
   HDE Controller X 
1-8. ファイル共有サーバー 

 

 

 



1. 一般設定  

 グローバル設定 
ここでは、以下の 4 つのケースを想定し、ファイルサーバーを設定する手順を

紹介します。 

 既に Windows ネットワーク上に存在するワークグループに参加する場

合 

 Windows ネットワーク上に新たにワークグループを作成する場合 

 既に Windows ネットワーク上に存在する Windows ドメインのメンバー

になる場合 
既に Windows ドメインを管理するサーバー（プライマリ・ドメイン・コント

ローラ、以下 PDC）が存在し、ファイルサーバーへの認証をこのサーバ

ーへ任せます。ファイル共有サービスを利用するユーザーのアカウント

情報は PDC で管理されます。 

 新たに Windows ドメインを作成し、その Windows ドメインの PDC とな

る場合 
Windows ドメインを作成し、ユーザーアカウント情報を一括管理します。 
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 ［ケース１］ Windowsネットワーク上に既に存在するワー

クグループに参加する場合 
「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。既に Windows ネット

ワーク上にワークグループが存在する場合は、「既存ワークグループへ参加」

項目が表示されますので、項目を選択し、参加したいワークグループを選んで

ください。 
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Windows ネットワークのスキャン結果で、Windows ネットワーク上に既存ワ

ークグループを見つけることができなかった場合は、後述の方法でワークグル

ープを新規作成してください。 

 
 

 ［ケース２］ Windowsネットワーク上に新たにワークグル

ープを作成する場合 
「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。 

「ワークグループを作成」項目を選択し、右隣テキストボックスにワークグルー

プ名を入力してください。 

 
 

 ［ケース３］ Windowsネットワーク上に存在するWindows
ドメインのメンバーになる場合 

Windows ドメインを管理するサーバー(PDC)上で、メンバーとなるマシンのマ

シンアカウントの登録があらかじめ必要となる場合があります。ドメインの管理

者に依頼して、このコンピューターのマシンアカウントを追加してもらってくださ

い。 

「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。 

既に Windows ネットワーク上に Windows ドメインが存在する場合は、「既存

Windows ドメインへ参加」項目が表示されますので、項目を選択し、参加した

い Windows ドメインを選んでください。 

もし、Windows ネットワークのスキャン結果で、Windows ネットワーク上に既

存の Windows ドメインを見つけることができなかった場合は、「既存

Windows ドメインへ参加」項目横に「WIndows ドメイン」「パスワードサーバー」

の設定項目が表示されますので、それぞれ参加したい Windows ドメインの名

前とその Windows ドメインを管理する PDC のマシン名(NetBIOS 名)を入力

してください。 

このドメインのメンバーになる場合は、PDC に接続するのにと必要となる管理

者のパスワードを入力してください。このサーバーが PDC になる場合には、

入力の必要はありません。 
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 ［ケース４］ 新たにWindowsドメインを作成し、その

WindowsドメインのＰＤＣとなる場合 
「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。 
「Windows ドメインを作成」項目を選択し、右隣テキストボックスに Windows
ドメイン名を入力してください。「設定」をクリックしてこのコンピューターを PDC
として設定します。 
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 個人用フォルダ設定 
個人用フォルダに関する設定を行います。 

 

  

 フォルダの説明 
Windows クライアントのマイネットワーク等のブラウズリストで個人用フォルダ

の説明に表示される文字列を指定します。 

 利用を拒否するユーザー 
個人用フォルダへのアクセスを拒否するユーザーのユーザー名を指定します。

複数指定する場合は、カンマ(,)区切りで指定してください。 

 ファイル作成時属性 
個人用フォルダ内に新規でファイルを作成する場合のファイル属性を指定しま

す。実行属性は常に付与されます。 
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 フォルダ作成時属性 
個人用フォルダ内に新規でフォルダを作成する場合のフォルダ属性を指定し

ます。実行属性は常に付与されます。 

 

 詳細設定 
ファイルサーバーに関する詳細な設定を行います。 

 

  

 Linuxファイルシステムに利用される文字コード 
共有フォルダ内にファイルおよびフォルダを作成する時に適用されるファイル

名の文字コードを指定します。 

 ゲストアカウント 
ファイルサーバーにゲストとしてログインした時に適用されるユーザーアカウ

ント名です。 

 不正パスワードによるログイン処理 
ファイルサーバーへのアクセス時に不正パスワードで認証が失敗した場合に、

どのように取り扱うかを選択します。 

Never ログインを拒否します。 

Bad User ログインを拒否しますが、ログインユーザーが存在しない

場合はゲストログインとして扱います。 

Bad Password ゲストログインとして扱います。 
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 NetBIOS名 
Windows ネットワーク上のマシン識別名を指定します。省略時は、ホスト名が

指定されたものとみなされます。 
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2. 共有フォルダ管理  
「ファイル共有サーバー」－「共有フォルダ管理」をクリックします。 

「共有フォルダの作成」で、テキストボックスに作成する共有フォルダ名を入力

し「追加」ボタンをクリックします。 
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 ［ケース１］ アカウントを持った全てのユーザーのみが読

み書き可能なフォルダ 
「共有フォルダ編集」画面において、以下ように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループアクセス制限を行わない。」を選択

します。 
「ゲストアクセス制限」項目で「不許可」を選択します。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 
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 ［ケース２］ 特定グループのみ書き込み可能なフォルダ(他
グループの読み込み可能) 

「共有フォルダ編集」画面において、以下のように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループのみ書き込みを認める。」を選択し、

テキストボックスにそのグループを入力します。また、「上記グループ以外の読

み取りを」で「許可」を選択、「ゲストアクセス制限」項目で「不許可」を選択しま

す。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 
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 ［ケース３］ 特定グループのみ書き込み可能なフォルダ(他
グループの読み込み不可) 

「共有フォルダ編集」画面において、以下ように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループのみ書き込みを認める。」を選択し、

テキストボックスにそのグループを入力します。また、「上記グループ以外の読

み取りを」で「不許可」を選択、「ゲストアクセス制限」項目で「不許可」を選択し

ます。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 
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 ［ケース４］ 全てゲストユーザーとして読み書き可能なフ

ォルダ 
「共有フォルダ編集」画面において、以下のように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループアクセス制限を行わない。」を選択

します。「ゲストアクセス制限」項目で「全てゲストでアクセス」を選択します。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 

 

 

全て入力が終わりましたら、「OK」ボタンをクリックして、共有フォルダ管理画

面に戻ります。この時、「ディレクトリ」項目で指定したディレクトリが存在しない

場合はディレクトリを新規作成してよいかどうかが質問されますので、よろしけ

れば、「OK」を選択してください。 

共有フォルダの追加作業を完了し、設定をシステムに反映させるために、「設

定する」ボタンをクリックしてください。 

 

1-8. ファイル共有サーバー       139 



3. 共有プリンター管理  
｢共有プリンター管理｣ボタンをクリックします。 

現在利用可能な共有プリンター一覧が表示されます。 

  

 「編集」ボタン 
このボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。デバイス名、ゲ

ストの使用許可、コメントの設定を再設定することが可能です。 

◇ 共有プリンター追加の設定で、(A)このサーバーに接続されて 
   いるプリンターを選択した場合 

デバイス名、ゲストの使用許可、コメントの設定を再設定することが可能です。 

 

◇ 共有プリンター追加の設定で、(B)ネットワークプリンターを 
   選択した場合 

リモートホスト名、リモートホストのプリンター、ゲストの使用許可、コメントの設

定を再設定することが可能です。 
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 「削除」ボタン 
ファイル共有を解除する場合はこのボタンをクリックし、「設定する」ボタンをク

リックします。 

 「取消」ボタン 
このボタンをクリックすると、解除していた設定を元に戻します。 
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4. 共有プリンター追加  
この設定を行う場合、cups パッケージがインストールされている必要がありま

す。 

パッケージがインストールされているかどうかは、以下の方法で確認すること

ができます。 

HDE Controller メインメニューの｢パッケージ管理｣の｢インストール済 RPM
一覧｣ボタンをクリックします。 

cups パッケージがインストールされているか確認します。 

インストールされていなかった場合には、｢RPM インストール｣より、インストー

ルを行います。 

共有プリンター追加方法について、以下の 2 種類の作成方法について説明し

ます。 
 

 A) このサーバーに接続されているプリンター選択した場合 
このサーバーに直接パラレルポート等で接続されているプリンターを

Windows ネットワークの共有プリンターとして公開する設定を行います。 

｢共有プリンター追加｣ボタンをクリックします。 

共有プリンター新規追加画面が表示されます。 
このサーバーに接続されているプリンターを選択し、「進む」ボタンをクリックし

ます。 

その他の詳細設定を行います。 

◇ 共有プリンター名 

共有プリンターの名前を入力します。 

◇ デバイス名 

プリンターが接続されているデバイス名を選択します。UNIX システムにおい

て、全ての機器はデバイスファイルと呼ばれる特殊なファイルとして管理され
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ています。パラレルポートに接続されている機器なら、通常 /dev/lp0, /dev/lp1
というように表示されます。 

◇ ゲストの使用不可 

このサーバーにファイル共有のアカウントを持っていないユーザーが、この共

有プリンターを使用する事を許可するか否かを設定します。 

◇ コメント 

この欄に記入された説明は、共有プリンター一覧を表示する際、及び

Windows クライアントのエクスプローラ等の詳細表示で表示した際にコメント

として表示されるもので、記入しなくともシステム運用上は問題ありません。 

必要な項目を入力後、｢設定する｣ボタンをクリックします。
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 B) ネットワークプリンターを選択した場合 
ネットワークプリンターを Windows ネットワークの共有プリンターとして公開す

る設定を行います。 

｢共有プリンター追加｣ボタンをクリックします。 

共有プリンター新規追加画面が表示されます。 

◇ 共有プリンター名 

共有プリンター名前を入力します。 

◇ リモートホスト名 

プリンターが接続されているサーバーまたはネットワークプリンターのホスト名

または IP アドレスを入力します。 

◇ リモートホストのプリンター名 

リモートホストがネットワークに公開しているプリンターを入力します。 

◇ ゲストの使用許可 

このサーバーにファイル共有のアカウントを持っていないユーザーが、この共

有プリンターを使用する事を許可するか否かを設定します。 

◇ コメント 

この欄に記入された説明は、共有プリンターの一覧を表示する際及び、

Windows クライアントのエクスプローラ等の詳細表示で表示した際にコメント

として表示されるもので、記入しなくともシステム運用上は問題ありません。 

必要な項目を入力後、｢設定する｣ボタンをクリックします。 
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5. Windowsドメインメンバー管理  
このマシンが PDC に設定されている場合には、ドメインメンバーとなるマシン

アカウントを登録する必要があります。 
ここでは、ドメインメンバーとなるマシンのマシンアカウントを管理することがで

きます。 

 

 
この設定を行う場合は、あらかじめこのマシンを PDC に設定して

おく必要があります。 

 

 メンバーの追加 
ドメインメンバーマシンの NetBIOS 名を入力し、「追加」ボタンをクリックします。 

設定をシステムに反映するために、「設定する」ボタンをクリックします。 

 メンバー一覧 
ドメインメンバーマシンの NetBIOS 名の一覧を表示します。 

削除したい場合は、その NetBIOS 名の右に表示される「削除」ボタンをクリッ

クします。 

設定をシステムに反映するために、「設定する」ボタンをクリックします。 
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6. ドメイン管理者設定  
PDC の管理する Windows ドメインのドメイン管理者の設定を行います。ここ

で設定するドメイン管理者情報は、ドメインメンバーマシン上で Windows ドメ

インに参加する際に必要となります。 

 
この設定を行う場合は、あらかじめこのマシンを PDC に設定して

おく必要があります。 

 

 

 ドメイン管理者名 
Windows ドメインを管理するドメイン管理者のアカウント名を入力します。 

ここで指定できるユーザー名は、以下の制限があります。 

先頭が半角小文字アルファベットで始まること 

半角小文字アルファベット、半角数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)、.(ドッ

ト)で構成されていること 

32 文字以内であること 

 パスワード 
ドメイン管理者のパスワードを入力します。 
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ドメイン管理者名とパスワードは、ドメインメンバーマシンが

Windows ドメインに参加する際に必要となりますので忘れないよ

うに注意してください。 
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