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1. ユーザー管理  
LDAP サーバー上のデータベースに登録されているユーザーアカウント情報

の変更または削除を行います。 

 

 ユーザー検索 
登録ユーザーが多数存在する場合は、「ユーザーの頭文字」で検索したいユ

ーザーの頭文字をクリックしたり、「ユーザー検索」のテキストボックスにその

ユーザーのユーザー名を入力し「検索」ボタンをクリックしたりすることで、ユー

ザー一覧表示を絞り込むことができます。 

 

 

 ユーザー編集 
ユーザー情報を変更したい場合は、そのユーザーの「編集」ボタンをクリックす

ると、ユーザー編集画面に移動します。ユーザー編集画面の各項目は、「2.ユ
ーザー追加」を参照してください。 
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 ユーザー削除 
ユーザーを削除したい場合は、そのユーザーの「削除」ボタンをクリックします。

削除を取り消したい場合は、「取消」ボタンをクリックします。 

全ての設定が終わりましたら、「設定する」ボタンをクリックして、ユーザー情報

を LDAP サーバーへ登録します。 

ユーザー削除を行った場合は、そのホームディレクトリも削除するかどうかの

確認メッセージが表示されますので削除する場合は、「OK」を選択します。 

 

 
ユーザー削除でホームディレクトリ削除を行った場合、このマシン

上のホームディレクトリは削除されますが、他の LDAP クライアン

ト上にホームディレクトリがある場合は削除されませんので、その

マシンにログインし手動で削除する必要があります。 

また、メールスプールが残っている場合も同様に削除する必要が

あります。 

ホームディレクトリ等の削除を行わなかった場合、新規ユーザー

の登録で、削除ユーザーの UID と同じ UID でユーザーの作成が

行われる場合があります。 

この時、残骸となったファイルを新規ユーザーが読み書き可能に

なったり、システムの不整合が生じたりする恐れがあります。 
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2. ユーザー追加  
LDAP アカウント管理を利用するには、あらかじめ「LDAP」－「クライアント基

本設定」 において LDAP クライアントの設定を有効にしておく必要があります。 

 

LDAP データベースにユーザーアカウント情報の追加を行います。 

 

 ユーザー名(ログイン名)    
LDAP データベースへ追加するユーザーのアカウント名を入力してください。 

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 

 /etc/passwd または LDAP データベースに登録済みのユーザーでない

こと 
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 パスワード 
ユーザーのログインパスワードを入力してください。 

このパスワードは、SSH、telnet 等のシェルログインだけでなく、POP サーバ

ーを利用する場合は POP パスワードとしても使用されます。また、Samba フ

ァイルサーバーへのログインを LDAP 認証にしている場合は、ファイル共有

パスワードにも使用されます。 

入力したパスワードは、「*」(アスタリスク)で表示されます。 

パスワードの長さは、/etc/login.defs で PASS_MIN_LEN が設定されている

場合は、その文字数以上にしなければなりません。設定されていない場合は、

5 文字以上となります。 

さらに、パスワードの誤入力を防止するため、再入力が必要となります。 

 追加情報(本名など) 
ユーザーに関する付加的な情報を入力します。この項目は省略可能です。 

日本語などのマルチバイト文字列、「'」(シングルクォーテーション)、「"」(ダブル

クォーテーション)、「:」(コロン)を含む文字列は指定できません。 

 グループ 
ユーザーの属するグループを、ユーザー名と同じ名前のグループ、既に

LDAP データベースに存在するグループの中から選択します。「ユーザー名と

同じ」を選択した場合で、LDAP データベースにそのグループが存在しない場

合は自動的にグループを作成します。 

 ログインシェル 
ユーザーのログインシェルを指定します。 

「システムに登録されたシェル」を選択した場合は、右に表示されるセレクトボ

ックスからログインシェルを特定してください。「シェルを利用しない」を選択し

た場合は、SSH、telnet によるログインはできなくなります。「その他のシェル」

を選択した場合は、ログインシェルを入力してください。 

 アカウント有効期限 
ユーザーアカウントの有効期限を指定します。「期限を設定」を選択した場合

は、その有効期限を年月日で指定します。この有効期限を過ぎると、SSH、

telnet によるログインができなくなります。 

 

上記の各項目の設定が終わりましたら「設定する」ボタンをクリックして、ユー

ザー情報を LDAP サーバーへ登録します。 
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ユーザー追加により、このマシン上にはユーザーのホームディレク

トリが自動作成されますが、他の LDAP クライアント上には作成さ

れませんので、他の LDAP クライアントへこのユーザーでログイン

する場合は、あらかじめホームディレクトリを作成する必要があり

ます。他の LDAP クライアントにも HDE Controller X / 6.x / 5.x 
Professional/LG Edition がインストールされている場合は、その

マシン上の管理画面で「LDAP」－「クライアント基本設定」の「自動

ホームディレクトリ作成」を選択することで、シェルログイン時に自

動でホームディレクトリが作成されるようになります。 
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3. グループ管理  
LDAP サーバー上のデータベースに登録されているグループ情報の変更また

は削除を行います。 

 グループ検索 
登録グループが多数存在する場合は、「グループの頭文字」で検索したいグ

ループの頭文字をクリックしたり、「グループ検索」のテキストボックスにそのグ

ループのグループ名を入力し「検索」ボタンをクリックしたりすることで、グルー

プ一覧表示を絞り込むことができます。 

 グループ編集 
グループ情報を変更したい場合は、そのグループの「編集」ボタンをクリックす

ると、グループ編集画面に移動します。グループ編集画面の各項目は、「4.グ
ループ追加」を参照してください。 

 グループ削除 
グループを削除したい場合は、そのグループの「削除」ボタンをクリックします。 

削除を取り消したい場合は、「取消」ボタンをクリックします。 

 

全ての設定が終わりましたら、「設定する」ボタンをクリックして、グループ情報

を LDAP サーバーへ登録します。 
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4. グループ追加  
LDAP データベースにグループアカウント情報の追加を行います。 

 グループ名 
LDAP データベースへ追加するグループ名を入力してください。 

ここで指定できるグループ名は、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 

/etc/group または LDAP データベースに登録済みのグループでないこと 

 グループID 
グループに付与するグループ ID(GID)を指定します。 

初期表示でデフォルトとして既に一意な数値が入力されていますので、特に

理由のない限りは変更する必要はありません。この欄を空白にすると、グル

ープ ID は自動的に決定されます。  

 グループメンバー 
このグループに属するユーザー名を入力します。 

全ての設定が終わりましたら、「設定する」ボタンをクリックして、グループ情報

を LDAP サーバーへ登録します。 
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5. テンプレート設定  
「ユーザー追加」で作成するユーザーの初期値を設定します。 

 

 ホームディレクトリのプレフィックス 
ユーザー追加で作成するユーザーのホームディレクトリのプレフィックスを指

定します。 
例えば /home を指定した場合は、ユーザー追加時、/home/ユーザー名 とい

うディレクトリがホームディレクトリとして設定されます。通常は変更する必要

はありません。 

 追加情報 
ユーザーに関する付加的な情報を入力します。この項目は省略可能です。 

日本語などのマルチバイト文字列、「'」(シングルクォーテーション)、「"」(ダブル

クォーテーション)、「:」(コロン)を含む文字列は指定できません。 

 ログインシェル 
ユーザーのログインシェルを指定します。 

「システムに登録されたシェル」を選択した場合は、右に表示されるセレクトボ

ックスからログインシェルを特定してください。「シェルを利用しない」を選択し

た場合は、SSH、telnet によるログインはできなくなります。「その他のシェル」

を選択した場合は、ログインシェルを入力してください。 

1-16. LDAP アカウント       249 



250       HDE Controller X ユーザーマニュアル 

 アカウント有効期限 
ユーザーアカウントの有効期限を指定します。 

「期限を設定」を選択した場合は、その有効期限を年月日で指定します。この

有効期限を過ぎると、SSH、telnet によるログインができなくなります。 

上記の各項目の設定が終わりましたら「設定する」ボタンをクリックして、テン

プレート設定を設定ファイルへ反映させます。 
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