を指定できます。ユーザの「Dock」の項目は、そのユーザ、使用
しているコンピュータ、およびログイン時に選択したグループに指定されている項目の組み合わ

せで構成されます。

「ユーザのDock と結合する」を選択解除した場合は、管理者が配置したすべてのDock 項目が
ユーザのDock 項目設定より優先されます。「常に確認」を選択し、「ユーザのDockと結合する」
を選択解除した場合は、ユーザは自分の「Dock」に項目を追加することはできません。

「常に確認」を選択した場合は、ユーザは自分の「Dock」から項目を取り除くことはできません。

Dock項目を追加する方法について詳しくは、182ページの「ユーザのDockに項目を追加する」
を参照してください。
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ユーザのDockに項目が重複して表示される場合
「ワークグループマネージャ」を使って、複数のアカウントタイプ（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）に対して同じDock 項目環境設定を設定すると、制限
付きユーザの「Dock」に項目が重複して表示されることがあります。たとえば、ユーザの「Dock」
にアプリケーションのアイコンが複数表示されることがあります。

重複しているアプリケーションやフォルダを開いても、予期した通りに動作します。Dock項目の
重複を訂正するには、ユーザに関係するすべてのアカウントタイプのDock 項目環境設定を取り
除いてから、それらのアカウントタイプのDock項目環境設定を注意深く構成してみてください。

Dockに？マークが表示される場合
「ワークグループマネージャ」を使って、ユーザの「Dock」に表示する項目を制御できます。
「Dock」内の項目は、コンピュータのハードディスクやリモートサーバなどの場所に保管されて
いる項目のエイリアスで、実際の項目ではありません。

ユーザのハードディスクまたはユーザのコンピュータにマウントされているほかのボリューム

にない項目をユーザの「Dock」に追加した場合、それらの項目は？マークのアイコンとして表
示されます。それらのアイコンをクリックしても項目は開きません。

サーバとユーザのコンピュータの両方にある項目を追加した場合には、そのアイコンをクリック

すると、ユーザのコンピュータまたはマウントされているボリューム上の項目が開きます。

予期しないエラーに関するメッセージが表示される場合
「Classic」環境設定が管理されている環境では、「機能拡張マネージャ」コントロールパネル、
「ファイル共有」コントロールパネル、または「ソフトウェア・アップデート」コントロールパ

ネルを使おうとすると、「操作は完了できませんでした。予期しないエラーが発生しました（エ

ラーコード1016）」というメッセージが表示される場合があります。

このメッセージは、ユーザが使おうとした項目へのアクセス権を管理者が制限している（その

ユーザが開くことを許可されていないアプリケーションの場合など）ことを示します。

「Classic」環境設定が管理されている環境では、ユーザは上記のコントロールパネルにアクセス
できません。「セレクタとネットワークブラウザを隠す」を選択している環境でユーザが「セレ

クタ」を使おうとした場合にも、このメッセージが表示されることがあります。

また、Classic環境またはMacOSXで承認されていない（「ワークグループマネージャ」の「ア
プリケーション」環境設定の「項目」パネルに登録されていない）アプリケーションをユーザが

開こうとした場合にも、このメッセージが表示されます。

ネットワーク表示を管理できない場合
MacOSXServerv10.5 は、管理対象ネットワーク表示に対応していません。

MacOSXServerv10.4 が動作するサーバで運用されているネットワーク表示を管理するには、
MacOSXServerv10.4に付属の「ワークグループマネージャ」を使用します。
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アカウント情報を読み込む／書き出す

「ワークグループマネージャ」を使ってアカウントの読み込み／書き
出しを行ったり、dsimportコマンドラインツールを使ってアカウン
トを読み込んだりします。

「ワークグループマネージャ」を使って、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すばやく読み込んだり書き出したりできます。また、 dsimport コマ

ンドラインツールを使用して、ユーザとグループのアカウントを読み込むこともできます。

どのようなものを読み込んで書き出せるかを理解する
「ワークグループマネージャ」で管理されるレコードタイプはすべて読み込むことができます。よ

く使われるレコードタイプとして、ユーザ、グループ、コンピュータ、およびコンピュータグ

ループがあります。MacOSXServerv10.4 からは、各レコードの一部の属性を読み込んだり、
別のレコードの属性を結合することもできるようになりました。

カスタムファイルからレコードを読み込むときに、必要な属性はレコード名だけです。

属性のリストを参照するときは、「ターミナル」を開いて 

man DirectoryServiceAttributesと入力します。「Xcode」がインストールされている場合は、
次のファイルを開くことで、見やすい書式でより詳細な説明付きの属性リストを表示できます：
/システム/ライブラリ/Frameworks/DirectoryService.framework/Headers/
DirServicesConst.h

読み込みファイルを使って、次の定義済みユーザを変更することはできません：daemon、root、
nobody、unknown、およびwww。次の定義済みグループを変更することもできません：admin、
bin、daemon、dialer、mail、network、nobody、nogroup、operator、staff、sys、ttyunknown、
utmp、uucp、wheel、およびwww。ただし、ユーザをwheel およびadmin グループに変更
することはできます。 

dsimportツールを使用して、テキスト区切りのファイルからレコードを読み込むこともできます。

よく使われるレコードのタイプと属性については、「Open Directory の管理」を参照してくださ
い。より詳細な属性リストについては、 man DirectoryServiceAttributes と入力するか、
DirServicesConst.hファイルを表示してください。
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パスワードの読み込みと書き出しに関する制限
レコードを作成または上書きするときは、ユーザアカウントでOpenDirectory のパスワードま
たはシャドウパスワードが使用されている場合は、それらのパスワードをリセットする必要があ

ります。読み込みファイルのパスワードが標準テキスト文字列の場合には、パスワードの読み込

みは通常成功します。

「ワークグループマネージャ」を使ってパスワードを読み込むときは、AuthMethod属性を設定
する必要があります。読み込みファイルのパスワードがハッシュ形式で暗号化されている場合に

は、それらは回復できません。

パスワードは、「ワークグループマネージャ」などを使って書き出すことはできません。書き出

しファイルからユーザアカウントを読み込む場合には、パスワードを手動で設定するか、デフォ

ルトのパスワードを既知の値に設定してください。

ユーザアカウントを書き出す前に（または読み込んだ後に）パスワードポリシーを設定して、ユー

ザが最初にログインするときにパスワードの変更をユーザに要求することができます。パスワー

ドオプションを構成する手順については、74ページの「パスワードタイプを選択する／パスワー
ドオプションを設定する」を参照してください。

以前のバージョンのMacOSXServerから読み込むときにGUIDを残しておく
GUID（GloballyUniqueIdentifier）は、ユーザおよびグループ識別情報のACL アクセス権を検
証したり、ユーザのメンバーシップをグループと階層グループで管理するために使用されます。

「ワークグループマネージャ」または dsimport ツールを使用してv10.4 より前のバージョンの
MacOSXServerで作成されたユーザとグループを読み込むときは、GUIDが自動的に割り当て
られます。

サーバをMacOSXServerv10.5へアップグレードまたは移行した後に、ユーザアカウントとグ
ループアカウントを書き出してそれらのバックアップを作成し、すべてのアカウントにGUID が
あることを確認してください。

将来ユーザアカウントまたはグループアカウントを復元する必要がある場合には、生成した書き

出しファイルを使って、GUID（およびファイルアクセス権とグループメンバーシップ）を変え
ずにユーザとグループを読み込むことができます。

ユーザアカウントがなくなったときに、そのアカウントと同じUID、GID、およびユーザ名を使
用して新しいアカウントを作成した場合には、その新しいアカウントに新しいGUIDが割り当て
られます。あるユーザの新しいGUID は以前のGUID と異なるため、以前のACL アクセス権や
グループメンバーシップは復元されません。

同様に、GUID属性が含まれていないファイルからユーザまたはグループを読み込んだ場合には、
読み込んだ各ユーザおよびグループには新しいGUID が割り当てられます。

ユーザとグループを再度読み込む必要があるときに、GUID およびGUID と特定のユーザおよび
グループとの関係を残しておきたい場合は、MacOSXServerv10.5上で新しい書き出しファイ
ルを作成し、以前のバージョンのサーバで作成した書き出しファイルの代わりにこのファイルを

使います。
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OpenDirectoryのマスターをアーカイブする
レコードをディレクトリデータのバックアップとして書き出したり読み込んだりする代わりに、
OpenDirectory のマスターのディレクトリおよび認証データをアーカイブして復元することが
できます。OpenDirectory のマスターのディレクトリのコピーをアーカイブすることで、後で
パスワードを変えずにディレクトリを復元できます。

OpenDirectoryのマスターをアーカイブする手順について詳しくは、「Open Directory の管理」
を参照してください。

ワークグループマネージャを使用してアカウントを読み込む
「ワークグループマネージャ」を使用して、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OpenDirectory ドメインに読み込むことができます。ファイルを読
み込むと、「ワークグループマネージャ」によってレコードフォーマットが確認されます。

「ワークグループマネージャ」を使ってアカウントを読み込む前に、それらのアカウントが含ま

れる文字区切りのファイルまたはXMLファイルを作成して、「ワークグループマネージャ」を使
用するコンピュータからアクセスできる場所に置いてください。

OpenDirectoryドメインは、最大200,000レコードのファイルに対応できます。

重要：「ワークグループマネージャ」では、UNIX改行コードを使用するファイルだけを読み込む
ことができます。読み込みファイルを編集するときは、UNIX 改行コードに対応しているテキス
トエディタを使用してください。 

dsimport ツールを使って、テキスト区切りのファイルからレコードを読み込むこともできます。

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。

以前のバージョンのMacOSXServerを使って読み込みファイルを作成する方法については、次
のトピックを参照してください：

Â


263ページの「バージョン10.1以前のMacOSXServerで作成されたXMLファイルを使用する」

Â


264ページの「AppleShareIP6.3 で作成したXMLファイルを使用する」

文字区切りのファイルを手動で作成する方法またはデータベースや表計算アプリケーションを

使って作成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。

ワークグループマネージャを使用してアカウントを読み込むには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerコンピュータのディレクトリサービスが、ディレクトリドメイン
にアクセスできるように構成されていることを確認します。

手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックし、アカウントを読み込みたいドメインを選択します。
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4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 「サーバ」＞「読み込む」と選択し、読み込みファイルを選択します。

6 読み込んだアカウントのユーザ名（ショートネーム）が既存のアカウントのユーザ名（ショート

ネーム）と一致したときの動作を、「重複の処理方法」オプションから選択します。

Â「既存のレコードを上書きする」を選択すると、ディレクトリドメイン内の既存のレコードが

上書きされます。

Â「新しいレコードを無視する」を選択すると、読み込みファイル内のアカウントが無視されます。

Â「未指定のフィールドに追加する」を選択すると、読み込みファイルのデータに対応する属性に

値が設定されていないときに、読み込みファイルのデータが既存のアカウントに結合されます。

Â「既存のレコードに追加する」を選択すると、既存のアカウントの属性が複数値属性の場合、

読み込みファイルのデータが既存のデータに追加されます。重複は作成されません。このオプ

ションは、メンバーを既存のグループに読み込むときなどに使用できます。

Â「重複を確認しない」を選択すると、重複が確認されなくなりますが、レコードが正しく構成

されないなどの予期しない結果が発生する可能性があります。このオプションを選択する前

に、重複がないことを確認してください。このオプションを有効にすると、読み込みにかかる

時間を短縮できます。

7 ユーザまたはグループのプリセットを有効にするには、「ユーザのプリセット」または「グルー

プのプリセット」を選択し、2つのポップアップメニューからプリセットを選択します。

アカウントの設定がプリセットと読み込みファイルの両方に指定されている場合は、読み込み

ファイルの値が使用されます。アカウントの設定がプリセットだけに指定され、読み込みファイ

ルに指定されていない場合は、プリセットの値が使用されます。

プリセットの作成方法について詳しくは、61ページの「ユーザアカウント用のプリセットを作
成する」および94ページの「グループアカウント用のプリセットを作成する」を参照してくだ
さい。

8 「最初のユーザID」フィールドに、読み込みファイル内でユーザIDを持たない新しいユーザアカ
ウントのためのユーザIDを入力します。

ユーザIDを持たないその他のアカウントに対して、新しいユーザIDが連番で割り当てられます。

9 「プライマリグループID」フィールドには、読み込みファイル内でプライマリグループIDを持た
ない新しいユーザアカウントのために割り当てるグループIDを入力します。

10 「ログの詳細度」ポップアップメニューからログの詳細レベルを選択します。

読み込むたびに、新しいログが「~/ライブラリ/Logs/ImportExport/」に作成されます。

11 「読み込む」をクリックします。
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ワークグループマネージャを使用してアカウントを書き出す
「ワークグループマネージャ」を使用して、OpenDirectoryドメインからユーザ、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文字区切りファイルに書き出し、その

ファイルを別のLDAPディレクトリドメインに読み込むことができます。 

dsexport ツールを使って、テキスト区切りのファイルにレコードを書き出すこともできます。

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。

ワークグループマネージャを使用してアカウントを書き出すには： 
1 「ワークグループマネージャ」で、「アカウント」をクリックします。

2 使用しているMacOSXServerのディレクトリサービスが、目的のディレクトリドメインにアク
セスできるように構成されていることを確認します。

手順については、「Open Directory の管理」を参照してください。

3 地球のアイコンをクリックしてから、アカウントを読み込みたいドメインを選択します。 

4 認証を行うには、カギをクリックし、ディレクトリドメイン管理者の名前とパスワードを入力し

ます。

5 書き出すアカウントを選択します。

書き出すアカウントを複数選択する場合は、コマンドキーまたはShiftキーを押しながらアカウ
ントを選択します。

6 「サーバ」＞「書き出す」と選択します。

7 書き出しファイルに割り当てる名前と作成先を指定します。

書き出しファイルの保管先をブラウズするときは、開閉用三角ボタンをクリックします。

8 「書き出す」をクリックします。

バージョン10.1以前のMacOSXServerで作成されたXMLファイ
ルを使用する
MacOSXServerv10.1以前の「サーバ管理」を使用して書き出しファイルを作成し、「ワークグ
ループマネージャ」または dsimport を使用して、そのファイルをOpenDirectoryドメインに
読み込むことができます。

XML ファイルに書き出されるユーザアカウント属性を、次に示します。必須属性がないファイ
ルを読み込むと、エラーが発生します：

Â ユーザがログインできるかどうかを示すもの

Â ユーザがサーバ管理者かどうかを示すもの

Â ユーザID（必須）

Â プライマリグループID（必須）
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Â シェル

Â コメント

Â ショートネーム（必須）

Â ロングネーム（必須）

Â パスワード形式（必須）とパスワードテキスト（必須）

Â


Appleメールデータ

Â


ARA（AppleRemoteAccess。このデータは無視されます）

XML ファイルには、次のグループアカウント属性が含まれている場合があります：

Â グループ名（必須）

Â グループID（必須）
Â 特定のメンバーのショートネーム（必須）

Â その他のメンバーのショートネーム

AppleShareIP6.3で作成したXMLファイルを使用する
AppleShareIP6.3サーバで「Web&FileAdmin」アプリケーションを使用して書き出しファイ
ルを作成し、「ワークグループマネージャ」または dsimport を使用してそのファイルをOpen
Directory ドメインに読み込むことができます。

XML ファイルに書き出されるユーザアカウント属性を、次に示します。必須属性がないファイ
ルを読み込むと、エラーが発生します：

Â 名前（必須、ロングネームにマップされたもの）

Â


InetAlias（ショートネームにマップされたもの）

Â コメント

Â ユーザがログインできるかどうかを示すもの

Â パスワード形式（必須）とパスワードテキスト（必須）

Â


Appleメールデータ

Â ユーザがサーバ管理者かどうかを示す属性、パスワード変更データ、およびパスワードを強制

的に変更することを示す属性（このデータは無視されます） 

dsimport ツールは、このXMLファイルを読み込むときにユーザIDを生成します。このとき、 

-sパラメータを使用して、ユーザID の開始値を決定し、以降に読み込まれるアカウントには1
ずつ増分されたユーザIDを割り当てます。 -rパラメータを使用すると、プライマリグループID
が生成されます。

「ワークグループマネージャ」を使用して読み込むときは、読み込みダイアログに指定したユー

ザIDおよびプライマリグループID が生成されます。

これらのXMLファイルには、次のグループアカウント属性が含まれている場合があります。

Â グループ名（必須）

Â 特定のメンバーのショートネーム（必須）

Â その他のメンバーのショートネーム
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dsimport ツールは、このXMLファイルを読み込むときにグループ IDを生成します。このとき、 
-rパラメータを使用して、グループIDの開始値を決定し、以降に読み込まれるグループには1
ずつ増分されたIDを割り当てます。

「ワークグループマネージャ」を使用して読み込むと、読み込みダイアログに指定したグループ
ID を使用して、グループIDが生成されます。
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用語集

この用語集では、MacOSXServerのオンラインヘルプまたはさまざまな参照マニュアルで使用
されている用語の定義と略語の意味を説明します。用語集に定義されている語句は太字で記載さ

れています。

ACEAccessControlEntry の略語。アクセス権を制御するACL 内のエントリー。「ACL」を参照
してください。

ACLAccessControlList の略語。システムによって管理されるファイルの1つ。そのシステム
のリソースに対するユーザとグループのアクセス権限を定義しています。 

ActiveDirectoryMicrosoftWindows2000Server、WindowsServer
2003、およびWindowsServer2003R2のディレクトリおよび認証サービス。

AFPAppleFilingProtocolの略語。Appleファイルサービスがファイルおよびネットワークサー
ビスを共有するために使用するクライアント／サーバ型のプロトコル。AFP は、TCP/IP とその
他のプロトコルを使って、ネットワーク上のコンピュータ間の通信をサポートします。

AppleFilingProtocol 「AFP」を参照してください。

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。

DHCPDynamicHostConfigurationProtocolの略語。クライアントコンピュータにIPアドレ
スを動的に割り当てるためのプロトコル。クライアントコンピュータが起動するたびに、DHCP
はDHCPサーバを検索し、見つかったDHCPサーバにIPアドレスを要求します。DHCPサーバ
は、使用可能な IP アドレスを調べ、これをリース期間に合わせてクライアントコンピュータに
送ります。リース期間とは、クライアントコンピュータがアドレスを使用できる期間のことです。

DNSDomainNameSystemの略語。IPアドレスをドメイン名にマップする分散型のデータベー
ス。DNSサーバは、ネームサーバとも呼ばれ、名前および名前に関連付けられたIPアドレスの
リストを保持します。

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。
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GloballyUniqueIdentifier 「GUID」を参照してください。

GUID GloballyUniqueIdentifierの略語。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を一意に識別する 16 進文字列。また、アクセス制御リスト（ACL）でユー
ザとグループのアクセス権を識別するため、および特定のユーザをグループおよび入れ子のグ

ループのメンバーシップと関連付けるためにも使用されます。GUID は128ビットの値です。そ
のため、重複するGUIDが生成される可能性はほとんどありません。 

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。

IPInternetProtocolの略語。IPv4とも呼ばれます。ローカルネットワークまたはインターネッ
トを経由してコンピュータ間でデータを送受信するために、TCP（Transmission Control
Protocol）と共に使用される方式。IPがデータパケットを配送し、TCPはデータパケットを追跡
します。

IPアドレス  インターネット上のコンピュータを識別するために使われる、数字で構成される一
意のアドレス。

IPサブネット  IPネットワークの一部。ネットワークアドレスはネットワークのほかの部分と共
有し、サブネット番号によって識別されます。物理的に独立したネットワークセグメントの場合

もあります。

ISPInternetserviceprovider の略語。インターネットへのアクセスを販売し、場合によって
はメールサービスや電子商取引用アプリケーションのWebホストとしての機能を提供するビジ
ネス。

Kerberos 安全性の高いネットワーク認証システム。Kerberos では、チケットが使用されます。
チケットは、特定のユーザ、サービス、および期間に発行されます。Kerberos によって認証さ
れたユーザは、Kerberos チケットを受け取るように構成されているサービスには、パスワード
を再度入力しなくてもアクセスできます（シングルサインオンと呼ばれます）。MacOSXServer
では、Kerberosv5 が使用されます。

LDAP LightweightDirectoryAccessProtocol の略語。ディレクトリドメインにアクセスする
ための標準規格のクライアント／サーバ型のプロトコル。

NetBIOSNetworkBasicInput/OutputSystem の略語。さまざまなコンピュータ上のアプリ

ケーションがローカル・エリア・ネットワーク内で通信するためのプログラム。

NetBootサーバ  NetBootソフトウェアがインストールされ、クライアントが起動時に使用する
ディスクイメージが置かれたMacOSXサーバ。



用語集 269





NetInfoディレクトリドメインにアクセスするために以前使用されていたアップル独自のプロ
トコル。

NFSNetworkFileSystem の略語。ユーザが遠隔地のファイルに、ローカルファイルであるか

のようにアクセスできるようにする、IP（InternetProtocol）を使ったクライアント／サーバ型
のプロトコル。NFS では、共有ボリュームを IP アドレスに基づいてコンピュータにエクスポー
トでき、Kerberosによるシングルサインオン（SSO）認証もサポートされます。

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。

PDC PrimaryDomainControllerの略語。Windows ネットワークで、ドメインのプライマリ認
証サーバとして指定されたドメインコントローラ。

POPPostOfficeProtocolの略語。受信メールを取得するためのプロトコル。ユーザがPOPメー
ルを受信すると、そのメールはユーザのコンピュータに保存され、通常はメールサーバから自動

的に削除されます。

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。

SIDSecurityIdentifierの略語。WindowsNT 互換ドメインで、ユーザ、グループ、またはコン
ピュータアカウントを識別する一意の値。

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。 

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。
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TCP TransmissionControlProtocol の略語。インターネットを経由してコンピュータ間でメッ
セージ単位の形式のデータを送信するときに、IP（InternetProtocol）と共に使用される方式。
IPがデータを実際に配送する処理を行うのに対して、 TCP は個々のデータの単位（パケット）を
追跡します。インターネットでは、メッセージを効率的にルーティングするために、メッセージ

がパケットに分割されます。

UIDユーザ ID。ファイルシステム内でユーザを一意に識別する番号。MacOSX コンピュータ
は、UIDを使用してユーザのフォルダおよびファイルの所有者を追跡します。

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。

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。

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。

XMLExtensibleMarkupLanguage の略語。HTML に似ていますが、より形式が整えられ、よ
り柔軟性があります。

アイドル状態のユーザ  サーバに接続しているユーザのうち、サーバボリュームを一定時間使用
していないユーザ。

アクセス権（privileges）  システムの制限された領域にアクセスする権限、またはシステム内で
特定のタスク（管理タスクなど）を実行する権限。

アクセス制御リスト  「ACL」を参照してください。

ウェブログ  「ブログ」を参照してください。

エクスポート  NFS（NetworkFileSystem）で、フォルダをネットワーク上のクライアントと共
有する方法の1つ。

オーナー  項目のオーナーは、その項目のアクセス権を変更できます。オーナーは、自分がメン
バーになっているグループのグループエントリーを変更することもできます。デフォルトでは、

オーナーには読み出し／書き込みアクセス権があります。

親  共有ディレクトリドメインから別のコンピュータに設定情報を提供するコンピュータ。

外部アカウント  ローカル・ホームフォルダが外部ボリュームに保存されているモバイルアカウ
ント。ユーザは、外部ボリュームをコンピュータに接続することで、外部アカウントにアクセス

できます。外部ボリュームの接続を解除すると、外部アカウントにアクセスできなくなります。
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仮想ユーザ  ユーザの代替メールアドレス（ショートネーム）。エイリアスと似ていますが、別の
ユーザアカウントを作成します。

環境設定のキャッシュ  コンピュータの環境設定、およびそのコンピュータに関連付けられたグ
ループの環境設定が保存される場所。環境設定のキャッシュは、ポータブルコンピュータでの

ローカルユーザアカウントの管理に役立ちます。

環境設定マニフェスト  アプリケーションの環境設定の構造とデフォルト値（さまざまな環境設
定キーの意味など）を記述したファイル。「ワークグループマネージャ」の環境設定エディタで

は、これらのファイルを使用することにより、管理者がアプリケーションの管理された環境設定

を簡単に編集できます。

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。

管理対象のクライアント  アクセス権や環境設定が管理者によって制御されているユーザ、グ
ループ、またはコンピュータ。

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。

共有ポイント  ネットワークを介してアクセスできるフォルダ、ハードディスク（またはハード
ディスクのパーティション）、または光ディスク。共有ポイントは、共有項目のグループの最上

位レベルのアクセスポイントになります。AFP、SMB、NFS（「エクスポート」）、またはFTP を
使用して共有できます。

グループ  類似する必要条件を持つユーザの集まり。グループを使用すると、共有リソースの管
理を簡素化できます。

グループフォルダ  グループメンバーに特に関係のある書類やアプリケーションをまとめ、メン
バー間で情報を渡すためのフォルダ。

ゲストコンピュータ  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」を参照してください。

検索方式  MacOSX コンピュータで構成情報が必要なときに検索するディレクトリドメインの
リスト、およびドメインの検索順序。検索パスとも呼ばれます。

子  設定情報を親の共有ディレクトリドメインから取得するコンピュータ。
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コンピュータアカウント  コンピュータアカウントには、MacOSXServer が各コンピュータを
識別および管理するためのデータが保管されます。コンピュータグループに追加するコンピュー

タごとにコンピュータアカウントを作成します。「コンピュータグループ」も参照してください。

コンピュータグループ  コンピュータおよびコンピュータグループのセット。これらのすべてに、
グループに定義されている管理された環境設定が適用されます。MacOSXServer バージョン
10.5の新機能。「コンピュータリスト」も参照してください。

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」も参照してください。

自動マウント  共有ポイントをクライアントコンピュータに自動的に表示させること。「マウン
ト」も参照してください。

ショートネーム  ユーザの簡略名。「ユーザ名」と画面では表示されることがあります。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。

シンプルFinder 初心者に分かりやすいインターフェイスを提供するために、パネルや大きいア
イコンを使用するユーザ環境。ユーザがアクセスできるマウントされたボリュームまたはメディ

アは、標準のデスクトップではなく、パネルに表示されます。

スコープ  サービスのグループ。スコープは、コンピュータの論理グループ（たとえば、制作部
門で使用されるすべてのコンピュータ）またはコンピュータの物理グループ（たとえば、1階に
あるすべてのコンピュータ）として定義できます。また、ネットワークの一部またはすべてとし

て定義できます。

セキュリティ識別子  「SID」を参照してください。

全員  ファイルサーバにログインできるすべてのユーザ。登録ユーザまたはゲスト、anonymous
FTPユーザ、Web サイト利用者が含まれます。

定義済みのアカウント  MacOSXのインストール時に自動的に作成されるユーザアカウント。グ
ループアカウントの一部もあらかじめ定義されています。

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。

ディレクトリサービス  ディレクトリドメインや、ユーザやリソースに関するその他の情報ソー
スへのアクセスを、システムソフトウェアおよびアプリケーションに統合的に提供するサービス。

ディレクトリドメイン  ユーザおよびネットワークリソースのアクセス権情報を保存する特殊な
データベース。この情報は、システムソフトウェアやアプリケーションで使用されます。この

データベースは、多数の要求を処理し、情報をすばやく検索および取得できるように最適化され

ています。ディレクトリノードまたは単にディレクトリとも呼ばれます。

ディレクトリドメイン階層  ローカル・ディレクトリドメインと共有ディレクトリドメインの編
成方法の1つ。階層は逆ツリー構造になっていて、ルートドメインが最上位にあり、ローカルド
メインが最下位にあります。

ディレクトリノード  「ディレクトリドメイン」を参照してください。

ドロップボックス  共有フォルダの1 つで、ほかのユーザにフォルダへの書き込みアクセス権は
許可しますが、フォルダの内容の読み出しアクセス権は許可していません。すべてのアクセス権

を持つオーナーだけが読み出すことができます。ドロップボックスを作成するときには、AFP を
使用してください。AFPを使ってフォルダが共有されているときには、そのフォルダに書き込ま
れた項目の所有権は、フォルダのオーナーに自動的に転送されます。つまり、ドロップボックス

のオーナーには、フォルダに追加される項目へのすべてのアクセス権と制御権限が与えられます。

ネームサーバ  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」も参照してください。

パスワード  ユーザの識別情報を認証したり、ファイルまたはサービスへのアクセスを承認する
ために使用される英数文字列。

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。
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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。

プライマリグループ  ユーザのデフォルトグループ。ユーザが自分が所有していないファイルに
アクセスするとき、ファイルシステムはプライマリグループのID を使用します。

プライマリグループIDプライマリグループを識別する一意の番号。

プライマリ・ドメイン・コントローラ  「PDC」を参照してください。

プリセット  「ワークグループマネージャ」で作成するアカウント用に指定するデフォルト属性。
プリセットは、アカウントの作成時のみに使用できます。

プリントキュー  プリンタが利用可能になるまで、プリントジョブが順番に待機する領域。
MacOSXServerのプリントサービスでは、管理を容易にするためにサーバ上のプリントキュー
が使用されます。

フルネーム  「ロングネーム」を参照してください。

プロキシサーバ  Web ブラウザなどのクライアントアプリケーションと実際のサーバのと間に
配置されるサーバ。プロキシサーバは、実際のサーバへの要求を仲介し、プロキシサーバで要求

に対応できるかどうかを確認します。プロキシサーバで対応できない場合は、実際のサーバに転

送します。

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。

ポータブル・ホームディレクトリ  ポータブル・ホームディレクトリによって、ユーザはローカ
ル・ホームフォルダとネットワーク・ホームフォルダの両方の内容が利用できます。これら2 つ
のホームフォルダの内容およびユーザのディレクトリ情報と認証情報は自動的に同期されます。

ホームディレクトリ  「ホームフォルダ」を参照してください。

ホームフォルダ  ユーザが個人的に使用するためのフォルダ。MacOSXでは、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もホームフォルダを使用します。

ホームディレクトリとも呼ばれます。

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。
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マルチキャストDNSIPネットワーク上のコンピュータ、装置、およびサービスを自動的に検出
するための、アップルが開発したプロトコル。アップルではBonjour（以前のRendezvous）と
呼んでいる、この提案されたインターネット標準プロトコルは、ZeroConf またはマルチキャス
トDNS を指す場合もあります。詳しくは、www.apple.com/jpまたはwww.zeroconf.orgを参
照してください。MacOSXServer でこのプロトコルを使用する方法については、「ローカルホ
スト名」を参照してください。

モバイルアカウント  ローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホームフォルダの両方を持つ
アカウント。モバイルアカウントでは、認証情報および管理された環境設定がキャッシュされま

す。MacOSXv10.4 以降のモバイルアカウントにはポータブル・ホームディレクトリがあり、
ローカル・ホームフォルダとネットワーク・ホームフォルダを同期したものになっています。

ユーザプロファイル  個人用のデスクトップ設定と環境設定を集めたもの。Windows によって
ユーザ用に保存され、ユーザがログインするたびに適用されます。

ユーザ名  ユーザのロングネームまたはショートネーム。「ユーザの名前」とも呼ばれ、画面で
「名前」と表示されるユーザ名は、たいていユーザのロングネームです。ユーザのロングネーム

には、リアルネーム（実名）を使用することがあります。画面で「ユーザ名」と表示されるの

は、たいていショートネームのことです。

ローカル・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。

ローカルホスト名  ローカルサブネットでコンピュータを指定するための名前。グローバルDNS
システムなしで使用して名前とIPアドレスを解決できます。小文字、数値、またはハイフン（最
後の文字としては使用できません）で構成され、最後は「.local」になります（たとえば、bills-
computer.local）。このデフォルト名はデフォルトでコンピュータ名から取られますが、ユーザは
「システム環境設定」の「共有」パネルでこの名前を指定できます。この名前は簡単に変更するこ
とができ、DNS名または完全修飾ドメイン名を使用しているところであればどこででも使用でき
ます。この名前は、この名前を使用するコンピュータと同じサブネットでのみ解決できます。

ロングネーム  長い形式のユーザ名またはグループ名。「ユーザ名」も参照してください。
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論理ディスク  ファイルを保管するときにユーザには 1つのディスクとして見える記憶装置。実
際には、複数の物理ディスクドライブで構成されていることもあります。たとえば、Xsan ボ
リュームは論理ディスクで、1つのディスクとして処理されますが、複数のストレージプールで
構成されています。つまり、複数のLUN で構成され、それぞれが複数のディスクドライブで構
成されています。「物理ディスク」も参照してください。

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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