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概要

この資料は LDAP認証失敗問題を調査するために Unified Communication 管理スイート
（UCSM）およびステップの Lightweight Directory Access Protocol （LDAP） 設定の検証で情報
を提供したものです。

コンフィギュレーション ガイド:

UCSM 認証の構成

サンプル Active Directory （AD） 設定

UCSM LDAP設定を確認して下さい

順調に展開し、100% ことをで完了されて UCSM が有限状態マシン （FSM）ステータスのチェ
ックによって設定を示すことを確かめて下さい。

UCSM Command Line Interface （CLI） コンテキストから

Nexus オペレーティング システム（NX-OS） CLI コンテキストから

LDAP設定 最良 の 方法

1. 「ネイティブ Authenitcation」変更レルムの代りに追加認証 ドメインを作成して下さい

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-2/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_2/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_2_chapter_01000.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/sample_configurations/UCSM_1_4_LDAP_with_AD/b_Sample_Configuration_LDAP_with_AD/b_Sample_Configuration_LDAP_with_AD_chapter_01.html


2. ユーザが「ネイティブ 認証」の使用からロックされたら「コンソール 認証」のためにローカ
ル領域を、admin まだできますコンソールからそれにアクセスこと常に使用して下さい。

3. UCSM はローカル認証に戻ってある特定の auth ドメインのすべてのサーバがログイン試行
（テスト aaa コマンドのための適用されない）の間に応答しなかった場合常に失敗します。

LDAP設定の検証

NX-OS コマンドを使用して LDAP認証をテストして下さい。 「テスト AAA」コマンドは NX-OS
CLIインターフェイスからだけ利用できます。

1. LDAP グループ別設定を検証して下さい。

次のコマンドは設定 された 順序に基づいてすべての設定された LDAPサーバのリストを通過しま
す。

2. 特定の LDAPサーバ 設定を検証して下さい

注： <password> ストリングはターミナルで表示する。

この場合、UCSM は特定のサーバに対して規定 された LDAPサーバのために設定されるフィルタ
がない場合認証をテストし、失敗する場合があります。

LDAP ログイン障害のトラブルシューティング

このセクションは LDAP認証問題の診断で情報を提供します。

問題のあるシナリオ #1 -ログインはできません

UCSM 両方グラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）および CLI によって LDAP ユーザと
してログインできません

LDAP認証をテストしている間サーバに」を認証を受けているユーザは「エラー受け取ります。

推奨事項
インターネット制御メッセージ プロトコル （ICMP） PING によって LDAPサーバとファブリッ
ク相互接続（FI）マネージメントインターフェイス間のネットワーク接続をおよびローカルmgmt
コンテキストからの確立 Telnet接続確認して下さい

UCSM が LDAPサーバを ping するか、または LDAPサーバに Telnetセッションを開くことができ
ない場合 Internet Protocol （IP） ネットワーク接続を調査して下さい。

ドメイン ネーム サービス（DNS がことを LDAPサーバ ホスト名のための UCS に）正しい IP ア
ドレスを戻したら確認し、LDAP トラフィックがこれら二つのデバイスの間でブロックされない



ことを確かめて下さいかどうか。

問題のあるシナリオ #2 - GUI にログイン することができましたり SSH にログイン
することができません

LDAP ユーザは UCSM GUI によってログインできましたり FI に SSH セッションを開くことがで
きません。 

推奨事項

SSH セッションを LDAP ユーザとして FI に設定するとき、UCSM は「UCS」が LDAP domain-
name の前に付加されるように要求します

* Linux/MAC マシンから 

* PuTTy クライアントから

注： ドメイン名は大文字/小文字の区別があり、UCSM で設定される domain-name を一致する必
要があります。 最大ユーザ名 長さは 32 の文字である場合もありますドメイン名が含まれている
。

「ucs-<domain-name> \ <user-name>」= 32 の文字。

問題のあるシナリオ #3 -ユーザは読み取り専用特権があります

LDAP ユーザは LDAP グループ マップが UCSM で正しく設定されるのに読み取り専用特権をロ
グインし持つ場合がありますが。

推奨事項
ロールが LDAP ログイン プロセスの間に取得されなかった場合、リモートユーザは既定のロール
（read only アクセス）または拒否されたアクセス権（非ログイン）とリモート・ログイン ポリ
シーに基づいて UCSM に、ログインすることができます。

リモートユーザがログオンするおよびユーザが読み取り専用アクセスを可能になった時、ケース
が LDAP/AD のユーザグループ メンバシップ 詳細を確認すること。
たとえば、MS アクティブ ディレクトリのために ADSIEdit ユーティリティを使用できます。 ま
たは Linux/Mac の場合には ldapserach。

それはまた NX-OS シェルからの「テスト AAA」コマンドで確認することができます。

問題のあるシナリオ #4 - 「リモート 認証」を用いるログインはできません

ユーザは「ネイティブ 認証」がリモート 認証 メカニズム（LDAP 等）に変更されたときにログ
インできませんし、UCSM にリモートユーザとして読み取り専用アクセスをアクセスできません 

推奨事項



コンソールアクセスのためのローカル認証への UCSM fallsback としてリモート 認証 サーバに達
することができないときそれを回復 するためにステップの下で続くことができます。

1. 機能しているかどれがプライマリとしてプライマリ FI の mgmt インターフェイス ケーブルを
切って下さい（show cluster 状態は示します）
2. プライマリ FI のコンソールに接続して下さい
3. ネイティブ 認証を変更する Execute 続くコマンド

4. mgmt インターフェイス ケーブルを接続して下さい
5. UCSM によってローカルアカウントを使用してログインし、リモート 認証（前 LDAP）グルー
プのための auth ドメインを作成して下さい。
注： mgmt インターフェイスを切ることはデータ Planeトラフィックを影響を及ぼしません。

問題のあるシナリオ #4 -有効に なる SSL を LDAP認証使用しかしない

LDAP認証は Secure Socket Layer （SSL）なしで SSL オプションが有効に なるときうまく働き
ますが、失敗します。

推奨事項
UCSM LDAP クライアントは設定された信頼ポイント（認証局 （CA） 認証）を SSL 接続を確立
している間使用します。

1. 信頼点が正しく設定されたことを確かめて下さい。

2. 証明書の識別フィールドは LDAPサーバの「ホスト名「であるはずです。 UCSM で設定される
ホスト名が認証で現在のホスト名と一致し、有効であることを確かめて下さい。

3. UCSM が「ホスト名」LDAPサーバのない「IP アドレス」で設定され、ローカルmgmt インタ
ーフェイスから recheable であることを確かめて下さい。

問題のあるシナリオ #5 -認証は LDAP プロバイダが変更した後失敗します

認証は古い LDAPサーバを削除し、新しい LDAPサーバを追加した後失敗します 

推奨事項
LDAP が新しいサーバの認証レルム、削除および追加で使用されているとき割り当てられません
。 UCSM 2.1 バージョンから、それは FSM 失敗という結果に終ります。

/同じトランザクションの新しいサーバを追加する取除くことがある時続くべきステップ

1. LDAP を使用してすべての認証レルムがローカルに変更され、設定を保存したことを確かめて
下さい。
2. LDAPサーバをアップデートし、FSM ステータスが正常に完了したことを確認して下さい。
3. ステップ 1 で修正される LDAP にドメインの auth レルムを変更して下さい。

他のすべての問題のあるシナリオに関しては- LDAP デバッグ

デバッグをつけて下さい、LDAP ユーザとしてログインし、壊れるログイン イベントをキャプチ
ャ する UCSM techsupport と共に続くログを収集するように試みて下さい。



1) SSH セッションを FI に開き、ローカルユーザとしてログインし、NX-OS CLI コンテキストに
変更して下さい。

2) 続くデバッグ フラグを有効に し、ログファイルに出力される SSH セッションを保存して下さ
い。

3) この場合新しい GUI または CLI セッションを開き、リモート（LDAP）ユーザとしてログイン
するように試みて下さい
4) ログイン障害 メッセージを受け取ったら、デバッグを消して下さい。

LDAP トラフィックのパケット caputure

パケットキャプチャが必要となるシナリオ、Ethanalyzer で FI と LDAPサーバ間の LDAP トラフ
ィックをキャプチャ するのに使用されるできて下さい。

上のコマンドでは、pcap ファイルは /workspace/diagnostics ディレクトリの下で保存され、FI か
らローカルmgmt CLI コンテキストによって取得することができます

コマンドの上であらゆるリモート（LDAP、TACACS、RADIUS） authenitcation トラフィックの
ためのパケットをキャプチャ するのに使用することができます。
5. 関連した UCSM techsupport バンドルをログオンします

UCSM techsupport では、関連したログは <FI>/var/sysmgr/sam_logs ディレクトリの下にありま
す

既知の警告

CSCth96721
サムの LDAPサーバの rootdn は 128 文字以上割り当てる必要があります

以前の UCSM バージョンに 2.1 ベース DN/バインド DN ストリングのための 127 文字の制限が
あります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2.0/b_UCSM_CLI_Co
nfiguration_Guide_2_0_chapter_0111.html#task_0FC4E8245C6D4A64B5A1F575DAEC6127

--------- 以下省略 ----------
サーバが検索を始める必要がある LDAP 階層の特定の識別名はリモートユーザがログオンするシ
ステムときユーザの DN をユーザ名に基づいて得るように試み。 最大サポートされた文字列長は
127 文字です。
--------------------------------------------------------

問題は 2.1.1 でおよびリリースの上で解決されます

CSCuf19514
LDAP デーモンはクラッシュしました

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCth96721/
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-0/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_0/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_0_chapter_0111.html#task_0FC4E8245C6D4A64B5A1F575DAEC6127
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-0/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_0/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_0_chapter_0111.html#task_0FC4E8245C6D4A64B5A1F575DAEC6127
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuf19514/


LDAP クライアントは ldap_start_tls_s コールが初期化を完了する奪取 すれば ssl ライブラリを初
期化している間 60 秒以上クラッシュするかもしれません。 これは DNS 解決で無効 な DNS エン
トリ/遅延のだけ包みます起こる可能性があります。

DNS 解決遅延およびエラーを当たるためにステップを踏んで下さい。


