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概要

この資料は Microsoft Active Directory （AD）の使用の C880 で動作するために Lightweight
Directory Access Protocol（LDAP）を得るために設定例を記述したものです。 C880 LDAP 実装
はユーザが Common Name （CN） = ユーザにあるなる方法でユニークです。 はたらくそれのた
めにまたいくつかの特定のコンフィギュレーション必要条件があります。 

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Server: C880-M4●

ファームウェア: 1.0.5●

Microsoft アクティブディレクトリサーバ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



LDAP 実装

userX が MMB にログインにほしい時:

ステップ 1. MMB ファームウェアは CN=Users の下で userX を頼みます（ハードコード）検索す
るために AD サーバを。

呼び出します。 userX は AD サーバからの CN=Users にあること MMB ファームウェアが応答を
受け取れば、MMB ファームウェアは組織ユニット MMB Web UI のベース DN フィールドからの
サブツリーとしてグループ ディレクトリによって規定 される場所からのディレクトリ情報樹
（DIT）の（OU）のツリーの userX を捜すために AD サーバを頼みます。

ステップ 3 userX は userX が属する AD サーバ（グループ名送信 されるあること）からの OU の
ツリーに MMB ファームウェアがまた AD サーバから応答を受け取れば、受け取ったグループ名
が MMB Web UI の LDAP ユーザグループ ページで登録されているグループ名のマッチであるか
どうか MMB ファームウェアは確認します。

ステップ 4 グループ名が一致である場合、userX はログインできます。

出典： 冨士通

設定

特別なアカウントを作成して下さい

ステップ 1.サーバの管理 IP アドレスへのセキュア シェル（SSH）および管理者としてログイン
。

ステップ 2.特別な admin およびセリウム アカウントを作成して下さい:

Administrator> set special_account spadmin admin

Are you sure you want to add spadmin? [Y/N]: y

Password:xxxxxxxxxx

Confirm Password:xxxxxxxxxx

Administrator>

Administrator> set special_account spce ce

Are you sure you want to add spce? [Y/N]: y

Password:zzzzzzzzzz

Confirm Password:zzzzzzzzzz

Administrator>

ディレクトリ サービス

ステップ 1.ユーザ Administration > LDAP 設定 > ディレクトリ サービス設定への移動。

ステップ 2. LDAP のために『Enabled』 をクリック して下さい。

ステップ 3. LDAP SSL を有効または無効にするためにかどうか選択して下さい。

ステップ 4.ディレクトリ サーバタイプに廃棄メニューから Active Directory を選択して下さい。



ステップ 5.プライマリ LDAP サーバのための詳細を入力し、LDAP サーバコンフィギュレーショ
ンをバックアップして下さい。

ステップ 6.ドメイン名を入力して下さい。

ステップ 7.ベース DN からサブツリーとしてグループ ディレクトリを入力して下さい。 常駐す
るユーザグループ必要でここに作成されるこれはところ AD グループです。 

ステップ 8. LDAP Auth ユーザ名 および パスワードを入力して下さい。 この DC=com CN=Users
で、DC=domain 存在 することを、ユーザーのニーズ。

ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 10.イメージに示すように LDAP を、『Test』 をクリック して下さい。

ユーザグループを作成して下さい

ステップ 1.ユーザ Administration > LDAP 設定 > LDAP ユーザグループへの移動リスト。

ステップ 2.新しいグループを追加するために Add Group ボタンをクリックして下さい。

ステップ 3. LDAP ユーザグループ名前を入力し、特権を与えって下さい（例えば Admin） 

ステップ 4.イメージに示すように『Apply』 をクリック して下さい。



Active Directory

ステップ 1. c880bind ユーザを作成して下さい。

ステップ 2.イメージに示すように ldaptest ユーザを作成して下さい。

CN=Users、DC=VXI、DC=local:

ステップ 3.イメージに示すように OU の MMBadmin セキュリティグループを作成して下さい。

OU=VXI-TAC-Team の MMBadmin グループ、OU=VXI-IT、OU=VXI:



 ステップ 4.イメージに示すように MMBadmin に ldaptest 追加して下さい。



確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

テスト LDAP ははたらく必要があります●

ldaptest アカウントのログインにできる必要があります●

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

サーバをおよび AD 設定を確認して下さい冨士通の LDAP 実装に合致する ●

AD サーバからパケット キャプチャを集めて下さい●

関連情報



PRIMEQUEST 2000 シリーズ マニュアル インストール マニュアルおよびツール参照で構成
されている

●

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems●

http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/mission-critical/primequest/documents/manuals/index.html#pq2000-manual
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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