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第4章　セットアップ

この章では、本サーバを運用するまでの流れと、設定操作について説

明します。
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4.1　セットアップの概要

PRIMERGY FileServerは、業界標準のハードウェアとソフトウェアを同梱しており、

導入までの手順と時間を短縮することができます。

また、本サーバはあらかじめすべてのOS/ソフトウェアの運用に必要なパラメータをプレインスト

ール設定し、出荷しております。このため、このままでもお客様の環境ですぐに稼働させること

が可能です。以下に運用までの大まかな流れを記述します。

はい

「4.3オンラインサーバ設定

について」

「4.2　オフラインサーバ設定に

ついて」

サーバ設定情報フロッピィをサー

バに挿入し、電源を投入します。

最初に、英語環境でサーバが起動します。日本語環境にするためには、再起動する必要が

あります。＊このとき管理Web画面を起動しないでください。日本語環境が表示されませ

ん

必要に応じて、サーバ管理画面（WebUI）からサーバ設定を変更します。

例:
-ディスク容量・クォータ設定

-ネットワーク設定

-共有設定

…など

サーバステータスを確認し、必要があれば問題を解消します。

例:以下の問題を解消するには

日付と時刻

→「5.5.6 日付と時刻の設定を行う」

通知電子メール

→「5.5.7 通知電子メールの設定を行う」

ネットワーク設定など、各種サー

バ設定を事前に行いたい
いいえ
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4.1.1 オフラインサーバ設定とオンラインサーバ設定

お客様の運用環境により、またストラテジ展開の中で、事前にプレインストール設定からカスタ

ムパラメータ値への変更が必要となる場合が考えられます。このため、リカバリCD2枚目のTools
フォルダには、事前にパラメータ設定できる導入支援ツール「DesignMagic for FileServer」が用意

されております（オフラインサーバ設定用）。

また、Webブラウザを通じて、プレインストールされたパラメータをカスタマイズできる

「WebUI」も用意されております（オンラインサーバ設定用）。

このようにPRIMERGY FileServerでは、オフラインサーバ設定/オンラインサーバ設定の2つの導入

方法が可能です。

■オフラインサーバ設定

導入支援ツールを使ったサーバ導入

  

あらかじめサーバ

設定が記述された

情報ファイルを作

成します。

サーバ設定を自動でファイルか

ら読み込み、設定します。
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■オンラインサーバ設定

Webブラウザによるオンラインサーバ導入

以降では、これら2つの導入方法の違いと利点に関して、詳細に説明します。

Webブラウザ経由でサーバ管理

画面を表示し、設定を行いま

す。

LAN



4.2　オフラインサーバ設定について｜　43

4.2　オフラインサーバ設定について

DesignMagic for FileServerは、PRIMERGY FileServerの初期導入を支援する、簡易セットアップツ

ールです。DesignMagic for FileServerは、既にコンフィグレーション済みのパラメータのカスタマ

イズ設定を実現します。

別マシンでサーバパラメータのカス

タマイズを行います（FDに保存）。

ご購入の
PRIMERGY FileServer

DesignMagic for FileServer
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DesignMagic for FileServerの特長

● DesignMagic for FileServerでインストールした後の変更は…
インストール後のサーバ運用に関する変更は、オンラインサーバ管理で行います。

詳細は「第5章　PRIMERGY FileServerの運用・管理について」をご覧ください。

事前設定により、運用後のサーバ設定の煩雑さを改善し、お客様環境での運用に必要な設定

を確実に、短期間で行うことができます。

● 複雑な設定

ユーザー定義、アクセス権、

ネットワークの設定

● ハード/Windowsのスキル保有

者しか設定できない。

● 確実に環境に見合った設定を

行えない。

● 構成が同じ複数サーバを導入

する際に毎回同じ入力をしな

くてはならない。

コンピュータ名

IPアドレス

ユーザー作成

DesignMagic for
 FileServerでは

OK

電算部門によ

るサーバ環境

の事前設定

現場レベルでの

確実な導入



4.2.1 DesignMagic for FileServerでのセットアップ手順

デザインシートを作成する。

「付録 H　デザインシート」

別のマシンで、以下のうちのいず

PRIMERGY FileServerのユーザー設定、グル

ー プ 設 定 ・ 共 有 設 定 を 行 う 場 合 は 、

Microsoft® Excel2000がインストールされて

いることを確認してください。

れかが動作する環境を用意しま

す。

・Microsoft® Windows® 2000
　Professional　SP1以上

・ Windows NT® Workstation 4.0 SP4
以上

・ Microsoft® Windows® Millennium
EditionWindows® ME

・ Microsoft® Windows® 98 Second
Edition
DesignMagic for FileServer を 起 動

し、画面の内容に従って設定し、サ

ーバ情報ファイルを作成してフロッ

ピィディスクに保存してください。

PRIMERGY FileServerのユーザー/グ
ループ/共有設定を行いますか？

いいえ

サーバ情報ファイル

はい

Excel2000を使い、ユーザー/グループ/
共有設定を行います。

PRIMERGY FileServerにサーバ情報ファイルのフロッピィディスクを挿入し、本体

環境情報ファイル
電源を投入します。

設置および接続は「第2章　設置と接続」を参照してください。
4.2　オフラインサーバ設定について｜　45
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4.2.2 DesignMagic for FileServerでのサーバ設計の流れ

              しない する

ファイル指定

識別情報入力画面

起動画面

IPアドレス・DNS設定

管理者情報設定

サーバ管理情報設定

完了画面表示

環境情報設定
詳細は、「4.2.3 DesignMagic for FileServerでの環境情報設定
の流れ」をご覧ください。

設定完了報告書作成

終了

情報ファイル排出

ファイルインポートの確認

環境情報設定をする（する/しない）

詳しい操作手順は、「4.2.4 サーバ情報を設定する」をご覧ください。
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4.2.3 DesignMagic for FileServerでの環境情報設定の流れ

終了
開く

新規

する

しない

　　FJREDT.xls起動

　　起動画面

タスク選択画
面

　ファイル指定

ユーザー登録 グループ登録 　　共有設定 EXCEL
データ

　報告書作成

　入力検査

環境情報設定
ファイル出力

　　　終了

報告書作成
する/しない

詳しい操作手順は、「4.2.5 PRIMERGY FileServerの環境情報設定を行う」をご覧ください。
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4.2.4 サーバ情報を設定する

DesignMagic for FileServerは、以下のうちのいずれかのオペレーティングシステムがインストール

されているマシンで操作を行います。

● Microsoft® Windows® 2000 Professional　SP1以上

● Windows NT® Workstation 4.0 SP4以上

● Windows® ME
● Windows® 98 SE

■準備

他のアプリケーションなどが起動している場合は、終了してください。

■操作手順

1. FJSWAPP.exeを起動する

1) リカバリCDの2枚目をセットし、WindowsのExplorerで、「Tools」フォルダの

「FJSWAPP.exe」をダブルクリックします。
DesignMagic for FileServer の起動画面が表示されます。

*NAS Network Attached Storageは、システム形態を意味し、PRIMERGY FileServerの製品で

のみ利用可能です。

2)必要な情報をセットし、［次へ］をクリックします。
― 既に情報ファイルを設定しており、その修正などを行う場合は、［情報ファイルを

インポート］をクリックし、情報ファイルを指定してください。

※ 情報ファイルはフロッピィディスクドライブからしか読みとれません。

情報ファイルの入ったフロッピィディスクを挿入して［情報ファイルをインポート］

をクリックください。
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2. 識別情報を入力する

1) サーバアプライアンス識別情報で、サーバアプライアンス名およびDNSサフ

ィックス名とサーバのメンバ設定を行います。
サーバをドメインに参加させるためにはあらかじめ、ドメインコントローラにコンピュー

タアカウントの登録を行う必要があります。

また、サーバを登録する権限のあるユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

必要な手続きおよび詳細な情報については、貴部門ネットワーク管理者までお尋ねくださ

い。

DNSサフィックスは、設定後管理Web画面で確認できない場合がありますが、コンピュー

タ上には正しく反映されています。

2)必要な設定を行い、［次へ］をクリックします。
※各項目の詳細については、［ヘルプ］をクリックしてください。
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3. ネットワーク設定を行う
PRIMERGY FileServerでは「10.0.0.2」の固定IPアドレスをプレインストール設定しており

ます。

お客様の環境に適合するよう、設定を変更してください。

1) TCP/IPの設定を行います。
※各項目の詳細については、［ヘルプ］をクリックしてください。

― オンボード以外のLANカードを使用する場合は、カードごとのIPアドレスを指定す

ることはできません。プレインストールで自動的にIPアドレスを取得する設定にな

っています。

これらの設定を変更したい場合は、オンラインコンフィグレーションを行う必要が

あります。

詳細は、「4.3　オンラインサーバ設定について」および「第６章　ネットワーク環

境設定」をご覧ください。

2)設定が終了したら、［次へ］をクリックします。
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4. 管理者情報を入力する

1)サーバにログインするためのサーバ管理者名とパスワードの設定を行います。
また、サーバのタイムゾーンの設定を行うこともできます。

※各項目の詳細については、［ヘルプ］をクリックしてください。

2)必要な情報を設定したら、［次へ］をクリックします。

※ タイムゾーンの設定は、一番最初に管理Web画面に接続する場合に、警告が表示され

ます。かならずタイムゾーンが反映されていることを確認して下さい。

詳細な手順は、「5.5.6　日付と時刻の設定を行う」を確認して下さい。



52　｜第 4 章　セットアップ

5. サーバ管理情報を入力する

1)必要な情報を設定したら、［次へ］をクリックします。

※ アラート情報設定を事前に行った場合でも、初回管理Web接続時に警告表示はされま

す。かならずテストメールが送信されることを確認して下さい。

詳細な手順に関しては、「5.5.7　通知電子メールの設定を行う」を参照して下さい。

6. 設定情報を保存する
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1) ［完了］をクリックします。保存用フロッピィが挿入されていない場合は、

挿入要求画面が表示されます。保存用フロッピィをセットし、［OK］をクリ

ックします。
※ サーバ設定ファイルは、フロッピィにのみ保存できます。

情報ファイルの保存先を指定するダイアログ画面が表示されます。

2)情報ファイルの保存先を指定し、［OK］をクリックします。
設定が保存され、環境設定確認画面が表示されます。

7. 環境設定の起動について設定する

1)環境設定ツールを起動するかどうか、指定します。
環境設定を行う場合は［はい］を、設定を行わない場合は［いいえ］をクリックします。

環境設定の詳細については、次節「4.2.5 PRIMERGY FileServerの環境設定を行う」で説明

します。

8. 作業完了報告書の出力先を指定する
作業完了報告書ファイルは、これまで設定したPRIMERGY FileServer設定の完了報告とし

て出力します。
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1)作業完了報告書ファイルの保存先を指定します。

これで事前設定はすべて終了です。

2)［閉じる］をクリックし、ツールを終了します。

「4.1　セットアップの概要」を良くお読みの上、引き続きPRIMERGY FileServerを設定し

ます。
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4.2.5 PRIMERGY FileServerの環境情報設定を行う

PRIMERGY FileServerの環境情報設定は、ローカルユーザー・ローカルグループおよび共有ファイ

ルの設定に関して行うことができます。

本機能を使うには、Microsoft® Excel2000がインストールされている必要があります。

■操作手順

1. 環境設定ファイルを起動する

1) リカバリCDの2枚目をセットし、「Tools」フォルダの「FJRedt.xls」をダブル

クリックします。（サーバ設定ツールからは自動的に起動されます。）

2)［マクロ機能を有効にする］をクリックします。
※マクロ機能のウイルスチェックは、弊社にて検証済です。

Excelシートが表示されます。
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2. マクロを実行し、メイン画面を表示する
ローカルユーザー情報・ローカルグループ情報・共有ファイル情報などの環境情報を設定

するためには、Excelマクロを実行する必要があります。

マクロを実行するには、以下のように行います。

1)［ツール］メニューから［マクロ］を選択し、［マクロ］をクリックします。

次の画面が表示されます。
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2) Envtoolstartマクロを選択し、［実行］をクリックします。
マクロが正常に実行されると、環境設定ツールのメイン画面が表示されます。

※マクロが正常に動作しない場合は、次ページの「■マクロが動作しない場合」をご覧く

ださい。

ボタン 内容

新規/編集 現在あるExcelシートの情報を編集したり、新規に作

成することが出来ます。

開く 保存されている環境情報ファイルの読み込みを行い

ます。

保存 環境情報ファイルを保存します。

報告書の出力チェック 環境情報報告書を排出するかしないかを表します。

DesignMagic for FileServerと同期して処理された場

合、最終的に完了報告書にまとめられます。

終了 Excelマクロを終了します。
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■マクロが動作しない場合
マクロが正常に動作しない場合は、以下の手順でライブラリコンポーネントの有無を確認し、不

足している場合は、ライブラリをシステムにコピーしてください。

1.ライブラリの有無を確認する。

1)［Alt］+［F11］キーを押し、VBA環境画面を起動します。

2)［ツール］メニューから［参照設定］を選択します。
参照設定 –VBA Project – ウィンドウが表示されます。

3)以下のライブラリが存在し、チェックされているか確認します。
‐ Microsoft XML, version 2.0
‐ Microsoft Common DialogControl 6.0（SP3）
上記のライブラリが参照できないと、マクロが正常に動作しません。

2.ライブラリの参照設定を確認する。
表示された、ライブラリが”参照不可”と表示されていた場合、または、ライブラリが

見あたらなかった場合、ライブラリを入手してください。
　　　　　　　　-Microsoft XML, version2.0
                 Microsoft Office2000 CDのsystemフォルダ

                -Microsoft Common DialogControl6.0(SP3)
                 リカバリCD二枚目「Tools」フォルダ

3.ライブラリファイルをダウンロードしコピーする

ダウンロードしたライブラリファイルのコピー先は以下のとおりです。

Windows 2000・Windows Meの場合：
以下のファイルを、%Systemroot%¥system32のフォルダ配下にコピーします。

COMDLG32.ocx
　　

Windows NT4.0/98の場合：
‐ COMDLG32.OCXを%Systemroot%¥system32のフォルダ配下にコピーします。

‐ msxml.dllを%Systemroot%¥system32のフォルダ配下にコピーします。

4.FJRedt.xlsを再開する。

1) リカバリCD2枚目の「Tools」フォルダから「FJRedt.xls」を起動します。エ

ラーが起こった時点で■（停止）ボタンをクリックし、デバッグを中止しま

す。

2)［Alt］+［F11］キーを押し、VBA環境画面を起動します。

3)以下のように参照します。

Microsoft XML, version 2.0の場合
［参照］をクリックし、System32配下のmsxml.dllを指定します。

Microsoft Common DialogControl 6.0（SP3）の場合
［参照］をクリックし、System32配下のCOMDLG32.OCXを指定します。

4）現在のシートを破棄し、FJRedt.xlsを再起動します。
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3. タスク選択画面を表示する

1)［新規/編集］または［開く］を選択し、環境設定を保存するExcelシートを開

きます。
タスク選択画面が表示されます。

タスク選択画面では、ユーザー設定・グループ設定・共有設定を選択することができま

す。4. ユーザー設定を行う

1)タスク選択画面で［ユーザー設定］を選択します。
ユーザー設定画面が表示されます。

2)以下の項目を入力します。
― ユーザー名

― フルネーム

― 説明

※ 既にユーザーデータが挿入されている場合は、［上へ］［下へ］ボタンがアクティブ

になります。[上へ][下へ]ボタンをクリックすると、Excelシート上で行を移動し、既

に登録されているユーザー情報を編集できます。

3)　設定が終了したら、［適用］をクリックします。

ボタン 内容

OK 入力された設定をシートに反映し、タスク選択画面

に戻ります。

キャンセル 入力された設定を破棄し、タスク選択画面に戻りま

す。

適用 入力された設定をシートに反映し、次のデータ入力

を待ちます。

行削除 誤って設定したユーザーデータの削除を行います。
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5. グループ設定を行う

1)タスク選択画面で［グループ設定］を選択します。
グループ設定画面が表示されます。

すでに、ユーザーを入力している場合は、検索ウィンドウに入力済みのユーザー一覧が表

示されます。

ボタン 内容

追加 入力された、または一覧から選択されたユーザーを

アクセスユーザー一覧ボックスに追加することが出

来ます。

削除 アクセスユーザー一覧ボックスに挿入されたユーザ

ーを削除することが出来ます。

検索 設定され済みのユーザーから、一定のキーワードの

ユーザーを検索する事が出来ます。

2)必要な項目を入力します。
グループ設定では、グループ名とグループの説明を記述することができます。

また、グループに属するユーザーを設定することができます。

※既にグループデータが挿入されている場合は、［上へ］［下へ］ボタンがアクティブに

なります。[上へ][下へ]ボタンをクリックすると、Excelシート上で行を移動し、既に登

録されているグループ情報を編集できます。

3)設定が終了したら、［OK］をクリックします。
タスク選択画面に戻ります。
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6. 共有設定を行う

1)タスク選択画面で［共有設定］を選択します。
共有設定画面が表示されます。

2)共有名を入力します。
※すでに共有データが入力されている場合は、［上へ］［下へ］ボタンがアクティブにな

ります。[上へ][下へ]ボタンをクリックすると、Excelシート上で行を移動し、既に登録

されている共有情報を編集できます。

3) ［CIFS］［NFS］［HTTP］［FTP］から、設定するプロトコルを選択し、各プ

ロトコルを設定します。
共有設定では、同一の共有名を使用して、共有プロトコル別の設定を行う事ができます。

以下では、それぞれのプロトコル別の設定を詳細に説明します。

フォルダが存在しない場合に新規に作成する時は、フォルダ作成をチェックします。

フォルダ圧縮は指定したパーティション（ドライブ）がNTFSフォーマットされている

場合のみ有効です。

本ツールでは以下の制限事項があります。

共有設定にて、任意の共有名とパスを入力後、任意のプロトコルのチェックをONしてプ

ロトコルボタンをクリックする。

プロトコルダイアログで、設定は行わずにキャンセルした場合に、共有設定の情報が反映

されてしまいます。

既に定義済みの情報を読み込んだ場合、［下へ］のボタンをクリックして情報を移動した

時に「内容設定:適用ボタンを押し設定を終了させて下さい」とメッセージが表示されま

す。
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CIFS設定
CIFSはWindowsファミリーで使用されるファイル共有プロトコルで、Windows98同士

のファイル共有や、Windows 2000/NTサーバとWindows98クライアント間でのファイ

ル共有に使われるプロトコルです。

設定パラメータ 内容

コメント 共有フォルダの説明を記述することが出来ます。

ユーザー制限 ユーザー数を制限することができます。

キャッシュ設定 共有ドキュメントの管理上のキャッシュ設定を行え

ます。

アクセス権許可/拒否 ユーザーのアクセス権をコントロールできます。

ユーザー 共有アクセスを与えるユーザーを登録できます。

※［OK］をクリックすると、設定がExcelシートに反映されます。

CIFSのユーザーアクセス権は、登録した、全てのユーザーにプルダウンで

表示されるアクセス権が設定されます。複数のタイプのアクセス権を付与

する場合は別途作業が必要となります。
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NFS設定
NFSはUNIX/Linuxで一般的なファイル共有プロトコルです。

設定パラメータ 内容

ユーザー 許可を与えるUNIX/Linuxクライアント名もしくはIP
アドレスを指定します。

アクセスタイプ アクセス権限をコントロールできます。

● アクセス不可

指定されたクライアントはアクセスできませ

ん。

● 読み取りのみ

ファイルを閲覧できますが、ファイルをアップ

ロードしたり、変更することはできません。

● 読み取りと書き込み

ファイルの閲覧および、新規作成、変更を行う

ことができます。

● Root
ルート権限を設定することが出来ます。

EUC-JPを有効にする EUC-JPエンコードを有効にするか、しないかを選択

することができます。

※［OK］をクリックすると、設定がExcelシートに反映されます。

アクセス権は、デフォルトアクセス不可で設定されています。

マシンもしくはIPアドレスを指定し、アクセスタイプを設定してから［追

加］をクリックすることでアクセス権が設定されます。

アクセス権を変更する場合は、一度［削除］をクリックし、再度新規登録

を行う必要があります。
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HTTP設定
HTTP共有はWebブラウザを通じて、書類を閲覧・実行することができます。

設定パラメータ 内容

アクセスタイプ アクセス権限をコントロールできます。

● 読み取り

書類を閲覧できますが、変更はできません。

● 書き込み

書類の閲覧・変更が可能です。

※［OK］をクリックすると、設定がExcelシートに反映されます。

FTP設定
FTP（File Transfer Protocol）を通じてファイルをダウンロードおよびアップロードす

ることができます。FTP設定では、この設定を行います。

設定パラメータ 内容

アクセスタイプ アクセス権限をコントロールできます。

● 読み取り

書類を閲覧できますが、変更はできません。

● 書き込み

書類の閲覧・変更が可能です。

アクセスのログ FTPのアクセスをログ記録として残すか、残さない

かの設定です。

※［OK］をクリックすると、設定がExcelシートに反映されます。

3)設定が終了したら、共有設定画面で［OK］をクリックします。
タスク選択画面に戻ります。
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7. 設定を保存する

1)タスク選択画面で［戻る］をクリックします。
メイン画面に戻ります。

2)報告書を出力する場合は、「報告書の出力」にチェックを付けます。

3)［保存］または［終了］をクリックし、ファイルの保存先を指定します。
環境情報ファイルが保存されます。

8. 環境情報ファイルを適応する
環境設定ファイルは、PRIMERGY FileServer設定Web画面より適応します。

Web管理画面への接続に関しては、「5.2　接続方法」を参照して下さい。

1.プライマリナビゲーションバーから、［メンテナンス］をクリックします。

2.セカンダリナビゲーションバーから、［バックアップ／リストア］をクリック

します。

3.メニュー選択画面から、［リストア］を選択します。

4.あらかじめバックアップされているXMLファイルを、［参照］をクリックし

て指定します。
― テキストボックスにファイルパスを直接入力して指定する事もできます。

5.［確認］ボタンをクリックします。
ファイルがアップロードされ、上記で既定されたパラメータが適応されます。

6.［OK］ボタンをクリックします。
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4.3　オンラインサーバ設定について

オンラインでサーバ設定をカスタマイズするには、管理画面を使用します。このブラウザから操

作を行うための画面を、「WebUI」と呼びます。

PRIMERGY FileServerの運用・管理に必要な機能をWebブラウザを通じて提供するフレームワーク

です。WebUIを使うことで、あらかじめプレインストールされたパラメータコンフィグレーショ

ンをカスタマイズすることができます。

「4.1　セットアップの概要」を良くお読みの上設定を行って下さい。

WebUIの特長

  

運用後のサーバ設定をWebブラウザを通じて行うことで、専門性を減少させ、運用環境に

必要な詳細設定を確実に行うことができます。

ネットワーク

ディスクの追加

管理者の変更

ユーザーの登録

バックアップ
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4.3.1 WebUIでのサーバ運用に必要なセットアップ手順

詳細に関しては、「第5章　PRIMERGY FileServerの運用・管理について」をご覧ください。

Webブラウザを使用して

http://10.0.0.2:8099 または

http://<サーバ名>:8099 に接続する。

PRIMERGY FileServerの接続を行い、電源投入

後約10分ほど待ちモニタをつけておいてログ

オン画面が出たことを確認する。

Netscape Navigatorでは一部設定できな

い機能があります。

設定にはInternet Explorerをお使いにな

ることをおすすめします。

詳細については「第5章　PRIMERGY
FileServerの運用・管理について」をご

覧ください。

表示された開始画面の開始メニューで以下の

手順でサーバ設定を行う。

メニュー構成などについては、

「5.1　WebUI」をご覧ください。

サーバステータスを確認し、必要があれば問

題を解消する。

例:以下の問題を解消するには

日付と時刻

→「5.5.6 日付と時刻の設定を行う」

通知電子メール

→「5.5.7 通知電子メールの設定を行う」

メニュー構成などについては、

「5.5.1 サーバ状態を確認し、状態を

回復する」をご覧ください。

管理者アカウントを設定する。

安全なアクセスを保証するため管理

者パスワードの設定を行ってくださ

い。

サーバアプライアンス名を設定する。

ネットワーク環境設定を行う。

管理しやすい名前に設定します。

→「5.5.2 PRIMERGY FileServer名を設

定する」

ネットワーク環境に合わせ変更しま

す。

→「第6章　ネットワーク環境設定」

必要に応じて、各種設定を行う。（ユーザー

追加・グループ設定・共有設定等）

http://10.0.0.2:8099/
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第5章　PRIMERGY FileServerの運用・管理

について

この章では、本サーバの運用・管理の方法について説明します。

CONTENTS

5.1　WebUI..............................................................................................70

5.2　接続方法...........................................................................................70

5.3　WebUI画面構成 ..............................................................................72

5.4　MMCによるサーバ管理 ..................................................................76

5.5　運用までの詳細手順 ........................................................................77



70　｜第 5 章　PRIMERGY FileServer の運用・管理について

5.1　WebUI
第4章に既に述べましたが、PRIMERGY FileServerは、Webブラウザを通じて、サーバの運用・管

理を行うことができます。

このWebブラウザから操作を行うための画面を、「WebUI」と呼びます。

以下では、WebUIの構成と用語について説明します。

5.2　接続方法

WebUIに接続する方法について説明します。

1.Webブラウザを起動します。
サポートするWebブラウザは以下の通りです。

― Microsoft® Internet Explorer 5.0以上

― Netscape 6.01以上

Netscape社のブラウザでは、WebUIの提供するターミナルサービスを使っ

た以下の機能を動作させることができません。

機能 内容

ネットワーク-
ネットワークアダプタ

「ネットワークとダイアルアップ接続」を表示し、

NICの有効/無効設定を行います。

ディスク-
　ディスクとボリューム

Disk Managementを起動し、ディスク管理・設定を行

います。

ディスク-
Adaptec Storage Manager

本サーバで採用しているRAID管理ツールを起動

し、RAID設定に関する一連の操作を行います。

メインテナンス-
　ターミナルサービス

ターミナルサービスを起動し、サーバの詳細設定を

行うことが出来ます。

すべての管理機能をご利用になる場合は、Microsoft® Internet Explorer5.0以上をご利用する

ことをおすすめします。

2.ナビゲーションバーで以下のURLを指定します。
URLには、下記のようにFQDN（Full Query Domain Name: ドメイン名を含めたサーバ名）

かつポート8099を指定します。

http://＜PRIMERGY FileServer名＞.＜サフィックス＞：8099

または、

http://＜PRIMERGY FileServerのIPアドレス＞：8099
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なお、IPアドレスをURLに利用する場合、プロキシサーバの設定によっては、うまく表示

できない場合があります。

その場合は以下の方法で回避してください。（Internet Explorerの設定）

1)「ツール」メニューの「インターネットオプション」をクリックします。
インターネットオプションダイアログが表示されます。

2)「接続」タブをクリックし、「LANの設定」をクリックします。

3) システム管理者から提供された設定ファイルを使用している場合、「自動設

定のスクリプトを使用する」のチェックをはずします。

4)「プロキシサーバを使用する」にチェックを付けて、プロキシサーバとポー

トを指定し、「ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない」にチェ

ックを付けます。

5)「詳細」をクリックし、「例外」に、指定するIPアドレスを追加します。
「OK」をクリックし、設定が反映されれば接続可能となりますので、再読み込みを

行ってください。

DHCPを取得しない出荷時構成においては、「Windows Explorer」及び

「Internet Explorer」において、IPアドレス指定でも発見できない場合があ

ります。

その場合は一度、本サーバを終了しローカルなハブ一台とクライアント一

台を用意し、設定を行ってください。

クライアントのIPアドレスは以下の様に指定してください。

IPアドレス：10.0.0.XX
サブネットマスク：255.255.255.128
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5.3　WebUI画面構成

WebUIの画面構成について説明します。

WebUIの画面は大きく3つの部位、ステータス領域・コンテンツ領域・フッタ領域、からなりま

す。

5.3.1 ステータス領域

ステータス領域は、上部、下部の二つの領域に分かれます。

■上部

コンテンツ領域

フッタ領域

ステータス領域
富士通ロゴ領域

富士通のページにリンクしています。
第 5 章　PRIMERGY FileServer の運用・管理について

本サーバのホスト名と状態

サーバ名とサーバ状態（ステータス）が表示

ステータスには以下の4種類があります（ ）
通常（緑）、情報（グレー）、警告（黄）、重大

［状態:<情報>］をクリックすると、本サー

報が表示されます。
Microsoft Windows Powered のロゴ

マイクロソフトのページにリンクしています。
されます。

内は表示文字色です。

（赤）

バの状態に関する詳細情
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■下部（ナビゲーションバー）

下部には、ナビゲーション バーが表示されます。

下の図は、本サーバの標準的なWebUIのプライマリナビゲーションバー（青）とセカンダリナビ

ゲーションバー（白）です。

5.3.2 コンテンツ領域

ナビゲーションバーの下にあるコンテンツ領域には、ページ情報が表示されます。

WebUI のコンテンツ領域には、そのページで実行可能な管理動作が示されます。選択したタスク

を実行するために使用するツールについての説明が表示される場合もあります。

■入力欄があるとき

画面例

選択したページのタスクを完成させるため、フィールドに必要なデータを入力します。

プライマリナビゲーションバー（青）

PRIMERGY FileServerの管理・運用の大項目が表示されます。

各プライマリナビゲーション項目をクリックすると、それに属するセ

カンダリナビゲーション項目が表示されます。

セカンダリナビゲーションバー（白）

セカンダリナビゲーションバーには、プライマリナビゲーション項目

に対応するサブメニュー一覧が表示されます。
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■オブジェクトとタスクを指定するとき

画面例（オブジェクト/タスク セレクタ）

ユーザーによる管理や構成が可能なオブジェクト、それらのオブジェクトの説明、および実行可

能なタスクが表示されます。左端の列には、オブジェクトを選択するためのオプション ボタンが

表示されますので、管理または構成するオブジェクトを左側から選択し、右側から実行するタス

クを選択します。

複数のオブジェクトが選択された場合は、左端の列にはオプション ボタンの代わりにチェック

ボックスが表示されます。右端の列には、実行可能なタスクが一覧表示されます。

■ツールについての説明が表示されるとき

画面例

プライマリナビゲーション項目の説明

プライマリナビゲーション項目が実現して

プラ

プ

ン

プライマリナビゲーション項目

プライマリナビゲーションのタイトルで
　PRIMERGY FileServer の運用・管理について

いる、運用・管理機能が解説されています。

イマリナビゲーション項目アイコン

ライマリナビゲーション項目の機能がシ

ボリックに表示されます。

セカンダリナビゲーション項目一覧

プライマリナビゲーション項目が含む、下

位のセカンダリナビゲーション機能一覧が

表示されます。
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5.3.3 WebUI 内を移動する

WebUI内を移動するには、次のように行います。

1.プライマリナビゲーションバーで、実行する一般的なタスクの種類をクリッ

クします。

2.セカンダリナビゲーションバー、またはコンテンツ領域のタスク一覧で、実

行する具体的なタスクの種類をクリックします。

3.続いて表示されるページのコンテンツ領域で、情報を指定します。

4.各タスクの処理が終了したら、フッタ領域にある［OK］をクリックして変更

を確定します。
変更前の設定を維持するには［キャンセル］をクリックします。

変更またはキャンセルを実行すると、前のページが表示されます。

プロパティ ページにいるときにナビゲーション バーの別の項目を選択すると、

「［OK］をクリックすると、変更が無効となります。」というメッセージと共にポッ

プアップ ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、次に選択したページへ移動

する前に、変更を確定するか、あるいはキャンセルするかを選択することができま

す。
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5.4　MMCによるサーバ管理

PRIMERGY FileServerは、Windows 2000をベースにしたWindows Powered OSによってインテグレー

トされています。このため、Windows 2000で標準的に利用可能な、サーバ管理ソフトMMC
（Microsoft Management Console）という簡易管理コンソールを利用することが可能です。

MMCによる管理方法は、PRIMERGY FileServerのAdministratorグループに属しているユーザー（ド

メインのAdministratorsグループはデフォルトで参加しています）のみ、閲覧・設定が可能です。

ドメインのアドミニストレータ権限がない場合、ローカルのアドミニストレータ権限を取得して

いても、全ての機能を管理することはできません。

MMCの機能詳細についてはWindows 2000のヘルプなどをご覧ください。

他のマシンからPRIMERGY FileServerを管理するには、次の手順で行います。

ただし、上記のようにグループポリシーや、ユーザーレベルによって操作できる管理項目は異な

ります。

1.デスクトップ上のマイコンピュータを右クリックし、［管理］をクリックしま

す。

2.コンピュータの管理が起動したら、［コンピュータの管理（ローカル）］を選

択し、右クリックします。

3.ポップアップメニューから［別のコンピュータへ接続］をクリックします。

4.場所を指定するか、サーバ名を直接指定し、接続を試みます。
接続が成功すると、コンピュータの管理のメニューが［コンピュータの管理（サーバ

名）］になり、遠隔管理することができます。
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5.5　運用までの詳細手順

ここでは、サーバの運用までに必要となるWebUIの基本設定について説明します。

これ以外のWebUIの機能は、第6章以降をご覧ください。

5.5.1 サーバ状態を確認し、状態を回復する

サーバの運用を行っている上では、様々な要因によりサーバ状態が変化する場合があります。

ここでは、サーバ状態が変化した場合にどうするのか、オペレーションの概略を示します。

サーバ状態には以下の4種類があります。

項目 説明

通常 ［警告］ページには、メッセージが存在しないことが表示されます。

情報 ［警告］ページには、文字を含むアイコンと共に、システムで発生した問題がハ

イパーリンクとして一覧表示されます。

警告 ［警告］ページには、感嘆符を黄色い三角形で囲んだアイコンと共に、システム

で発生したエラーがハイパーリンクとして一覧表示されます。

重大 ［警告］ページには、白のxを赤い円で囲んだアイコンと共に、システムで発生し

たエラーがハイパーリンクとして一覧表示されます。

■サーバ状態の詳細を確認するには

サーバ状態の詳細を確認するには、次のように行います。

1.ステータス領域の［状態:<情報>］をクリックします。

またはプライマリナビゲーションバーから、［状態］をクリックします。
本サーバの状態に関する詳細情報が表示されます。

運用開始後に状態確認がメインになる場合は、プライマリナビゲーションバーの［開

始］を選択し、［既定ページの設定］を選択することで、PRIMERGY FileServerの初

期画面を設定することができます。

本機能については、「5.5.4　既定ページを変更する」を参照してください。

■サーバ状態を回復するには

サーバ状態が情報・警告・重大の場合、コンテンツ領域中央部分に、詳細情報が表示されます。

詳細情報をよく読み、レベルに応じた対処をしてください。
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■警告を消去するには

警告を消去するには、次のように行います。

1.プライマリナビゲーションバーで、［状態］をクリックします。

2.消去する警告を選択します。

3.警告の状況に対処する動作を選択するか、または［メッセージの消去］をク

リックして警告メッセージを消去します。
メッセージを消去しても本サーバの構成は変更されません。

導入時には、「日付と時刻の設定」および「通知電子メール」の警告情報が表示されている場合

があります。その場合は、以下の節をよくお読みの上、設定を行ってください。
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5.5.2 PRIMERGY FileServer名を設定する

サーバ名を変更するには、次のように行います。

1.プライマリナビゲーションバーの［開始］をクリックします。

2.セカンダリナビゲーションバーの［サーバアプライアンス名の設定］を選択

します。
次の画面が表示されます。

3.お使いの環境に合わせて、設定を変更します。

設定項目 説明

サーバ アプライアンス名 本PRIMERGY FileServer名
サーバ名は、ネットワークにおけるサーバの名前

です。サーバ名は一意であること、および一定の

条件を満たしていることが必要です。サーバ名に

は、別のコンピュータまたは Microsoft Windows
ドメインと同じ名前を指定できません。

名前は、15 文字以内で指定することをお勧めし

ます。サーバ 名では使用文字を限定する必要が

あります。名前の設定を適切に行わない場合、ネ

ットワーク上でコンピュータを検出できなくなる

場合があります。

詳細に関してはWindows 2000のヘルプをご覧くだ

さい。
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設定項目 説明

DNSサフィックス DNS （ドメイン ネーム システム） サフィック

スには、主に次の 2 つの目的があります。

● サーバホスト名に付加することで、DNS サフ

ィックスは完全修飾された本サーバ名を構成

します。

● DNS サフィックスは IP アドレスを解決する

ために使用されます。本サーバが、Windows
NT 4.0ドメイン、Microsoft Active Directory、
またはワークグループのメンバである場合、

DNS サフィックスはそのドメイン環境に依存

します。

DNS サフィックスに使用できる文字数は、ハイ

フンとピリオドも含めて最大 155 文字です。

ドメイン 本サーバ は、ワークグループ、Active Directory
環境、または Windows NT 4.0ドメインに組み込む

ことが可能です。Microsoft Windows NT 4.0 およ

びMicrosoft Active Directory 環境におけるドメイン

は、ネットワーク管理者によって定義された共通

のディレクトリ データベースを共有するコンピ

ュータの集合です。

ドメインに参加させる場合は、あらかじめドメイ

ンコントローラにコンピュータアカウントを設定

する必要があります。詳細に関してはWindows
2000のヘルプをご覧ください。

ドメイン参加にはコンピュータをドメインに参加

させる権限を持つドメインユーザーアカウントと

パスワードを入力する必要があります。

ワークグループ ワークグループはコンピュータを単純にグループ

化したもので、ユーザーがそのグループ内でプリ

ンタや共有フォルダなどを探しやすくする目的で

使用されます。本サーバは、ワークグループ、

Active Directory 環境、または Windows NT 4.0 ド
メインのメンバにすることができます。

Microsoft Windows 2000 のワークグループは、ド

メインで提供されているユーザー アカウントの

一元管理および認証をサポートしません。

4.設定が終わったら［OK］をクリックし、設定を保存します。

ServerViewを使って監視を行っている場合、管理コンソールに登録されて

いるサーバ名が変更された場合正しく監視操作を行えません。サーバ名を

新たに変更した場合は、コンピュータ情報の変更を行う必要があります。

詳しくは、「13.4.3 コンピュータ情報変更登録」をご覧ください。
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5.5.3 管理者アカウントを設定する

PRIMERGY FileServerでは、出荷時には、管理者情報が次のように設定されています。

ユーザー名 ：Administrator
パスワード ：（なし）

サーバ管理者を決定し、本設定を必ず変更してください。

■管理者パスワードを変更するには

1.管理者として本サーバにログオンします。

2.プライマリ ナビゲーション バーで、［開始］をクリックします。

3.セカンダリ ナビゲーション バーで、［管理者パスワードの設定］をクリック

します。
次の画面が表示されます。

4.［現在のパスワード］ボックスに現在の管理者パスワードを入力します。

5.［新しいパスワード］ボックスに新しい管理者パスワードを入力します。
※ 新しい管理者パスワードは、本サーバが属しているドメインのパスワード作成ルール

に準拠していなければなりません。

6.［パスワードの確認入力］ ボックスに新しい管理者パスワードを再度入力し

ます。

7.［OK］ をクリックします。
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本サーバには既定アカウントのセットが含まれています。このうち、管理者アカウントだけに管

理者特権が割り当てられています。

● 管理者がローカル管理者グループにドメイン アカウントを追加する

と、そのドメイン ユーザーは本サーバにアクセスしてこれを管理する

ことができます。ただし、［管理者パスワードの変更］ページで、管理

者がそのドメイン アカウントのパスワードを変更することはできませ

ん。このページでは、ローカル管理者のアカウントのパスワードのみを

変更できます。

管理者パスワードを変更する際、確認画面は表示されません。変更を送

信した後にエラー メッセージが表示されなければ、パスワードは変更

されたことになります。

● 本サーバ上ではなくドメイン コントローラ上に格納されているドメイ

ン ユーザー アカウントを変更する目的で、本サーバ WebUI の範囲外

にあるドメイン ユーザーとしてログオンした場合は、管理者パスワー

ドを変更できません。

この場合、管理者はローカル管理者グループのメンバであるユーザー

アカウントに関連付けられ、このユーザー アカウントは、現在のユー

ザーによってログオン時に使用されます。このアカウントは

administrator と呼ばれる既定の管理者アカウントとは異なります。

管理者のパスワードまたはアカウント名を変更しようとして「ドメイン

アカウントのパスワードは変更できません。」または「このドメイン

アカウントのアカウント名は変更できません。」というエラー メッセ

ージが表示された場合は、ドメイン ユーザーとしてログオンしていま

す。管理者パスワードを変更するには、本サーバの管理者としてログオ

ンする必要があります。
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5.5.4 既定ページを変更する

既定ページは、PRIMERGY FileServerへアクセスするたびに表示されます。［開始］ページまたは

［状態］ページを、本サーバの既定のページに設定することができます。

サーバの状態管理を行うために、既定ページは状態ページに設定されることをおすすめします。

本サーバの既定のページを設定するには、次のように行います。

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［開始］をクリックします。

2.［開始］ページで［既定のページの設定］をクリックします。
次の画面が表示されます。

3.既定として設定するページを選択します。

4. ［OK］をクリックします。

■ブラウザのホームの設定と既定ページの違い

既定ページは、以下のいずれかのURLを使って、WebUIへ初めて接続した

時に表示される画面を定義します。

http://＜PRIMERGY FileServer名＞.＜サフィックス＞：8099
または、

http://＜PRIMERGY FileServerのIPアドレス＞：8099

このため、以下の様な設定を行うと、動作が異なるのでご注意下さい。

1. 上のURL設定を使ってPRIMERGY FileServerに接続する。

2. ブラウザのホームページ設定を行う。

例）［開始］ページをホームページ登録

3. 既定ページの設定を行う。

例）［開始］→［状態］へ変更

上記の操作を行った場合、既定ページに設定された［状態］Webページに

接続されます。
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5.5.5 管理者ポートを変更する

管理者用のポートは、出荷時には8099に設定しています。よりセキュアな設定にしたい場合に、

本機能を使用します。

この機能を使用すると、PRIMERGY FileServer上の管理 Web サイトへアクセスする際に使用する

IP アドレスとポートを変更できます。

一般に、PRIMERGY FileServerが応答またはリッスンする既定の IP アドレスが変更されるのは、

本サーバが、ある特定のサブネットまたは別の管理ネットワーク上で管理されている場合です。

暗号化されたアクセスおよび暗号化されていないアクセスの両方に使用される既定のリッスン ポ
ートは、既存のネットワーク ソフトウェアの構成に合わせて変更できます。たとえば、ある特定

のポート番号上でトラフィックが許可されていない場合は変更が必要です。

管理 Web サイトのプロパティを変更するには、次のように行います。

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［ネットワーク］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［管理 Web サイト］ をクリックしま

す。
次の画面が表示されます。

3.［管理 Web サイト プロパティ］ページで次の操作を行います。

1) ［IP アドレスすべて］または［この IP アドレスのみ］のどちらを使用す

るかを指定します。

2) ［この IP アドレスのみ］を使用する場合は、一覧から使用する IP アドレ

スを選択します。

3) 暗号化されていないアクセスに使用するポートを変更する場合は、［暗号化

されていないアクセス用のポート］ ボックスに新しいポート番号を入力し

ます。

4) 暗号化アクセスに使用するポートを変更する場合は、［暗号化された（SSL）
アクセス用のポート］ボックスに新しいポート番号を入力します。

4.［OK］をクリックします。
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5.5.6 日付と時刻の設定を行う

日付と時刻の設定を変更するには、次のように行います。

1.プライマリナビゲーションバーから［メンテナンス］をクリックします。

2.［日付/時刻］をクリックします。

3.日付と時刻を入力します。

4.一覧からタイムゾーンを選択します。

5.［OK］をクリックします。
設定が保存されます。

「4.2　オフラインサーバ設定について」でタイムゾーンを設定した場合でもWeb上では、

警告が表示されます。問題ないことを確認し［OK］をクリックしてください。
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5.5.7 通知電子メールの設定を行う

警告が発生した場合に自動電子メールで通知するように設定できます。

発生した警告をすべて通知するか、あるいは情報、警告、重大など特定の種類の警告のみ通知す

るかを選択できます。

また、警告情報を複数のサーバ管理者に対しても、通知できます。

電子メールは、サーバにプレインストールされている SMTP サービスを使用して送信されます。

通常のインターネット環境では、SMTP ゲートウェイを構成する必要はありません。

ただし、Microsoft® Exchange Server または Lotus Notes に電子メールを送信する場合は、特定の

SMTP ゲートウェイの名前を指定する必要があります。Web ユーザー インターフェイス （UI）
の SMTP サーバ フィールドに、SMTP ゲートウェイ サーバ名または IP アドレスを入力してく

ださい。SMTP ゲートウェイのサーバ名については、Microsoft Exchange の管理者に問い合わせて

ください。

通知電子メール機能を設定するには、次のように行います。

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［メンテナンス］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［通知電子メール］を選択します。

3.［通知電子メールを有効にする］をクリックし、通知電子メールを送信する

環境について適切なチェック ボックスを選択します。

4.［宛先］ ボックスに、システム管理者の電子メール アドレスを入力します。
※ 複数のアドレスに通知電子メールを送信するには、［宛先］ボックスにカンマで区切

ってアドレスを入力します。

5.［使用する SMTP サーバ］ボックスに、SMTP ゲートウェイ名または SMTP
サーバの IP アドレスを入力します。

6.［テスト］をクリックして、設定に問題がないか試します。
テスト用の電子メールが送信されます。

● SMTP サービスがコンピュータにインストールされていないか、ネットワ

ーク ケーブルが接続されていない場合は、「テスト用の電子メールを送信

できません。」というエラー メッセージが表示されます。

● WebUI に「テスト用電子メールは送信されました。管理者の受信トレイを

調べてください。」というメッセージが表示されているのにテスト用電子

メールがまったく受信されていない場合、エラーの原因はおそらく SMTP
サーバにあります。このエラーを解決するには、SMTP サーバ名を設定し

直してください。

● 「4.2　オフラインサーバ設定について」を行った場合でも、警告表示はさ

れます。かならずテストメールが送信されることを確認してください。

7.最終的な設定に問題がなければ、［OK］をクリックします。
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第6章　ネットワーク環境設定

この章では、PRIMERGY FileServerのネットワーク環境設定について

説明します。
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6.1　ネットワークトポロジー

PRIMERGY FileServerはネットワークを経由したストレージ管理を目的としたアプライアンスサー

バです。

このため複数枚のLANカード（NIC：ネットワーク識別カード）を搭載しています。

お客様の環境において、ネットワーク性能を最大限に引き出すためには、ネットワークインフラ

ストラクチャーを考えて配置/設定する必要があります。

以下に代表的なパターンと配置例を記述します。

なお、さらに詳細な検討が必要な場合や、性能向上させたい場合は、富士通プラットフォームセ

ンター有償サービスをご利用ください。

6.1.1 設置個所のネットワークセグメントが二つ以上に分かれて

いる

各セグメントのルータに各LANから出るケーブルを挿入してください。

ただし、スイッチングハブをご使用の場合は同一ルータに接続しても問題ありません。

6.1.2 ネットワークセグメント数がNIC数より多い

セグメント内のアクセス頻度が多い場所を検討し、LANケーブルを配置ください。

6.1.3 設置個所はセグメント分割されていない

セグメント分割されていない場合、同一のHUBにケーブルを接続した場合、ネットワーク経由で

名前解決を行うことができなくなるので、同一セグメントへのケーブル挿入はお控えください。

ただし、お使いのHUBがスイッチングハブの場合は同一HUBへ接続しても問題ありません。
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6.2　ネットワーク設定の流れ

WebUIを使用したネットワーク設定は以下の流れに沿って行います。

Webブラウザを使用し、PRIMERGY
FileServerに接続します。

プライマリナビゲーションバーの

［ネットワーク］をクリックしま

す。

セカンダリナビゲーションバーの

［インターフェイス］をクリック

します。

静的 IPアドレスの変更はここから行いま

す。

セカンダリナビゲーションバーの

［ネットワークアダプタ］をクリ

ックします。

複数枚のLANカードを有効/無効にする場合

に使用します。
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6.3　IPアドレス設定を変更する

ネットワーク アダプタは、物理的なインターフェイス、つまりコネクタとして、コンピュータが

ネットワークにアクセスできるようにするハードウェアです。ネットワーク アダプタは、アダプ

タ カード、NIC（ネットワーク インターフェイス カード）、または単にカードと呼ばれる場合が

あります。

本サーバのWebUIの［インターフェイス］ページでは、次のタスクを実行できます。

● 接続の名前を変更する。

● IP（Internet Protocol）アドレス、ゲートウェイ アドレス、サブネット マスク、およびメ

トリックを設定または変更する。

● 本サーバにおける DNS 名の解決方法を設定または変更する。

● WINS（Windows インターネット ネーム サービス）クライアントの構成を設定または変

更する。

● AppleTalk を構成する。（Apple Macintosh用のファイル共有を行う場合）

■ネットワーク アダプタを構成するには

1. プライマリ ナビゲーション バーで、［ネットワーク］をクリックします。

2. セカンダリ ナビゲーション バーで、［インターフェイス］をクリックしま

す。
次の画面が表示されます。

3.［説明］列で必要なアダプタを選択します。

4.［タスク］ボックスの一覧で、必要なタスクを選択します。

5.［タスク］ページで、選択したネットワーク アダプタの構成を左側のタブを

使って表示します。
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6.3.1 接続名の変更

インターフェイスの接続名を変更するには、以下の手順で行います。

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［ネットワーク］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［インターフェイス］をクリックします。

3.名前を変更するインターフェイスの接続を選択します。

4.［タスク］ボックスの一覧で、［名前の変更］をクリックします。

5.［接続名］ボックスに、インターフェイスの接続の新しい名前を入力します。

6.［OK］をクリックします。

Windows Powered環境では、認識された新しいNICに対してLocal Area Connection#という名前が自

動的に配布されます。

6.3.2 IPアドレス構成を変更する

ネットワーク上の各コンピュータには、データの送受信のために一意の IP アドレスが必要です。

［IP アドレス構成］ページでは、IPアドレスを手動で構成することができます。

さらに、［IP アドレス構成］ページでは1つまたは複数のゲートウェイ アドレスを指定できます。

ゲートウェイ アドレスは、本サーバと同じネットワーク上にあるローカルIPルーターのアドレス

で、ローカル ネットワークの外部の宛先にトラフィックを転送するために使用されます。各フィ

ールドの値は、0～255の数値でなければなりません。

● IPアドレスを変更すると、クライアントが本サーバとの接続を中断され

る可能性があります。再度接続するには、ユーザーが新しい IP アドレ

スを使用するか、または DNS サーバが更新されるまで待機する必要が

あります。

● ServerViewを使って監視を行っている場合、管理コンソールに登録され

ているIPアドレスが変更された場合正しく監視操作を行えません。

IPアドレスを変更した場合は、コンピュータ情報変更登録を行う必要が

あります。詳しくは、「13.4.3　コンピュータ情報変更登録」をご覧く

ださい。

（ServerViewに登録する IPアドレスは手動で設定する必要がありま

す。）
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■［全般］タブでIPアドレスを設定または変更するには

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［ネットワーク］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［インターフェイス］をクリックします。

3.変更するネットワーク接続を選択します。

4.［タスク］ボックスの一覧で、［IP］をクリックします。

5.［全般］タブをクリックします。
次の画面が表示されます。

6.「次のIP設定を使用してください」を選択します。

7. IPアドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを、該当

するボックスに入力し、［OK］をクリックします。
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■［詳細］タブでIPアドレスを設定または変更するには

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［ネットワーク］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［インターフェイス］をクリックします。

3.変更するネットワーク接続を選択します。

4.［タスク］ボックスの一覧で、［IP］をクリックします。

5.［詳細］タブをクリックします。
次の画面が表示されます。

6.右側の［IP アドレス］ボックスに IP アドレスを入力し、［追加］をクリッ

クします。

7.ローカル エリア接続を使用する場合は、［サブネット マスク］ボックスに適

切なマスク情報を入力します。
サブネット マスクは32ビットの数字で、0～255の4つの値をピリオドで区切って表記され

ます。一般に、既定のサブネット マスクで使用される数値は0または255です（255.255.255.0
など）。ただし、ほかの数値を使用することもできます。これは、サブネットが単一のTCP/IP
ネットワーク向けに構成されていることを示します。この0または255以外の値を伴った数

字をIPアドレス番号と組み合わせて、コンピュータが置かれているネットワークを識別し

ます。

8.必要に応じて［IP 接続メトリック］を更新します。
メトリックは、接続に関連付けられているルートの使用コストを表し、IPルーティング テ
ーブルにおけるこれらのルートの、［メトリック］列の値となります。宛先へのルートが

複数存在する場合は、メトリック値の最も低いルートが使用されます。既定値は1です。

さらに IP アドレスを追加する場合は、手順6.～8.を繰り返します。
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9.［ゲートウェイ アドレス］および［メトリック］ボックスにデフォルト ゲ
ートウェイとメトリックの両方の IPアドレスを入力し、［追加］をクリック

します。

10.追加するデフォルト ゲートウェイそれぞれに対して、手順9.を繰り返しま

す。

11.この画面での構成の変更が完了したら、［OK］をクリックします。

WINSおよびDNSの詳細な設定方法は、WebUIのヘルプ、またはWindows 2000のヘルプをご覧くだ

さい。

6.4　内蔵しているNICの有効/無効の設定を行う

オンボード以外で本サーバは複数枚のNICを標準で搭載しております。

出荷時には、これらのカードは無効に設定しております。

お客様のネットワークトポロジーの変更・設計が充分できた段階で、有効に設定してください。

6.4.1 NICの有効/無効の変更を行う

1.［ネットワーク］プライマリナビゲーションから［ネットワークアダプタ］

をクリックします。

2.ターミナルサービスクライアント機能によりOSのログオン画面が表示されま

す。

3.管理者名とパスワードを入力し、ログオンします。
ネットワークとダイヤルアップ接続の画面が表示されます。

4.アイコンがグレーになっているローカルエリア設定を選択します。

5.右クリックし、ポップアップメニューから有効/無効を選択します。

6.すべてのNICに対して操作が終わったら、スタートメニューからログオフを

選択します。

ネットワークインターフェイスの設定は「6.3　IPアドレス設定を変更する」をご覧ください。
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第7章　ユーザー管理について

この章では、PRIMERGY FileServerを使ったユーザーの管理法につい

て説明します。
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7.1　効果的な管理法

ユーザーとグループを効果的に管理するには、ユーザーとグループを適切に構成する必要があり

ます。

管理者は、通常ネットワーク上に、プロジェクトや、役割単位のいくつかのグループを作成し、

ユーザーを適切なグループに割り当てます。ファイル システムと共有へのアクセス許可は、ユー

ザー レベルでなくグループ レベルに適用すると管理が効率的に行えます。ただし、グループ数

が少ない場合には、各グループ内のすべてのユーザーに適切な許可を割り当てれば非常に効率的

です。

これら、グループやユーザーの割り当ての方法には、組織の慣習的な固有の管理方法があります。

既存の管理法の踏襲が望ましいですが、新たに管理する場合は次に示す一般的なガイドラインに

従えば、よりシンプルで効率的な管理を実現できます。

特にWindows標準のファイル共有プロトコルCIFS では、ファイル共有に対し、ユーザーやグルー

プによって異なるアクセスレベルを認証することができます。ユーザーとグループの一貫した管

理を実現すれば、CIFS ファイル共有の管理も強化することができます。

7.1.1 ユーザー名の管理

ローカル ユーザーアカウントはPRIMERGY FileServer上に存在し、これらのユーザーは、サーバ

リソースへアクセスすることができます。

また、ドメイン  ユーザーやドメイン  グループにもアクセスを許可するようにPRIMERGY
FileServerを構成できます。ドメイン ユーザーとドメイン グループは、Microsoft® Windows NT® 4.0
または Microsoft® Active Directory™ ドメインに存在します。ローカル ユーザー、ドメイン ユー

ザー、およびドメイン グループをローカル グループに追加できます。

開発グループ

営業グループ

研究グループ
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Microsoft Windows® Powered セキュリティでは、ユーザーとグループが重要な役割を果たします。

つまり、ユーザーやグループにアクセス許可を割り当てることによって、実行する操作を制限す

ることができます。

ローカルサーバ管理者グループ（PRIMERGY FileServerのAdministratorグループ）のメンバである

すべてのローカル ユーザーおよびドメイン ユーザーには、そのサーバに対する管理者特権が与

えられます。

同様に、ローカル コンピュータの管理者グループとして指定されているグループのすべてのメン

バには、そのコンピュータに対する管理者特権が与えられます。

これは以下の様に、説明することができます。

たとえば、上図のように、ある組織の中で、鈴木さん、山田さん、清水さん、島田さん で構成さ

れたグループを作成し、PRIMERGY FileServerの管理者グループとして指定します。PRIMERGY
FileServer管理者グループに属する各メンバには、本サーバに対する管理者特権が与えられます。

このグループに属さない中村さんは、PRIMERGY FileServerの管理を行うことができません。

管理者特権の詳細についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

また、ユーザー名は、アカウントを使用するユーザーとの論理的な関係がわかるように設定しま

す。

鈴木さん山田さん

清水さん

島田さん

中村さん
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ユーザー名は次の要件を満たすように、適切な規則を確立する必要があります。

● 体系的である

● わかりやすく使いやすい

● 実名に近い（ユーザーのアカウント名は実際の名前に対応する）

これらを元に、以下の手順でWebUIを使ってユーザー管理を実現します。

［パスワード］ボックスと［パスワードの確認入力］ボックスには、 大127文字のパスワードを

入力できます。

ただし、Windows 95およびWindows 98では、14文字までのパスワードしか使用できません。パス

ワードがそれよりも長いと、これらのコンピュータからネットワークにログオンできなくなりま

す。Microsoft® Windows® 95やMicrosoft® Windows® 98を使用しているコンピュータが接続されて

いるネットワーク上でMicrosoft® Windows® 2000を使用している場合は、14文字以内のパスワード

を使用してください。

管理者グループに新しく追加されたユーザーだけが管理タスクを実行できます
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7.2　ユーザーの新規追加を行う

1.プライマリナビゲーションバーから［ユーザー］をクリックします。

2.セカンダリナビゲーションバーから［ローカルユーザー］をクリックします。
次の画面が表示されます。

3.タスクから［新規］を選択します。
次の画面が表示されます。
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4.各項目を設定します。
― 「ユーザー名」・「氏名」・「説明」・「パスワード」・「パスワードの確認入力」の各テ

キストボックスは、必ず入力します。

― 「このユーザーアカウントを無効にする」のチェックボックスは、新規作成後ただ

ちに有効にしたい場合は、チェックしないでください。

組織的な理由から、先にアカウントのみを発行しセキュリティの面から一時的に蓋

をしたい場合はこのチェックボックスを選択してください。再度有効にしたい場合

は、「7.5 ユーザープロパティを確認/変更する」を参照し作業してください。

― ［ホーム ディレクトリ］では、新しく作成するディレクトリを指定します。ユーザ

ーには、このディレクトリへの排他アクセス権が与えられます。このディレクトリ

には、上記で指定したユーザー名と同じ名前が付けられ、指定したパスに格納され

ます。

5.［OK］をクリックします。
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7.3　既存ユーザーを削除する

後の1つのアカウントと自分自身のアカウント以外であれば、本サーバで作成したすべてのユー

ザー アカウントを削除できます。また、複数のユーザー アカウントを一度に削除することもで

きます。ただし、PRIMERGY FileServer上の唯一のユーザー アカウントを削除すると、セキュリ

ティが無効になります。

ユーザー アカウントを削除するときは、次の点に注意してください。

● ビルトイン ユーザーは削除できません。

● 削除したユーザーは元に戻せません。

ユーザー アカウントを削除した後、同じユーザー名を使用して新しいユーザー アカウントを作

成した場合は、そのユーザーに対してアクセス許可をもう一度設定しなければなりません。新し

いユーザーは、以前のユーザーが与えられていたアクセス許可を継承しません。

ユーザーの削除は、以下の手順で行います。

1.削除する一つまたは複数のユーザーを選択し、タスクから［削除］をクリッ

クします。
次の確認画面が表示されます。

2.指定したユーザーを削除しても構わない場合は、内容を確認し［OK］をクリ

ックしてください。

誤って他の既存ユーザーを消さないよう、充分配慮してください。
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7.4　パスワードを設定する

パスワードの設定は、以下の手順で行います。

1.プライマリナビゲーションバーから［ユーザー］をクリックします。

2.セカンダリナビゲーションバーから［ローカルユーザー］をクリックします。

3.設定をしたいユーザーを選択し、タスクボックスより、［パスワードの設定

…］をクリックします。

4.「パスワード」、「パスワード確認入力」にパスワードを入力し、［ＯＫ］をク

リックします。

7.5　ユーザープロパティを確認/変更する

ユーザー プロパティは、ユーザー名、氏名、説明で構成されます。各ユーザーの［プロパティ］

ページでは、ユーザー アカウントの有効/無効を切り替えることもできます。さらに、変更するす

べてのユーザー アカウントを選択してから［プロパティ］ページを開くと、複数のユーザー ア
カウントのプロパティを一度に変更できます。

1.プライマリナビゲーションバーから［ユーザー］をクリックします。

2.セカンダリナビゲーションバーから［ローカルユーザー］をクリックします。

3.ユーザーアカウントを選択し、［タスク］ボックスから［プロパティ］をクリ

ックします。
次の画面が表示されます。
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第8章　グループ管理について

この章では、グループ管理について解説しています。
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8.1　グループ管理の概要

PRIMERGY FileServerはWindows 2000 オペレーティングシステムのテクノロジーがベースとなっ

ています。Windows 2000では、次の2 つのグループを管理する環境があります。

●ワークグループ
ワークグループは、最も簡単なコンピュータのグループです。

そのグループ内で、共有ファイルや、プリンタを検索しやすいようにします。

ドメインによる集中管理下には入らないので、すべてのアカウント情報をローカルに保存

します。

●ドメイン
すべてのアカウント情報を別のWindows NT またはActive Directory™ のドメインコントロ

ーラに保存します。

本機は、ドメイン コントローラとしての機能はサポートしておりません。

ユーザーとグループのアカウント情報をローカルに保存しても、これらの

アカウントは本機へのログインの認証以外には使用しない、ワークグルー

プの設定になります。

UNIXのユーザーとグループに関するアカウントモデルについては、「9.1.2 NFSの特長」を

ご覧ください。

■ドメインとワークグループの比較

PRIMERGY FileServerは、ワークグループ環境にもドメイン環境にも配備できます。

Windows標準のファイル共有プロトコルCIFSは、セッションベースの標準ネットワーク ファイル

共有プロトコルです。

ネットワーク ドライブやクライアント マシンをマッピングする場合、ユーザーはログイン資格

情報をサーバに送信します。この情報は、ユーザー名、パスワード、必要に応じてドメイン情報

を指定します。資格情報に基づき、サーバはユーザーに対応するアクセス権を認証し、アクセス

を許可します。

PRIMERGY FileServerをワークグループ環境に配備すると、すべてのユーザー アカウントとグル

ープ アカウントのファイル アクセス許可はPRIMERGY FileServer上にローカルに保存されます。

これにより、例えば共有を特定の使用者に限定したい場合は、PRIMERGY FileServer上でグループ

およびユーザーを管理する必要があります。

一方、ドメイン環境に配備すると、本サーバはドメイン コントローラのアカウント データベー

スを使用します。ユーザー アカウントとグループ アカウントは本サーバの外部に保存されます。

本サーバは、ドメイン コントローラ インフラストラクチャに統合されます。

このようにワークグループでの運用の場合、ネットワークセグメントの別の場所から単純に参照

することは難しくなります。お客様の運用環境が比較的小さなものであれば、ワークグループの

設定でも構いませんが、ネットワークセグメントを分割できるような環境の場合は、Windows NT
またはActive DirectoryTMのドメインコントローラによる集中管理をおすすめします。
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8.2　グループを新規作成する

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［ユーザー］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［ローカル グループ］をクリックしま

す。

3.［タスク］ボックスの一覧で、［新規...］をクリックします。
次の画面が表示されます。

4.［全般］タブで、追加するグループの名前と説明を入力します。

5.［メンバ］タブをクリックします。
次の画面が表示されます。
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6.次の操作を行います。
― グループにメンバを追加するには、［ユーザーまたはグループを追加］ボックスから

ユーザーまたはグループを選択し、［追加］をクリックします。

一覧に表示されるのはローカル ユーザーだけです。ドメイン ユーザー ア
カウントを追加するには、ドメインとユーザー名（<ドメイン¥ユーザー名

>）を入力してください。

― グループからメンバを削除するには、［メンバ］ボックスでユーザーまたはグループ

を選択し、［削除］をクリックします。

― PRIMERGY FileServerが（この）ドメインに参加していない、ユーザーアカウントを

追加する場合は、下段の設定項目を入力します。ドメインユーザーアカウントの他

に、パスワードの入力が必要となります。
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8.3　グループを削除する

作成したすべてのグループ アカウントを削除できます。ただし、いったん削除したグループ ア
カウントは復元できません。

複数のグループ アカウントを選択してから［削除］タスクを実行すると、選択したすべてのアカ

ウントを一度に削除できます。

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［ユーザー］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［ローカル グループ］をクリックしま

す。

3.グループ一覧から削除したいグループを一つまたは複数選択し、タスクから

［削除］をクリックします。
次の確認画面が表示されます。

4.情報に間違いがなければ、［OK］をクリックし、グループを削除してくださ

い。
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8.4　グループプロパティ情報を表示する

［グループ プロパティ］ページには、［全般］タブと［メンバ］タブが表示されます。

［全般］タブでは、グループの名前と説明を設定または変更できます。

［メンバ］タブでは、ユーザーおよびグループの追加や削除を行うことが可能です。

1.プライマリ ナビゲーション バーで、［ユーザー］をクリックします。

2.セカンダリ ナビゲーション バーで、［ローカル グループ］をクリックしま

す。

3.［タスク］ボックスの一覧で、［プロパティ］をクリックします。
［グループ プロパティ］ページが表示されます。

4.必要に応じて［全般］タブおよび［メンバ］タブで設定を行います。
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