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Cisco UCS Performance Manager スタートアップ ガイド 

はじめに 
『Cisco UCS Performance Manager スタートアップ ガイド』では、Cisco UCS Performance Manage Express および 
Cisco UCS Performance Manager のインストール後の設定について説明します。 

■ Cisco UCS Performance Manager Express では、Cisco UCS Central、Cisco UCS ドメイン、Linux および 
Microsoft Windows サーバ、ハイパーバイザ サーバおよびコントロール センターのモニタリングができ 
ます。 

■ Cisco UCS Performance Manager では、Cisco UCS Central、Cisco UCS ドメイン、Linux および Microsoft 
Windows サーバ、ハイパーバイザ サーバ、ネットワーク デバイス、ストレージ デバイスおよびコントロール 
センターのモニタリングができます。 

 
便宜上、このマニュアルでは、総称して「Cisco UCS Performance Manager」を使用し、2 つのライセンス間の違

いを明示的に記載します。 
 
関連資料 

タイトル 説明 

『Cisco UCS Performance Manager スタートアップ  
ガイド』 

インストール後に環境をモニタするために Cisco UCS 
Performance Manager を設定する手順について説明します。 

『Cisco UCS Performance Manager Administration 
Guide』 

Cisco UCS Performance Manager のアーキテクチャおよび機

能の概要と、システムを使用する上で役立つ手順と例を提

供します。 
『Cisco UCS Performance Manager User Guide』 UCS 環境で Cisco UCS Performance Manager を使用するた

めの詳細な手順について説明します。 
『Cisco UCS Performance Manager Installation Guide』 Cisco UCS Performance Manager のインストールとアップグ

レードの詳細情報と手順を提供します。 
『Cisco UCS Performance Manager Migration Guide』 Cisco UCS Performance Manager バージョン 1.1.x からバー

ジョン 2.0 へのデータ移行の詳細情報と手順を提供します。 
『Cisco UCS Performance Manager Release Notes』 公開されているマニュアル セットではまだ提供されていない

既知の問題、解決済みの問題、および最新の情報につい

て説明します。 
 

マニュアルに関するフィードバック 
 
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、

HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。 ご協力をよろしくお願いいたします。 
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1 Cisco UCS Performance Manager へようこそ 
 

 

Cisco UCS Performance Manager をインストールすると、Cisco UCS Performance Manager セットアップ ウィザード

により、EULA の同意、ライセンス キーの提供、ユーザの定義、UCS セントラル デバイスの設定、UCS ドメイン

の設定、およびインフラストラクチャ デバイスの追加プロセスが開始されます。 
 
Cisco UCS Performance Manager は、標準の管理 API を使用してパフォーマンス データを収集するため、独自

のエージェントはインフラストラクチャ デバイスにインストールされていません。ただし、次の項を確認し、モニタ

するデバイスがデータの要求に応答する準備ができていることを確認することを推奨します。 
 

ネットワーク デバイスの準備 
 
 

 
 

（注）ライセンスが Cisco UCS Performance Manager Express の場合は、このトピックをスキップします。 
 
 

Cisco UCS Performance Manager は、SNMP を使用して多くのシスコ製品に対してカスタマイズされたサポートま

たは汎用サポートを提供します。 
 
次の表に、シスコ製品とシスコ製品をサポートするカスタマイズされた Cisco UCS Performance Manager のデバ

イス タイプとの関係を示します。デバイス タイプは、[Add Infrastructure] ウィザードの [Network] 領域にリストさ

れます。このウィザードは、セットアップ ウィザードの一部で、Cisco UCS Performance Manager ブラウザ イン

ターフェイスから利用できます。 
 
 

（注）Cisco Nexus 7000 および 9000 スイッチなど、サポート対象製品の中には、個別にモニタするエンドポイント

が多数存在するものがあります。そのような高密度デバイスをモニタする場合に、どのサイズの Cisco UCS 
Performance Manager 仮想マシンを必要とするかが不明な場合は、シスコ代理店にお問い合わせください。 
 
 

 
 

（注）Cisco Nexus 9000 シリーズ デバイスをモニタするには、はじめにデバイスの機能マネージャ CLI コマンド

で NX-API を有効にする必要があります。このタスクの実行方法については、次のシスコのマニュアルを参照

してください：http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-
x/programmability/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Programmability_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-
OS_Programmability_Configuration_Guide_chapter_0101.html#concept_BCCB1EFF9C4A4138BECE9ECC0C4E38DF 
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シスコの製品 デバイス タイプ 

Cisco Catalyst 6500 および 3560 シリーズ スイッチ Cisco 6500（SNMP） 
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 5000（SNMP + Netconf） 
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 7000（SNMP + Netconf） 
Cisco Nexus 1000v シリーズ スイッチ Cisco Nexus 1000V（SNMP + Netconf） 
Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 3000（SNMP + Netconf） 
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 9000（NX-API） 
Cisco Catalyst 6500 シリーズ仮想スイッチング システム Cisco VSS（SNMP） 
Cisco MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Cisco MDS 9000（SNMP） 

 

さらに、Cisco UCS Performance Manager では 2 つの汎用デバイス タイプが提供されます。 

シスコの製品 デバイス タイプ 

Cisco CatOS ベース スイッチまたはルータ 汎用スイッチまたはルータ（SNMP） 
Cisco IOS ベース スイッチまたはルータ Cisco IOS（SNMP） 

 

モニタリング用のスイッチまたはルータ デバイスを準備するには、デバイス上の SNMP エージェントが動作し

ていることを確認します。 

 

ストレージ デバイスの準備 
 
 

 
 

（注）ライセンスが Cisco UCS Performance Manager Express の場合は、このトピックをスキップします。 
 
 

 
レガシー NetApp ファイラ 
 
Cisco UCS Performance Manager は、SNMP を使用して Data ONTAP® API（ZAPI）をサポートしていないレガ

シー NetApp ファイラをモニタします。 
 
 

（注）多くのオブジェクト（Aggregate、Volume、Plex および RAID グループ）の値は NetApp MIB で公開されて

いないため、収集されたデータはおおよそのものです。 
 
 

モニタリング用のレガシー NetApp ファイラを準備するには、SNMPv2 がインストールされていることを確認して

から SNMP エージェントを開始します。 
 
最新の NetApp ファイラ 
 
Cisco UCS Performance Manager は、HTTP を使用して Data ONTAP® API（ZAPI）をサポートする NetApp 
ファイラをモニタします。 
 
モニタリング用の最新の NetApp ファイラを準備するには、次の条件を確認します。 

■ ファイラが 7 モードまたは C モードで動作している。 
■ ZAPI がインストールされ、有効になっている。バージョン 8.x またはそれ以降の最新バージョンが必要。 
 
また、ZAPI を使用する権限を持つファイラでのアカウントのユーザ名とパスワードが必要です。 
 
EMC ストレージ アレイ 
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Cisco UCS Performance Manager は、Web-Based Enterprise Management（WBEM）プロトコルを使用して、EMC 
VMAX および VNX ストレージ アレイに関連付けられた EMC Storage Management Initiative Specification
（SMI-S）プロバイダーにクエリを送信します。 
 
モニタリング用に EMC アレイを準備するには、少なくとも 1 つの EMC SMI-S プロバイダーが、モニタする各タ

イプのアレイに対して稼働していることを確認します。（VMAX と VNX のデータ モデルは異なります。）また、

次の情報も必要です。 

■ 各 SMI-S プロバイダーでデータを収集する権限を持つユーザ アカウントのユーザ名とパスワード。 
■ 各 SMI-S プロバイダーの IP アドレス。 
■ 各 SMI-S プロバイダーがリクエストをリッスンするポート番号。 
■ SSL を使うかどうか。 

SMI-S プロバイダーを Cisco UCS Performance Manager に追加する前に、リクエストに応答していることを確認

することを推奨します。 
 
 

（注）統計情報ロギングが EMC デバイスで無効の場合、EMC アレイのコンポーネント タイプのグラフの多くに

は NaN と表示されます。ロギング機能はデフォルトのタイムアウト値が低いので、高い値に設定するか、ロギン

グ機能を定期的にオンにする必要があります。 
 
 

 

SMI-S プロバイダーの確認 
 
この手順を実行するには、モニタするアレイの SMI-S プロバイダーへのネットワーク パスを持つ Linux ホストが

必要です。 
 
 

（注）Cisco UCS Performance Manager のホストではこの手順を実行しないでください。 
 
 

EMC アレイに関連付けられた SMI-S プロバイダーが正しく設定され、コマンド ライン ツールから WBEM クエ
リに応答していることを確認するには、次の手順を実行します。 
 
1 Linux ホストに root として、またはスーパーユーザ権限を持つユーザとしてログインします。 
2 wbemcli などの WBEM コマンドライン インターフェイス パッケージをインストールします。 
3 SMI-S プロバイダーを確認します。変数をご使用の環境で有効な値に置換します。 
 

 
期待される結果は、ディスク ドライブ クラスのリストです。 
 

サーバ デバイスの準備 
 
 

 
Linux サーバ 
 
Cisco UCS Performance Manager は、SNMP または SSH を使用して Linux サーバをモニタします。 
 
SNMP モニタリング用に Linux サーバを準備するには、SNMP パッケージをサーバ（たとえば、Net-SNMP）に
インストールし、エージェントを起動します。 
 
SSH モニタリング用に Linux サーバを準備するには、SSH サーバ パッケージ（たとえば、OpenSSH）をインス

トールし、SSH デーモンを起動します。また、標準のユーザ特権を持つサーバ上のユーザ アカウントのユーザ

wbemcli IP-Address:Port -u admin -p 'Password' -n root/emc --no-ssl 
ei('EMC_DiskDrive') 
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名とパスワードを取得します（ルート権限は必要ありません）。 
 
Windows サーバ 
 
Cisco UCS Performance Manager は、SNMP または WinRM を使用して次の Microsoft Windows システムをモ

ニタします。 

■ Microsoft Windows Server 2012 および 2012 R2 
■ Microsoft Windows Server 2008 R2 
 
SNMP モニタリング用に Windows システムを準備するには、SNMP サービスを起動します。 
 
WinRM モニタリング用に Windows システムを準備するには、付録の「Windows システムの準備」を参照してく

ださい。 
 

ハイパーバイザ デバイスの準備 
 
 

 
vSphere エンドポイント 
 
Cisco UCS Performance Manager は、SOAP を使用して vSphere 4.1、5.0、5.1、5.5 または 6.0 を実行している 
VMware vSphere サーバをモニタします。 
 
モニタリング用に VMware vSphere サーバを準備するには、ソフトウェア バージョンを確認し、vSphere API を使

用する権限があるサーバのアカウントのユーザ名とパスワードを取得し、SSL を使用するかどうかを決定します。 
 
Microsoft Hyper-V 
 
Cisco UCS Performance Manager は、WinRM を使用して次の Microsoft Hyper-V システムをモニタします。 

■ Microsoft Hyper-V Server 2012 および 2012 R2 
■ Microsoft Hyper-V Server 2008 および 2008 R2 
 
WinRM モニタリング用に Hyper-V サーバを準備するには、付録の「Windows システムの準備」を参照してくだ

さい。 
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2 Cisco UCS Performance Manager へのアクセス

の有効化 
 

 

コントロール センターは、管理するサービスの IP アドレスをプロキシし、正常動作中にアドレスを変更できます。

アクセスを円滑化するために、コントロール センターは、Cisco UCS Performance Manager Web サーバの仮想

ホスト名を提供します。 
 
デフォルトの仮想ホスト名は、コントロール センターのマスターホストのホスト名の前に ucspm. を追加するだ

けです。他の仮想ホスト名も作成できます。詳細については、10 ページの新しい仮想ホスト名の作成を参照し

てください。 
 
Cisco UCS Performance Manager のブラウザ インターフェイスへのアクセスを有効化にするには、ネットワーク全

体のアクセスを設定するか、またはクライアント システムを設定します。 

■ ネットワーク全体のアクセスを設定するには、環境内の DNS サーバに Cisco UCS Performance Manager の
仮想ホスト名を追加します。 

■ クライアント システムを設定するには、C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ファイル

（Windows システム）または /etc/hosts ファイル（Linux および OS/X システム）に仮想ホスト名を追加し

ます。 
 

仮想ホスト名の hosts ファイル シンタックス 
 
 

次の行は、名前解決ファイルに追加するエントリの構文を示しています。 
 

 
 

たとえば、次のエントリは、example.com ドメインの、IP アドレス 192.0.2.12 のコントロール センターのマ

スターホスト、ホスト名 ucspm-master を識別します。 
 

 
 

Windows 7 システムでの名前解決の設定 
 
 

この手順を実行するには、Windows 管理者権限が必要です。 
 
1 管理者権限を持つユーザとして Windows 7 にログインします。 
2 [Start] メニューから、[All Programs] > [Accessories] > [Notepad] を強調表示します。 

192.0.2.12 ucspm-master.example.com ucspm-master ucspm.ucspm-master 

IP-Address FQDN Hostname ucspm.Hostname 
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3 右クリックして [Run as administrator] を選択します。 
4 メモ帳の [File] メニューで、[Open] を選択します。 
5 [Open] ウィンドウの [File Name] フィールドに、C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts と入

力します。 
6 ファイルの末尾に、コントロール センターのマスター ホストの名前解決エントリを追加します。 

詳細については、9 ページの仮想ホスト名の hosts ファイル シンタックスを参照してください。 
7 ファイルを保存してメモ帳を終了します。 
 

Linux または OS/X システムでの名前解決の設定 
 
 

この手順を実行するには、クライアント システムのスーパーユーザ権限が必要です。 
 
1 クライアント システムに root として、または sudo 権限を持つユーザとしてログインします。 
2 テキスト エディタで /etc/hosts ファイルを開きます。 
3 ファイルの末尾に、コントロール センターのマスター ホストの名前解決エントリを追加します。 

詳細については、9 ページの仮想ホスト名の hosts ファイル シンタックスを参照してください。 
4 ファイルを保存し、エディタを閉じます。 
 

新しい仮想ホスト名の作成 
 
 

 
1 コントロール センター ブラウザ インターフェイスにログインします。 
 

 
2 [Application ] テーブルの [Application] カラムで、アプリケーション名 （[ucspm]） をクリックします。 
 

 
3 右側の [Virtual Hosts] テーブルの上にある [+ Add Virtual Host] ボタンをクリックします。 
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4 新しい仮想ホストのエイリアスを定義します。 

a [Name] フィールドに、新しいエイリアスの完全修飾ドメイン名を入力します。 
b [Service - Endpoint] リストから、[ucspm - zproxy] を選択します。 

c [Add Virtual Host] をクリックします。 
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3 Cisco UCS Performance Manager のセットアップ 
 

 

このセクションでは、Cisco UCS Performance Manager セットアップ ウィザードを使用して、エンドユーザ ライセ

ンス契約書の同意、ライセンス キーの提供、ユーザとパスワードの定義、UCS セントラルと UCS ドメインのセッ

トアップ、および追加インフラストラクチャの追加を行う方法を説明します。 
 
セットアップ ウィザードは、Cisco UCS Performance Manager ブラウザ インターフェイスに初めてログインすると

起動します。（サポートされるブラウザおよびクライアントのオペレーティング システムの詳細については、

4 ページの「はじめに」を参照してください）。 
 
Cisco UCS Performance Manager のブラウザ インターフェイスを開くには、コントロール センターから提供された

仮想ホストのエイリアスを選択します。たとえば、Cisco UCS Performance Manager アプライアンスのデフォルトの

ホスト名を使用する場合は、ucspm、Cisco UCS Performance Manager のブラウザ インターフェイスの Web アド

レスは https://ucspm.ucspm です。 
 
 

（注）セットアップ ウィザードは 20 分たっても完了していない場合タイムアウトします。再度開始するには、その

ブラウザ ウィンドウまたはタブを閉じ、再度ログインします。 
 
 

セットアップ ウィザードを完了するには、次の項目が必要です。 

■ 組織を代表して Cisco UCS Performance Manager のエンドユーザ ライセンス契約を受諾する権限。 
■ デフォルトの管理アカウント（admin）のパスワード。 
■ 1 つの別の管理アカウントのユーザ名とパスワード。 
■ 製品（Cisco UCS Performance Manager Express または Cisco UCS Performance Manager）のライセンス キー。

ライセンス キーを取得するには、シスコの担当者にご連絡ください。 
■ ご使用の環境の UCS セントラルおよび UCS ドメインのホスト名または IP アドレス。また、モニタする予定の

リソースへの読み取りアクセスを許可された各サーバでのアカウントのユーザ名とパスワードが必要。 
 
セットアップ ウィザードに最後の手順として [Add Infrastructure] ページが含まれます。この手順は任意です。

[Add Infrastructure] ページは Cisco UCS Performance Manager インターフェイスの一部であるため、いつでも利

用できます。 
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ライセンス契約への同意 
 
 

Cisco UCS Performance Manager を仮想マシンにインストールし、コントロール センターを開始した後で、この手

順を実行します。 
 
1 Web ブラウザで、Cisco UCS Performance Manager インターフェイスのログイン ページに移動します。 

Cisco UCS Performance Manager は、最初のログイン試行を [Setup] ページにリダイレクトします。このページ

に [End User License Agreement] （EULA）ダイアログがあります。 
 
 

（注）ホスト名を解決できない場合は、DNS サーバを確認するか、またはクライアント マシンで hosts ファ

イルへのエントリを追加します。9 ページの Cisco UCS Performance Manager へのアクセスの有効化を参照して

ください。 
 
 

2 契約を一読します。 

3 [EULA] ダイアログの下部で、左側のチェックボックスをオンにし、右側の [Accept License] ボタンをクリック

します。 
 

図 1：[EULA] ダイアログの下部 
 

 
 

ライセンス キーの提供 
 
 

この手順を実行するには、Cisco UCS Performance Manager Express または Cisco UCS Performance Manager の
ライセンス キー ファイルが必要です。また、ファイルを Cisco UCS Performance Manager のブラウザ インター

フェイスにアクセスするワークステーションに置く必要があります。ライセンス キー ファイルを取得する方法の

詳細については、シスコ代理店にお問い合わせください。 

EULA に同意した後、この手順を実行します。 
 
1 [Cisco UCS Performance Manager Setup] ページで、[Get Started!] をクリックします。 
 

 
2 [Add Licenses] ページで、[Add License File] ボタンをクリックします。 
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（注）ライセンス ファイルがまだない場合は、30 日間のトライアル バージョンを使用できます。ユーザ イン

ターフェイスからライセンス ファイルを後で入力できます。『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』
の「Product Licensing」セクションを参照してください。 

 
 

3 [Open] ダイアログ ボックスで、ライセンス ファイルを選択し、[Open] をクリックします。 
 

 
4 次のタスクに進むか、前の手順を繰り返します。 

■ [Current Status] フィールドの製品名とサーバ数が、購入した製品に一致する場合は、[Next] をクリックし

ます。 
■ 製品名とサーバ数が、購入した製品と一致しない場合は、[Remove] ボタンをクリックし、シスコ代理店に

お問い合わせください。 
 
 

（注）Cisco UCS Performance Manager のブラウザ インターフェイスには、ライセンス キーを変更するための

オプションが含まれています。 
 
 

 
[Next] をクリックして、[Setup Users] の手順に進みます。 
 

ユーザ設定 
 
 

1 [Set admin password] 領域で、管理者ユーザ アカウントのパスワードを入力し、確認します。 

パスワードには、1 つの大文字と 1 つの数字を含む、8 文字以上を使用する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 [Create your account] 領域で、追加の管理ユーザ アカウント名とパスワードを 1 つ作成します。 
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3 [Next] をクリックします。 
 
[Next] をクリックして、[Add UCS Centrals] の手順に進みます。 
 

UCS セントラルの追加 
 
 

この手順は任意です。UCS セントラルをモニタリングしていない場合は、[Next] をクリックして次の手順にスキッ

プします。モニタリングしている場合は、次の手順に従って UCS セントラルを追加します。 
 
1 [Add UCS Centrals] ページで、1 つ以上の UCS セントラルの接続クレデンシャルを提供します。 
 

 

a [Enter multiple similar devices, separated by a comma, using either hostname or IP address] フィールドに、

UCS セントラル ホストの完全修飾ドメイン名または IP アドレスを入力します。 
b [Username] フィールドに、モニタする予定のリソースへの読み取りアクセスを許可された UCS セントラル

のユーザ アカウントの名前を入力します。 
c [Password] フィールドに、前の手順で指定したユーザ アカウントのパスワードを入力します。 
d [Add] をクリックします。 

2 [UCS Central] テーブルの[Status] カラムの情報を確認し、UCS セントラルを削除、UCS セントラルを追加す

るか、または進みます。 
 

 
 

■ [Status] カラムの最後のメッセージが Failure の場合、[Remove] カラムのボタンをクリックし、もう一度

ドメインを追加してみてください。 
■ [Status] カラムの最後のメッセージが Success の場合、別のドメインを追加するか、または次のページ

に進むことができます。 
 
[Next] をクリックして [Add UCS Domains] の手順に進みます。 
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UCS ドメインの追加 
 
 

この手順は任意です。接続クレデンシャルが無い場合、または後で入力する場合は、[Next] をクリックして次

の手順にスキップします。それ以外の場合は、次の手順に従って UCS ドメインを追加します。 
 
1 [Add UCS Domains] ページで、1 つ以上の UCS ドメインの接続クレデンシャルを提供します。 
 

 

a [Enter multiple similar devices, separated by a comma, using either hostname or IP address] フィールドに、

UCS ドメイン サーバの完全修飾ドメイン名または IP アドレスを入力します。 
b [Username] フィールドに、モニタする予定のリソースへの読み取りアクセスを許可された UCS ドメインの

ユーザ アカウントの名前を入力します。 
c [Password] フィールドに、前の手順で指定したユーザ アカウントのパスワードを入力します。 
d [Add] をクリックします。 

2 [Domains] テーブルの [Status] カラムの情報を確認し、ドメインを削除、ドメインを追加するか、または進みます。 
 

 
 

■ [Status] カラムの最後のメッセージが Failure の場合、[Remove] カラムのボタンをクリックし、もう一度

ドメインを追加してみてください。 
■ [Status] カラムの最後のメッセージが Success の場合、別のドメインを追加するか、または次のページ

に進むことができます。 
 
[Next] をクリックして、[Add Infrastructure ] 追加の手順に進みます。 

 

16 2015 年 12 月 



Cisco UCS Performance Manager のセットアップ 

インフラストラクチャ デバイスの追加 
 
 

 

 

■ この手順は任意です。[Finish] をクリックして、セットアップ ウィザードを終了します。ダッシュボードが表

示されます。 
■ セットアップ ウィザードは 20 分たっても完了していない場合タイムアウトします。ブラウザ ウィンドウまた

はタブを閉じて再度ログインすることで、セットアップ ウィザードを再起動できます。また、[Add 
Infrastructure] ページからデバイスをいつでも追加できます。 

 
ネットワーク デバイスの追加 

この手順を実行するには、Cisco UCS Performance Manager のライセンスが必要です。ライセンスが Cisco UCS 
Performance Manager Express の場合は、19 ページのサーバ デバイスの追加に進みます。 

このオプションは、セットアップ ウィザードのステップ 5 の一部です。 
 
1 [Category] 領域で、[Network] を選択します。 
 

 
2 [Type] リストで、追加するスイッチまたはルータの製品モデルを選択します。 

デバイスからデータを収集するために使用されるプロトコルが、このリストのカッコ内に記載されています。 
 
 

（注）Nexus 7000 および 9000 スイッチなど、[Type] リストのデバイスの一部では、多数の個別のモニタリング 
エンドポイントを表します。選択した Cisco UCS Performance Manager の仮想マシンのサイズが、モニタした

い高密度なデバイスの数をサポートしているかどうか不明な場合は、シスコ代理店にお問い合わせください。 
 
 

3 [Connection Information] 領域で、追加するデバイスを指定します。選択するネットワーク デバイスのタイプに

よって、入力する接続情報フィールドが異なります。次のフィールドが無い場合は、選択が適用されません。 
a [Enter multiple similar devices, separated by a comma, using either hostname or IP Address] フィールドに、

ネットワーク上の少なくとも 1 つのスイッチまたはルータ デバイスのホスト名または IP アドレスを入力し

ます。 
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b [SNMP Community String] フィールドで、必要に応じてデフォルト（public）を変更します。 

このフィールドは、選択したデバイスが SNMP と NETCONF の両方をサポートしていて、ユーザが

ユーザ名とパスワードを入力している場合は使用されません。 
c [Username] フィールドまたは [Netconf Username] フィールドに、デバイスにあるユーザ アカウントの名

前を入力します。 
d [Password] フィールドまたは [Netconf Password] フィールドに、前のフィールドで指定したユーザ アカ

ウントのパスワードを入力します。 
e [Add] をクリックします。 

ネットワーク デバイスの追加が終了したら、[Next] をクリックします。 
 

ストレージ デバイスの追加 
この手順を実行するには、Cisco UCS Performance Manager のライセンスが必要です。ライセンスが Cisco UCS 
Performance Manager Express の場合は、19 ページのサーバ デバイスの追加 に進みます。 

このオプションは、セットアップ ウィザードのステップ 5 の一部です。 
 
1 [Category] 領域で、[Storage] を選択します。 
 

 
2 [Type] リストで、追加するストレージ デバイスの製品モデルを選択します。 

デバイスからデータを収集するために使用されるプロトコルが、このリストのカッコ内に記載されています。 
3 [Connection Information] 領域で、追加するデバイスを指定します。 

a [Enter multiple similar devices, separated by a comma, using either hostname or IP Addresses] フィールドに、

ネットワーク上の少なくとも 1 つのストレージ デバイスのホスト名または IP アドレスを入力します。 
b 任意：[Username] フィールドに、デバイスのユーザ アカウントの名前を入力します。 

このフィールドは、デバイス プロトコルが SNMP である場合は表示されません。 
c 任意：[Password] フィールドに、前のフィールドで指定したユーザ アカウントのパスワードを入力します。 

このフィールドは、デバイス プロトコルが SNMP である場合は表示されません。 
d 任意：[Port] フィールドに、デバイスがデータ収集要求をリッスンするポートを入力します。 

このフィールドは、デバイス プロトコルが SMIS Proxy の場合にのみ表示されます。 
e セキュアな通信を使用してデータを収集するには [Use SSL?] チェックボックスをオンにして、 非セキュア

な通信を使用する場合はチェックボックスをオフにします。 

このフィールドは、デバイス プロトコルが SNMP である場合は表示されません。 
f [Add] をクリックします。 

ストレージ デバイスの追加が終了したら、[Next] をクリックします。 
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サーバ デバイスの追加 
このオプションは、セットアップ ウィザードのステップ 5 の一部です。 
 
1 [Category] 領域で、[Servers] を選択します。 
 

 
2 [Type] リストで、追加するサーバのオペレーティング システムとモニタリング プロトコルを選択します。 

デバイスからデータを収集するために使用されるプロトコルが、このリストのカッコ内に記載されています。 
3 [Connection Information] 領域で、追加するサーバを指定します。 

a [Enter multiple similar devices, separated by a comma, using either hostname or IP Addresses] フィールドに、

ネットワーク上の少なくとも 1 つのサーバ デバイスのホスト名または IP アドレスを入力します。 
b 任意：[SNMP Community String] フィールドで、必要に応じてデフォルト（public）を変更します。 

このフィールドは、デバイス プロトコルが SNMP である場合にのみ表示されます。 
c 任意：[Username] フィールドに、デバイスのユーザ アカウントの名前を入力します。 

このフィールドは、デバイス プロトコルが SNMP である場合は表示されません。 
d 任意：[Password] フィールドに、前のフィールドで指定したユーザ アカウントのパスワードを入力します。 

このフィールドは、デバイス プロトコルが SNMP である場合は表示されません。 
e 任意：[AD Domain Controller] フィールドに、ネットワーク上の Active Directory ドメイン コントローラの IP 

アドレスまたはホスト名を入力します。 
このフィールドは、デバイス プロトコルが WinRM である場合にのみ表示されます。 

f [Add] をクリックします。 
サーバ デバイスの追加が終了したら、[Next] をクリックします。 
 

ハイパーバイザ デバイスの追加 
このオプションは、セットアップ ウィザードのステップ 5 の一部です。 
 
1 [Category] 領域で、[Hypervisor] を選択します。 
 

 
2 [Type] リストで、追加するハイパーバイザ サービスを選択します。 
3 [Connection Information] 領域で、追加するサービスを指定します。 

a [Device Name] フィールドに、ハイパーバイザ サービスの名前を入力します。 
b [Hostname / IP Address] フィールドに、ハイパーバイザ サービスのホスト名または IP アドレスを入力し

ます。 
c [Username] フィールドに、ホストにあるユーザ アカウントの名前を入力します。 
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d [Password] フィールドに、前のフィールドで指定したユーザ アカウントのパスワードを入力します。 
e 任意：セキュアな通信を使用してデータを収集するには [Use SSL?] チェックボックスをオンにします（推

奨）。 
このフィールドは、デバイス プロトコルが SOAP である場合にのみ表示されます。 

f 任意：[AD Domain Controller]、[Version]、[HTTP or HTTPS]、および[Port] フィールドに情報を入力します。 
これらのフィールドは、デバイス プロトコルが WinRM である場合にのみ表示されます。 

g [Add] をクリックします。 
ハイパーバイザ デバイスの追加が終了したら、[Finish] をクリックします。 
 

コントロール センターの追加 
 
コントロール センターは、Cisco UCS Performance Manager のための内部アプリケーション管理とオーケストレー

ション システムです。これは、内部コンポーネントとそれらのパフォーマンス データを表示できるように、管理

型リソースとして自動的に追加されます。インフラストラクチャ追加ウィザードでコントロール センターを追加す

る必要はありません。デバイスの追加が終了したら、[Finish] をクリックします。デバイスは後でいつでもさらに

追加できます。『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』の「Adding, Discovering and Modeling Devices」
を参照してください。 

ID：2050.15.338 
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付録：Windows システムの準備 
この付録では、Cisco UCS Performance Manager でのモニタリング用に Microsoft Windows Server 2012 R2、
2012、および 2008R2 を準備する手順について説明します。この手順は、ドメイン クレデンシャルではなく

ローカル システム クレデンシャルを使用した、クレデンシャルまたはペイロードの暗号化がない低セキュリ

ティの設定において標準化されています。このシナリオでは、セットアップおよびテストを簡単に行うための

優れた基本構成が提供されますが、実稼働環境においては認証の単一ドメイン サービスを利用することで、

管理が簡略化されます。ドメイン サービス アカウントを使用するには、Kerberos を使用してクレデンシャル

を暗号化する必要があります。これによりセキュリティが向上します。SSL を使用してペイロードを暗号化す

るように WinRM を設定することによって、セキュリティをさらに向上させることができます。このマニュアル

の各項には、設定を実行する必要がある管理者向けにこれらの追加の設定が含まれています。これらの

高度なセキュリティ設定が実稼働環境で推奨されます。 
 
 

WinRM モニタリング用の Windows 認証について 
Cisco UCS Performance Manager は、ローカル システム クレデンシャルまたは Windows ドメイン クレデン

シャルを使用して、モニタする Windows システムに対して認証を行う必要があります。WinRM 認証に使用

する Windows ユーザ アカウントには、モニタする各 Windows システムで許可された特定の権限が必要で

す。デフォルトでは、Windows 管理者アカウントに必要な権限がすでにありますが、ベスト プラクティスは、

管理者アカウントが WinRM モニタリングなどの目的に使用されないことです。代わりに、専用のユーザ ア
カウント（「サービス アカウント」）を WinRM モニタリング用に特別に作成する必要があり、そのアカウントに

付与される権限は必要なものに限定します。 

必要な権限を手動で編集する代わりに、Windows PowerShell®（以下 PowerShell と称する）のスクリプトを使

用して、1 回の手順で必要な権限を変更できます。便宜上、シスコでは、サービス例に必要な権限を変更す

るサンプル スクリプトを提供しています。このスクリプトは、シスコ サポート サイトの「Cisco UCS Performance 
Manager」のセクションで入手できます。必要に応じて、ファイルを編集して特定の実稼働環境に合わせるこ

とができます。 

（注）サンプル スクリプトには、スクリプト内の関数を実行する前に見つけて削除する必要がある 2 つの行

があります。これらの行は、管理者が導入前にスクリプトを十分に見直すよう促す目的で意図的に含まれ

ており、（i）管理者が実行する関数を十分に理解しているか、（ii）導入前に必要な編集を行っているかを確

認することを目的としています。 

次の関連項では、特定の環境に合わせてある zenoss-lpu.ps1 などの PowerShell スクリプトを使用して 
Windows システムの権限を設定する方法について説明します。 
 
 

Windows Server 2012 および 2012 R2 
次の項では、Windows Server 2012 および Windows Server 2012 R2 の設定方法について説明します。 

（注）Windows 2012 R2 は、2 台の Windows サーバのバージョン間でメソッドに違いがある場合にのみ特別

に必要になります。 
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グループ ポリシーを使用した Windows Server 2012 の設定（基

本認証、暗号化なし） 
（注）この設定では、認証のためモニタされる各 Windows システムでドメイン アカウントの代わりにローカル 
ユーザ アカウントを使用します。ローカル ユーザ アカウントは、Cisco UCS Performance Manager がシステ

ムをモニタする前に、各システムに存在する必要があります。 

1. 「ドメイン管理者」権限を持つユーザとしてドメイン コントローラにログインします。 
2. Server 2012（R2 以外）で、キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示し、[Group Policy 

Management] タイルをクリックします。 
3. Server 2012 R2 で、キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示し、[Server Manager] を

クリックします。右上の [Tools] をクリックし、[Group Policy Management] を選択します。 
4. 左側のツリーにある目的のドメインに移動します。 

 
i. 編集するドメインのフォレストのセクションを展開します。 
ii. [Domains] を展開します。 
iii. 目的のドメインを展開します。 

 
5. [Group Policy Objects] を右クリックし、[New] を選択します。表示されるフォームで次の手順を実行し

ます。 
 

i. 新しいグループ ポリシー オブジェクトの名前を入力します（例：WinRM_Monitoring）。 
ii. [Source Starter GPO] フィールドは「（none）」のままにします。 

iii. [OK] をクリックしてフォームを保存し、終了します。 
 
6. 新しいグループ ドメイン ポリシー オブジェクト（例：WinRM_Monitoring）を選択します。 
7. 新しいグループ ドメイン ポリシー オブジェクトを右クリックし、[Edit] を選択してグループ ポリシー管

理エディタを開きます。 
8. ツリーの [Computer Configuration] セクションを展開し、ツリーを次に移動させます。 

Policies\Administrative Templates:Policy...\Windows 
Components\Windows Remote Management(WinRM) 

9. リモート サーバ管理を有効にします。 
 

i. [WinRM Service] をクリックして、右側のペインの [WinRM Service Group Policy] 設定にアク

セスします。 
ii. [Allow remote server management through WinRM] プロパティをダブルクリックします。 

iii. [Enabled] オプション ボタンをクリックします。 
iv. [IPv4 filer] および [IPv6] フィールドにアスタリスク（*）をワイルドカードとして入力するか、ま

たは WinRM がリッスンする IP アドレスの範囲を指定します。 
v. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
10. 認証を有効にします。 
 

i. 右側のペインの [Allow Basic authentication] プロパティをダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 
iii. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 
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11. 暗号化されていないトラフィックを指定します。 
 

i. [Allow unencrypted traffic] プロパティをダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 

iii. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 
 

12. 左側のペインの [Windows Remote Shell] を選択し、グループ ポリシー設定を設定します。これは次の

場所のグループ ポリシー ツリーにあります（ツリーの WinRM サービスの真下にある場合もあります）。 

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows 
Components\Windows Remote Shell 

13. リモート シェル アクセスを設定します。 
 

i. 右側のペインで、[Allow Remote Shell Access] をダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 

iii. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 
 
14. シェル プロセスを設定します。 
 

i. 右側のペインで、[Specify maximum number of processes per Shell] をダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 

iii. [MaxProcessPerShell] フィールドに値 2,000,000,000 （カンマまたはスペースなし）を入力します。 
iv. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
15. リモート シェルの数を設定します。 
 

i. 右側のペインで、[Specify maximum number of remote shells per user] をダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 

iii. [MaxShellsPerUser] フィールドに値 2,000,000,000 （カンマまたはスペースなし）を入力します。 
iv. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
16. シェル タイムアウト値を設定します。 
 

i. 右側のペインで、[Specify Shell Timeout] をダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 

iii. [ShellTimeOut] フィールドに値 7,200,000 （カンマまたはスペースなし）を入力します。 
iv. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 
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Windows Server 2012：ファイアウォール グループ ポリシーの設定 
WinRM は、データ ペイロードの暗号化が使用されていない場合はポート 5985 でリッスンし、暗号化が使用

されている場合はポート 5986 でリッスンします。また、Cisco UCS Performance Manager が ICMP（ping）要求

を可用性モニタリングのソースとして使用するため、それらを有効にする必要があります。 

適切なポートが監視対象サーバのファイアウォールで開いている必要があります。グループ ポリシーを使

用して、組織のすべてのサーバで必要なポートを開くことができます。 

1. グループ ポリシー管理エディタで、次の場所に移動します。 

Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Windows 
Firewall with Advanced Security\Windows Firewall with Advanced Security - 
LDAP;...\Inbound Rules 

2. Windows リモート管理用の新しいインバウンド ルール ポリシーを作成します。 
 

i. 左側のペインの [Inbound Rules] を右クリックします。 
ii. [New Rule...] を選択します。 
iii. [Predefined] オプション ボタンを選択します。 
iv. ドロップダウン リストから [Windows Remote Management] を選択します。 
v. [Next] をクリックします。 

vi. リスト内のすべての項目がチェックされていることを確認します。 
vii. [Next] をクリックします。 
viii. [Allow the connection] オプション ボタンが選択されていることを確認します。 

ix. [Finish] をクリックします。 
 
3. エコー要求 ICMP（ping）要求に対する新しいインバウンド ルール ポリシーを作成します。 
 

i. 左側のペインの [Inbound Rules] を右クリックします。 
ii. [New Rule...] を選択します。 
iii. [Predefined] オプション ボタンを選択します。 
iv. ドロップダウン リストから [File and Printer Sharing] を選択します。 
v. [Next] をクリックします。 

vi. 次の項目のチェック ボックスが選択されていることを確認します。 
 

• File and Printer Sharing (Echo Request-ICPMv4-IN) 
• File and Printer Sharing (Echo Request-ICPMv6-IN) 

特に必要でなければ追加のチェック ボックスをオフにできます。 
 

vii. [Next] をクリックします。 
viii. [Allow the connection] オプション ボタンが選択されていることを確認します。 

ix. [Finish] をクリックします。 
 

4. グループ ポリシー管理エディタ を終了します。 

[File] > [Exit] を選択します。 
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5. 新しい GPO を、ポリシーを適用するサーバが含まれる 1 つ以上の組織ユニット（OU）にリンクします。

または、新しい GPO をドメイン自体にリンクすることによって、ドメイン内のすべての Windows サー

バにポリシーを適用できます。ドメインに GPO をリンクするには、次の手順を実行します。 

（注）サーバのサブセットにのみリンクする場合は、ドメインを特定の OU に置き換えてください。 
 

i. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインでドメインを右クリックします。 
ii. [Link an Existing GPO...] を選択します。 
iii. 表示されたリストから新しい GPO（例：WinRM_Monitoring）を選択します。 
iv. [OK] をクリックしてプロセスを完了します。 

 
6. [Group Policy Management] ウィンドウを終了します。 

[File] > [Exit] を選択します。 

7. モニタリング用のサーバを Cisco UCS Performance Manager に追加する前に、グループ ポリシーが

サーバ上で自動的に更新されるのに十分な時間待機します。または、ターゲット サーバのコマンド 
プロンプトから次のコマンドを使用して、グループ ポリシーを手動で更新できます。 

gpupdate /force 
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Windows Server 2012：Cisco UCS Performance Manager の 
Windows クレデンシャルの設定 
1 つ以上のサーバを Cisco UCS Performance Manager に追加する準備が整ったら、Cisco UCS Performance 
Manager Web インターフェイスで次の手順を実行します。同じユーザ アカウント名が各サーバで作成され

ている場合、次の手順ではデバイス クラス内のすべてのサーバに対してそのユーザ アカウント名が指定さ

れます。 

1. [Infrastructure] ページに移動します。 

2. [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 

3. [Details] アイコンをクリックします。 

4. 左側のペインの [Configuration Properties] をクリックします。 

5. 右側のペインで、適切な Windows クレデンシャルを提供して zWinRMUser および zWinRMPassword 
の構成プロパティを設定します。 

（注）セットアップとテストを容易にするため、ローカルの管理者アカウントをテスト環境で使用できま

す。実稼動環境では、特権が少ないサービス アカウントを使用することを推奨します。WinRM 認証

の詳細については、前述の項「WinRM モニタリング用の Windows 認証について」を参照してください。 

管理者以外のサービス アカウントを使用してモニタリングできるように Windows を設定するには、

後述の「Windows Server 2012：個々の Windows システムでの WinRM サービス アカウントの設定」

の項または「Windows Server 2012：サービス アカウント設定用の PowerShell スクリプトのグループ 
ポリシーの導入」の項を参照してください。 

6. [See All] をクリックします。 

7. Web インターフェイスまたは ZenBatchload を使用して Windows サーバを追加します。 

（注）サーバで使用されるユーザ名とパスワードが異なる場合は、各サーバを追加し、個々の 
zWinRMUser および zWinRMPassword の構成プロパティを設定する必要があります。サーバ情報を追

加するには、次の手順を実行します。 
 

i. サーバを [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスに追加します。ただし、次のように
追加する場合はデバイスのモデリングは行いません。 

 Web インターフェイス経由で追加する場合は、[Model Device:] チェック

ボックスをオフのままにします。 
 zenbatchload コマンドで追加する場合は、デバイスに --nomodel フラグ

が設定されていることを確認します。 
 

ii. デバイスがデバイス リストに表示されたら、その名前をクリックします。 
iii. 左側のペインの[Configuration Properties] をクリックし、適切な Windows クレデンシャルを

提供して zWinRMUser および zWinRMPassword の構成プロパティを設定します。 
iv. 左下の [Action Wheel] アイコン（歯車形状）をクリックしてデバイスをモデル化し、[Model 

Device...] を選択します。 
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Windows Server 2012：ドメイン サービス アカウントの使用と 
Kerberos でクレデンシャルを暗号化することによるセキュリティの

向上 
（注）認証に使用するアカウントをローカル システム アカウントから単一のドメイン サービス アカウントに切

り替えると、Kerberos を使用したクレデンシャルの暗号化が必須となります。 
 
Kerberos 認証プロセスには、使用可能なチケット保証サーバが必要です。Microsoft Active Directory（AD）
環境では、AD サーバがキー発行局（KDC）としても機能します。Cisco UCS Performance Manager の 
zWinKDC 構成プロパティは、AD サーバの IP アドレスに設定する必要があります。Windows サーバのモニ

タリングに使用する各コレクタは、このサーバに Kerberos パケットを送信できる必要があります。Cisco UCS 
Performance Manager でチケット保証サーバを指定するには、次の手順を実行します。 
 

1. Cisco UCS Performance Manager の Web UI で、[Infrastructure] ページに移動します。 
2. 左側のペインで、[Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 
3. [Details] アイコンをクリックします。 
4. 左側のペインの [Configuration Properties] をクリックします。 
5. zWinKDC の右側のペインで構成プロパティを編集します。[zWinKDC] をダブルクリックし、Active 

Directory サーバの IP アドレスを指定します。 
6. zWinRMUser 名の値をユーザの完全なドメイン名（例：user@test.loc）になるように編集します。 

 
（注）user@domain の形式の zWinRMUser 名の値は、Cisco UCS Performance Manager が（i）ローカ

ル システム アカウントではなくドメイン アカウントを使用し、（ii）クレデンシャルに Kerberos 暗号化を

使用するためのトリガーです。zWinRMUser 名の値が user@domain の代わりに user（のみ）の形式

を取る場合、Cisco UCS Performance Manager は監視されるシステムのローカル ユーザ アカウントを

使用します。 
 
（注）セットアップとテストを容易にするため、テスト環境ではローカルの管理者アカウントの使用が

望まれます。実稼動環境では、特権が少ないサービス アカウントを使用することを推奨します。

WinRM 認証の詳細については、前述の項「WinRM モニタリング用の Windows 認証について」を参

照してください。 

管理者以外のサービス アカウントを使用してモニタリングできるように Windows を設定するには、

後述の「Windows Server 2012：個々の Windows システムでの WinRM サービス アカウントの設定」

または「Windows Server 2012：サービス アカウント設定用の PowerShell スクリプトのグループ ポリ
シーの導入」の項を参照してください。 

 
（注）Cisco UCS Performance Manager サーバおよびコレクタは、ターゲット サーバのポインタ レコード

（PTR）を Active Directory の完全修飾ドメイン名に変換できる必要があります。管理者は、次の 3 つ
の方法のいずれかを使用してこの要件を満たすことができます。 
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i. DNS 解決のため Windows DNS サーバにアクセスするように Cisco UCS Performance 
Manager サーバを設定する。 

ii. 各サーバの PTR レコードを /etc/hosts ファイルに手動で入力する。 
 

たとえば、IP アドレス 77.77.77.77 のサーバ r2d2.example.com には次の PTR レコードがあ

ります。 
 
77.77.77.77 r2d2.example.com 

iii. 次のように zWinRMServerName プロパティを使用する。 
 [zWinRMServerName] プロパティ フィールドで監視対象のサーバの名前を指定し

ます。 
 

（注）zWinRMServerName プロパティは、監視対象サーバの管理 IP アドレスの 
DNS PTR レコードが、サーバが Active Directory で認識されるための名前に変換さ

れない場合に、ドメイン認証と併せて使用しなければなりません。たとえば、

myserver1 が Active Directory によって myserver1.ad.example.com と認識されて

いて IP アドレス 192.51.100.21 で管理されているが、IP アドレス 192.51.100.21 が 
www.example.com に変換される場合、zWinRMServerName プロパティを 
myserver1.ad.example.com に設定して、ドメイン認証が機能するようにする必要

があります。 
 

 ご使用の環境にある多くの Windows サーバに Active Directory に一致する DNS 
PTR レコードがない場合は、以下の手順を行うことを推奨します。 

 監視対象デバイスの名前を Cisco UCS Performance Manager の完全修

飾 Active Directory 名になるように設定します。 
 /Server/Microsoft/Windows デバイス クラスで zWinRMServerName を

${here/titleOrId} に設定します。 
 

この方法により、すべてのデバイスで zWinRMServerName プロパティを設定しなくて済

みます。 
 
ローカル認証が使用される場合、または DNS PTR レコードが Active Directory のリストに一

致する場合は、zWinRMServerName プロパティを空白のままにすることを推奨します。

これにより、Cisco UCS Performance Manager はモニタリング時に DNS 解決に依存する必

要がなくなり、zWinRMServerName プロパティの設定時に追加のオーバーヘッドを回避

します。 
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Windows Server 2012：個々のサーバでの WinRM および WinRS 
の設定（基本認証、暗号化なし） 
WinRM および WinRS を設定するには、次の手順を実行します。 

1. ドメイン管理者またはローカル管理者権限を持つユーザとして、ターゲット サーバにログインします。 

2. キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示します。 

3. [Windows PowerShell] タイルをクリックします。 
 

i. 他のシステムから WS 管理要求を受け入れるようにシステムを設定します。コマンド プロ

ンプトで次のコマンドを入力します。 
 

winrm quickconfig 
 

ii. https（SSL）接続の代わりに http を指定します。次のコマンドを入力します。 
 

winrm s winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}' 
 

iii. ユーザ 1 人あたりの同時操作の最大数を設定します。次のコマンドを使用します。 
 

winrm s winrm/config/service 
'@{MaxConcurrentOperationsPerUser="4294967295"}' 

 
iv. ユーザ 1 人あたりのシェルの最大数 を設定します。次のコマンドを入力します。 

 
winrm s winrm/config/winrs '@{MaxShellsPerUser="2147483647"}' 

 
v. アイドル タイムアウト を設定します。次のコマンドを入力します。 

 
winrm s winrm/config/winrs '@{IdleTimeout="7200000"}' 

 
vi. 基本認証を指定します。次のコマンドを入力します。 

 
winrm s winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}' 

 
vii. PowerShell を終了します。 

 
exit 

4. ポート 5985 で接続を許可するようにファイアウォールを設定します。 
 

i. キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示します。 
ii. [Server Manager] タイルをクリックします。 

iii. 左側の [Local Server] をクリックします。 
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iv. 現在使用されているファイアウォール プロファイルを編集します。[Windows Firewall] の右

側の値をクリックして変更します。 
たとえば、[Windows Firewall] が灰色のフォントで表示されその右側に青色のフォントで 
[Domain：On] と表示されている場合があります。この場合、青色の [Domain On] の値をク

リックして [Windows Firewall] ページを表示します。 
v. [Windows Firewall] ページの左側のペインで、[Allow an app or feature through Windows 

Firewall] をクリックします。 
vi. 表示されているリストをスクロール ダウンして、現在使用されているファイアウォール プロ

ファイル（およびその他の必要なプロファイル）に対し [Windows Remote Management] が
チェックされていることを確認します。 
（注）リモート管理には、ポート 5985 での接続の許可が含まれます。 

vii. [OK] をクリックします。 
 

5. ファイアウォール設定がグループ ポリシーによって設定されていない場合は、サーバに応じて、

Cisco UCS Performance Manager に必要な ping 要求への応答が可用性モニタリングを実行できるよ

うに、次の手順を実行します。 

Windows 2012 R2： 

i. Server Manager で、左側のペインの [Local Server] をクリックします。 

ii. 右側のペインで、[Windows Firewall Domain：On]（青色の文字）のエントリをクリックし、

[Windows Firewall] ダイアログを表示します。 

iii. [Allow an app or feature through Windows Firewall] をクリックし、[Allowed apps] ダイアロ

グを表示します。 

iv. [File and Printer Sharing] をクリックします。 

v. [Next] をクリックします。 

vi. 次のボックスがチェックされていることを確認します。 

• File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv6-In) 

• File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In) 

これにより ping 要求への応答が可能になり、特に必要でなければ追加のボックスをオフ

にできます。 

vii. [OK] をクリックします。 

Windows 2012 

i. Server Manager で、左側のペインの [Local Server] をクリックします。 

ii. 右側のペインで、[Windows Firewall Domain：On]（青色の文字）のエントリをクリックし、

[Windows Firewall] ダイアログを表示します。 

iii. [Windows Firewall] ページの左側のペインで、[Allow an app or feature through Windows 
Firewall] をクリックして [Allowed apps] ダイアログを表示します。 
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iv. 表示されているリストをスクロール ダウンして、現在使用されているファイアウォール プロ

ファイル（およびその他の必要なプロファイル）に対し [Windows Remote Management] が
チェックされていることを確認します。 
（注）リモート管理を選択すると、ポート 5985 が開きます。 

v. [OK] をクリックします。 

6. サーバをモニタするように Cisco UCS Performance Manager を設定します。Cisco UCS Performance 
Manager Web インターフェイス内で次の手順を実行します。 

 
i. [Infrastructure] ページに移動します。 

ii. [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 
iii. [Details] アイコンをクリックします。 
iv. 左側のペインの [Configuration Properties] をクリックします。 
v. 右側のペインで、zWinRMUser および zWinRMPassword の構成プロパティが、モニタされる

システムの適切な Windows クレデンシャルに一致することを確認します。 
 

（注）セットアップとテストを容易にするため、テスト環境ではローカルの管理者アカウントの使用

が望まれます。実稼動環境では、特権が少ないサービス アカウントを使用することを推奨しま

す。WinRM 認証の詳細については、前述の項「WinRM モニタリング用の Windows 認証につい
て」 を参照してください。 

管理者以外のサービス アカウントを使用してモニタリングできるように Windows を設定するに

は、後述の「Windows Server 2012：個々の Windows システムでの WinRM サービス アカウント
の設定」の項または「Windows Server 2012：サービス アカウント設定用の PowerShell スクリプト

のグループ ポリシーの導入」の項を参照してください。 
 

リストされているクレデンシャルが正しい場合は、[See All] をクリックし、サーバを Cisco UCS 
Performance Manager に追加します。 

 
vi. リストされているクレデンシャルがターゲット サーバに適切でない場合は、サーバを追加し、

サーバの個々の zWinRMUser および zWinRMPassword の構成プロパティを設定する必要
があります。サーバ情報を追加するには、次の手順を実行します。 

a. サーバを Server/Microsoft/Windows デバイス クラスに追加します。ただし、次の

ように追加する場合はデバイスのモデリングは行いません。 
 Web インターフェイス経由で追加する場合は、[Model Device:] チェックボック

スをオフのままにします。 
 zenbatchload コマンドで追加する場合は、デバイスに -- nomodel フラグが設

定されていることを確認します。 
b. デバイスがデバイス リストに表示されたら、その名前をクリックします。 
c. [Configuration Properties] をクリックし、適切な Windows クレデンシャルを提供し

て zWinRMUser および zWinRMPassword の構成プロパティを設定します。 
d. 左下の [Action Wheel] アイコン（歯車形状）をクリックしてデバイスをモデル化し、

[Model Device...] を選択します。 
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Windows Server 2012：ドメイン サービス アカウントを使用し 
Kerberos でクレデンシャルを暗号化するように個別のサーバを
設定する 
Kerberos 認証プロセスには、使用可能なチケット保証サーバが必要です。Microsoft Active Directory（AD）
環境では、AD サーバがキー発行局（KDC）としても機能します。Cisco UCS Performance Manager の 
zWinKDC 構成プロパティは、AD サーバの IP アドレスに設定する必要があります。Windows サーバをモニタ

する各コレクタは、このサーバに Kerberos パケットを送信できる必要があります。Cisco UCS Performance 
Manager でチケット保証サーバを指定するには、次の手順を実行します。 

1. Cisco UCS Performance Manager の Web UI で、[Infrastructure] ページに移動します。 

2. [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 

3. [Details] をクリックします。 

4. zWinKDC の構成プロパティを編集して、Active Directory サーバの IP アドレスを指定します。 

5. zWinRMUserName の値をユーザの完全なドメイン名（例：administrator@test.loc）になるように編集

します。 

（注）user@domain の形式の zWinRMUserName の値は、Cisco UCS Performance Manager がクレデ

ンシャルに Kerberos 暗号化を使用するためのトリガーです。zWinRMUsername の値が user@domain 
の代わりに user （のみ）の形式を取る場合、Cisco UCS Performance Manager は Kerberos を使用しま

せん。 

（注）セットアップとテストを容易にするため、ローカルの管理者アカウントをテスト環境で使用できま

す。実稼動環境では、特権が少ないサービス アカウントを使用することを推奨します。WinRM 認証

の詳細については、前述の項「WinRM モニタリング用の Windows 認証について」を参照してください。 

管理者以外のサービス アカウントを使用してモニタリングできるように Windows を設定するには、

後述の「Windows Server 2012：個々の Windows システムでの WinRM サービス アカウントの設定」

の項または「Windows Server 2012：サービス アカウント設定用の PowerShell スクリプトのグループ 
ポリシーの導入」の項を参照してください。 
 
（注）Cisco UCS Performance Manager サーバおよびコレクタは、ターゲット サーバのポインタ レコード

（PTR）を Active Directory の完全修飾ドメイン名に変換できる必要があります。管理者は、次の 3 つ
の方法のいずれかを使用してこの要件を満たすことができます。 

 
i. DNS 解決のため Windows DNS サーバにアクセスするように Cisco UCS Performance 

Manager サーバを設定する。 
ii. 各サーバの PTR レコードを /etc/hosts ファイルに手動で入力する。 

 
たとえば、IP アドレス 77.77.77.77 のサーバ r2d2.example.com には次の PTR レコードがあ

ります。 

77.77.77.77 r2d2.example.com 
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iii. 次のように zWinRMServerName プロパティを使用する。 
 

 [zWinRMServerName] プロパティ フィールドで監視対象のサーバの名前を指定します。 
 

（注）zWinRMServerName プロパティは、監視対象サーバの管理 IP アドレスの DNS 
PTR レコードが、サーバが Active Directory で認識されるための名前に変換されない

場合に、ドメイン認証と併せて使用しなければなりません。 
たとえば、myserver1 が Active Directory によって myserver1.ad.example.com と認識

されていて IP アドレス 192.51.100.21 で管理されているが、IP アドレス 192.51.100.21 
が www.example.com に変換される場合、zWinRMServerName プロパティを 
myserver1.ad.example.com に設定して、ドメイン認証が機能するようにする必要があ

ります。 
 

 ご使用の環境にある多くの Windows サーバに Active Directory に一致する DNS PTR 
レコードがない場合は、以下の手順を行うことを推奨します。 
 監視対象デバイスの名前を Cisco UCS Performance Manager の完全修飾 

Active Directory 名になるように設定します。 
 /Server/Microsoft/Windows デバイス クラスで zWinRMServerName を

${here/titleOrId} に設定します。 
 
この方法により、すべてのデバイスで zWinRMServerName プロパティを設定しなくて済みます。 

ローカル認証が使用される場合、または DNS PTR レコードが Active Directory のリストに一致する場合は、

zWinRMServerName プロパティを空白のままにすることを推奨します。これにより、Cisco UCS 
Performance Manager はモニタリング時に DNS 解決に依存する必要がなくなり、zWinRMServerName プ
ロパティの設定時に追加のオーバーヘッドを回避します。 
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Windows Server 2012：個々のサーバ セキュリティの向上：

WinRM および WinRS に対し SSL を指定する 
Cisco UCS Performance Manager と Windows クライアント間のペイロードを正常に暗号化するには、各監視

対象サーバ上でサーバ認証 証明書をインストールする必要があります。管理者特権を持つユーザとして認

証局サーバにログインし、各サーバの証明書の作成時に使用する証明書のテンプレートを作成します。こ

の手順は一度実行するだけでよく、その後は作成した新しい証明書のテンプレートが各サーバの証明書を

作成するために繰り返し使用されます。次のステップでは、新しい証明書のテンプレートを作成するために

標準の Web サーバ証明書のテンプレートが複製されます。 

1. キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示します。 

2. [Windows PowerShell] タイルをクリックします。 

3. Microsoft 管理コンソール（mmc）を開始します。次のコマンドを入力します。 

mmc 

mmc 内で複製テンプレートを作成します。 
 

i. [File] メニューをクリックし、[Add/Remove Snap-in...] を選択して、 [Add or Remove Snap-ins] 
ダイアログを表示します。 

ii. 左側のリストから、[Certificate Templates] を選択します。 
（注）[Certificate Templates] オプションがリストに表示されていない場合は、サーバに CA 
ロールを追加する必要があります。 

iii. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに追加

します。 
iv. [OK] をクリックします。 
v. 左側のウィンドウの [Certificate Templates ([server name])] をクリックして、証明書テンプレー

トの完全リストを表示します。 
vi. リストをスクロール ダウンし、Web Server を見つけます。 

vii. Web Server テンプレートを右クリックし、[Duplicate Template] を選択して、[Properties of New 
Template] ウィンドウを表示します。 

viii. [Request Handling] タブを選択し、[Allow private key to be exported] の横にあるボックスを
チェックします。 

ix. [General] タブを選択して、テンプレート表示名の値を指定します。 
x. [Security] タブを選択し、認証局のコンピュータ アカウントを最小の登録特権を持つテンプ

レートに追加します。 
xi. [OK] をクリックして、変更を保存し [Properties of New Template] ウィンドウを終了します。 

 

4. mmc で、証明書のテンプレートを設定します。 
 

i. [File] メニューをクリックします。 
ii. [Add/Remove Snap-in...] を選択します。 
iii. 左側のリストから、[Certification Authority] を選択します。 
iv. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに追加

します。 
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[Certification Authority] というタイトルのウィンドウが表示された場合、次の手順を実行します。 
 

a. [This snap-in will always manage:] の下の [Local computer] の横にあるオプション 
ボタンを選択します。 

b. [Finish] をクリックします。 
c. [OK] をクリックします。 

 
v. [Certification Authority (Local)] 下のリストと、使用しているサーバ名の下のリストを展開し

ます。 
vi. サーバ名の下のリストで [Certificate Templates] を右クリックします。 
vii. [New] > [Certificate Template to Issue] を選択します。 
viii. [Enable Certificate Templates] ウィンドウで、前の手順で作成した新しいテンプレートを選

択します。 
ix. [OK] をクリックします。 
x. [File] > [Exit] の順に選択して mmc を終了します。 

各サーバの証明書の作成 

次の手順では、新しい証明書テンプレートを使用し、SSL 暗号化を使用してモニタする各サーバの証明書を

作成します。次の手順を各サーバで繰り返します。 

1. 必要に応じて、Microsoft 管理コンソール（mmc）を開始します。キーボードの Windows キーを押し

て [Start] 画面を表示します。 

2. [Windows PowerShell] タイルをクリックします。 

3. 次のコマンドを使用して Microsoft 管理コンソール（mmc）を開始します。 

mmc 

mmc で次の手順を実行します。 
 

i. [File] メニューをクリックします。 
ii. [Add/Remove Snap-in...] を選択します。 

iii. 左側のリストから、[Certificates] を選択します。 
iv. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに追

加します。 
v. [Certificates snap-in] ウィンドウで、[This snap-in will always manage certificates for:] 下の 

[Compute account] を選択します。 
vi. [Next]（または既存の mmc コンソールを使用している場合は [Finish]）をクリックします。 
vii. [Select Computer] ダイアログを表示している場合（新しい mmc コンソールを開いていると発

生します）は、[This snap-in will always manage:] の下の [Local computer] をクリックします。 
viii. [Finish] をクリックします。 

ix. [OK] をクリックします。 
 

4. 新しい証明書を要求し、登録します。証明書 mmc で次の手順を実行します。 

i. [Console Root] > [Certificates (Local Computer)] > [Personal] > [Certificates] に移動します。 

ii. mmc 上部のメニューで [Action] を選択し、ドロップダウン リストを表示します。 
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iii. [All Tasks] > [Request New Certificate] を選択します。 

iv. [Next] をクリックし、[Active Directory Enrollment Policy] が強調表示されている隣のウィン

ドウを表示します。 

v. [Next] をクリックします。 

vi. コピーした証明書テンプレートの隣のボックスにチェック マークを付け、リンクをクリックし
て [Properties edit] ウィンドウを開始します。 

a. [Subject] タブで、[Subject name] フィールドの [Type:] ドロップダウンから [Common 
name] を選択します。[Value:] フィールドに、監視対象のサーバの完全修飾ドメイ

ン名を入力します（例：mytestmachine.mynetwork.com）。 

b. [Add] をクリックします。 

c. 必要に応じて、組織、住所などの追加の識別情報を同じように入力します。 

d. [General] タブを選択し、[friendly name] フィールドに入力します。 

vii. [OK] をクリックします。 

viii. [Enroll] をクリックします。 

ix. [Finish] をクリックします。 

5. [Certificates] の下のツリーを展開します。 

6. [Personal] の下のツリーを展開します。 

7. [Certificates] をクリックして、それを強調表示し、右側に証明書のリストを表示します。 

8. 新しい証明書を右クリックし、[All Tasks] を選択します。 
 

i. [Export] を選択します。 
ii. [Certificate Export Wizard] ウィンドウで、[Next] をクリックします。 
iii. [Yes, export the private key] の横にあるオプション ボタンを選択し、秘密キーをエクスポー

トします。 
iv. [Next] をクリックします。 

 
9. 次のページで次の手順を実行します。 

 
i. [Personal Identification Exchange - PKCS #12 (.pfx)] の横にあるオプション ボタンが選択さ

れていることを確認します。 
ii. [Include all certificates in the certification path if possible] の横にあるチェックボックスがオ

ンになっていることを確認します。 
iii. [Next] をクリックします。 

 
10. ウィザードの [Security] ページで次の手順を実行します。 

 
i. [Password] の横にあるボックスをチェックします。 

ii. 秘密キーを保護するためのパスワードを作成します。 
iii. [Next] をクリックします。 
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11. [File to Export] ページで次の手順を実行します。 
 

i. キーのエクスポート先を選択します。 
ii. ファイル名を作成します。 

iii. [Save] をクリックします。 
iv. [Next] をクリックします。 

 
12. [Completing the Certificate Export Wizard] ページで、[Finish] をクリックします。 

13. [OK] をクリックして、[Certificate Export Wizard] を閉じます。 

14. ターゲット（監視対象）サーバに、エクスポートした証明書を移動またはコピーします。 
 

ターゲット コンピュータでの証明書のインストール 
1. ターゲット コンピュータで、次のコマンドを使用して Microsoft 管理コンソール（mmc）を開始します。 

mmc 

2. mmc で次の手順を実行します。 
 

i. [File] メニューをクリックします。 
ii. [Add/Remove Snap-in...] を選択します。 

iii. 左側のリストから、[Certificates] を選択します。 
iv. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに追

加します。 
v. [Certificates snap-in] ウィンドウで、[This snap-in will always manage certificates for:] の下

の [Computer account] を選択します。 
vi. [Next] をクリックします。 
vii. [Select a computer] ページで、[Local computer] の隣にあるオプション ボタンをクリックします。 

viii. [Finish] をクリックします。 
ix. [Add or Remove Snap-ins] ページで [OK] をクリックします。 

 
証明書のインポート 

1. mmc コンソールで、ツリーの [Certificates (Local Computer)] ブランチを展開します。 

2. [Personal] を右クリックします。 

3. [All Tasks] => [Import] を選択します。 

4. [Certificate Import Wizard] の最初のページで、[Next] をクリックします。 

5. [File to import] ページで次の手順を実行します。 
 

i. [Browse] をクリックします。 
ii. 上記のターゲット システムにコピーした証明書の場所に移動します。 

iii. ファイルを選択します。 
（注）ファイルを表示するために、[file browser] ウィンドウでファイル タイプを [Personal 
Information Exchange] に変更する必要がある場合があります。 

iv. 証明書ファイルを選択します。 
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v. [Open] をクリックします。 
vi. [Next] をクリックします。 

 
6. [Private key protection] ページで次の手順を実行します。 

 
i. キーのパスワードを入力します。 

ii. [Include all Extended Properties] および [Mark this key as exportable] のチェックボックスが

オンになっていることを確認します。 
iii. [Next] をクリックします。 

 
7. [Certificate Store] ページで次の手順を実行します。 

 
i. [Place all certificates in the following store] の横にあるオプション ボタンを選択します。 

ii. [Personal] が [Certificate Store] のフィールドに表示されることを確認します。 
iii. [Next] をクリックします。 

 
8. [Completing the Certificate Import Wizard] ページで、[Finish] をクリックします。 

9. [OK] をクリックして[Certificate Wizard] を終了します。 
 
詳細の確認とサムプリントのコピー 

1. mmc コンソールで次の手順を実行します。 
 

i. ツリーの [Certificates (Local Computer)] ブランチを展開します。 
ii. [Personal] を展開します。 

iii. [Certificates] をクリックします。 
iv. 詳細を表示する証明書をダブルクリックします。 

 
2. [Certificate] ウィンドウの [General] タブで次の手順を実行します。 

 
i. hostname がターゲット サーバに対応していることを確認します。 

ii. [Details] タブを選択します。 
iii. [Field] リストで [Thumbprint] にスクロール ダウンします。 
iv. [Thumbprint] をクリックします。 
v. 後の手順で使用するために、ウィンドウの下方からサムプリントをコピーします。 

 
3. サーバが WinRM を使用したモニタリング用にあらかじめ設定されていない場合は、29 ページの

「Windows Server 2012：個々のサーバでの WinRM および WinRS の設定（基本認証、暗号化なし）」

の項に示されている手順を実行し、SSL を使用しないことを指定する手順を省略します。 
ファイアウォールの設定には、次の項「ファイアウォールの設定」（下記）に示されている手順を代用

します。サーバが SSL を使用せずにモニタリング用にあらかじめ設定されている場合は、「ファイア

ウォールの設定」（下記）の項に直接進みます。 
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ファイアウォールの設定 
1. 個々のサーバのポート 5986 で接続を許可するようにファイアウォールを設定します。必要に応じて、

グループ ポリシー オブジェクトを代わりに変更するこれらの手順（このマニュアルの 4 ページ目の指

示など）を使用して、多数のサーバに変更を加えます。 
 

i. キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示します。 
ii. [Server Manager] タイルをクリックします。 

iii. 左側の [Local Server] をクリックします。 
iv. 現在使用されているファイアウォール プロファイルを編集します。[Windows Firewall] の右

側の値をクリックしてその値を変更します。 
たとえば、[Windows Firewall] が灰色のフォントで表示されその右側に青色のフォントで 
[Domain：On] と表示されている場合があります。 
この場合、青色の [Domain On] の値をクリックします。 

v. 左側の [Advanced Settings] をクリックします。 
 

2. [Windows Firewall with Advanced Security] ウィンドウで次の手順を実行します。 
 

i. 左側の [Inbound Rules] をクリックします。 
ii. [Actions] の下の右側にある [New Rule] をクリック します。 

 
3. [New Inbound Rule Wizard] ウィンドウで次の手順を実行します。 

 
i. [Port] の横にあるオプション ボタンを選択します。 

ii. [Next] をクリックします。 
iii. [TCP] および [Specific local ports] の横のオプション ボタンが選択されていることを確認しま

す。 
iv. [Specific local ports] のフィールドに値 5986 を入力します。 
v. [Next] をクリックします。 

vi. 次のページで、[Allow the connection] の横にあるオプション ボタンが選択されていることを
確認します。 

vii. [Next] をクリックします。 
viii. 次のページで、ルールを適用するファイアウォール プロファイルを選択します。 

ix. [Next] をクリックします。 
x. 次のページで、ルールに名前を付けます。 

xi. [Finish] をクリックします。 
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SSL を使用した WinRM リスナーの作成 
1. キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示します。 

2. [Windows PowerShell] タイルをクリックします。 

3. PowerShell コマンド ラインで、次のコマンドを入力し、証明書の thumbprint と serverfqdn に値を置き

換えます（監視サーバのサーバ完全修飾ドメイン名）。 
 

winrm create 
winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS '@{Hostname="[serverfqdn]";C 
ertificateThumbprint="[thumbprint]"}' 

次に例を示します。 
winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS '@{Hostname=" 
mytestmachine.mynetwork.com";CertificateThumbprint="07bfff656edab6d9b4dd27f
02 0f768f54fee5eb8"}' 

（注）サムプリント値は、[Certificate information] ウィンドウの [Detail] タブに表示される値からスペース

を除いて入力する必要があります。たとえば、表示される値が 07 bf ff 65 6e da … の場合は、

07bfff656eda… と入力する必要があります。 

4. http 接続の代わりに https（SSL）を指定します。次のコマンドを入力します。 

winrm s winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="false"}' 

（注）すでにポリシーによって制御されている場合は、エラーが表示されます。この場合、該当する GPO 
を変更します。このマニュアルの 2 ページ目の手順をガイドとして使用できます。 

 
Cisco UCS Performance Manager へのサーバの追加 
Cisco UCS Performance Manager Web UI で次の手順を実行します。 

1. [Infrastructure] ページに移動します。 

2. サーバが Cisco UCS Performance Manager にまだ追加されていない場合は、

Server/Microsoft/Windows デバイス クラスに追加して、モデリングから外します。 

3. ターゲット（監視対象）サーバの名前（またはすべての Windows サーバにこれらの変更を適用する

場合は Server/Microsoft/Windows デバイス クラス）をクリックします。 

4. [Configuration Properties] をクリックします。 

5. zWinScheme の構成プロパティを https になるように編集します。 

6. zWinRMPort の値を 5986 に編集します。 

7. zWinRMUser および zWinRMPassword の値が正しいことを確認します。正しい、とは適切な 
Windows クレデンシャルを意味します。必要に応じて編集してください。 

8. すべての設定が正しいことを確認するには、デバイスをモデル化します。左下の [Action Wheel] ア
イコン（歯車形状）をクリックし、[Model Device...] を選択します。 
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Windows Server 2012：個々の Windows システムでの WinRM 
サービス アカウントの設定 
WinRM でモニタリングする際の Windows 権限要件に関するバックグラウンドについては、前述の項

「WinRM モニタリング用の Windows 認証について」を参照してください。 

（注）マシンがドメイン コントローラ（AD DS）として設定されている場合は、[local users and groups] オプション

がその設定に存在しないため、ローカル サービス アカウントは作成できません。ドメイン コントローラには

ローカル アカウントはなく、ドメイン アカウントのみになります。 

各非ドメイン コントローラ サーバで次の手順を実行し、サービス アカウントを設定します。 

1. サービス アカウントとして使用する新しいローカル ユーザを追加します。 
i. [Server Manager] を開きます。 
ii. 右上の [Tools] をクリックし、表示されたメニューから [Computer Management] を選択します。 
iii. [Computer Management] ウィンドウの左側のペインで、[Local Users and Groups] を展開し

ます。 
iv. [User] を右クリックし、表示されたメニューから [New User] を選択します。 
v. [New User] フォームに必要事項を入力します。[User must change password at next logon] 

のチェックをはずし、（必要な場合は）[Password never expires] ボックスにチェックを入れます。 
vi. [Create] をクリックします。 
vii. [Close] をクリックし、[New User] フォームを終了します。 

2. 権限の設定スクリプト（たとえば、zenoss-lpu.ps1 スクリプトの編集されたバージョン）をターゲット 
サーバにコピーします。 

3. PowerShell スクリプトを実行します。 
i. キーボードの Windows キーを押して [Start] 画面を表示します。 
ii. [Windows PowerShell] タイルをクリックします。 
iii. スクリプトへのフル パスをコマンド ラインに入力し、スクリプトに -u オプションとサービス ア

カウントの名前を追加して、サービス アカウントの設定スクリプトを実行します。たとえば、

zenoss-lpu.ps1 スクリプトの編集されたバージョンを使用し、サービス アカウントの名前が

「benny」の場合は、PowerShell プロンプトで次のコマンドを入力します。 

C:\tmp\zenoss-lpu-ps1 –u benny 

（注）サーバに適用されているセキュリティ ポリシーによって、次のようなエラーが発生する場合があ

ります。 
 

File C:\tmp\zenoss-lpu-ps1 cannot be loaded because running scripts is 
disabled on this system….. 
 

このエラーが発生した場合は、たとえば次のように –executionpolicy bypass オプションを含

めることにより、このスクリプトのセキュリティ制約を回避できます。 

Powershell -executionpolicy bypass -file C:\tmp\zenoss-lpu.ps1 -u benny 
 
 

41 



 

Windows Server 2012：サービス アカウント設定用の PowerShell 
スクリプトのグループ ポリシーの導入 
サービス アカウント要件のバックグラウンドについては、前述の項「WinRM モニタリング用の Windows 認
証について」を参照してください。 
 
サービス アカウントを設定するための前提条件 
サービス アカウントを設定するための前提条件は次のとおりです。 

• サービス アカウントとして使用する、ドメイン ユーザ アカウントの作成。 
• 該当する準備セクションの完了。 

 
ドメイン ユーザ（サービス）アカウントの作成 

必要に応じて、次の手順を実行し、新しいドメイン ユーザ（サービス）アカウントを作成します。 

1. ドメインの Active Directory サーバにログインします。 
2. [Server Manager] を開き、右上の [Tools] をクリックします。 
3. ドロップダウン リストから [Active Directory Users and Computers] を選択します。 
4. [Active Directory Users and Computers] ウィンドウの左側のペインで、ドメイン（例：doctest.loc）を検

索して展開します。 
5. [Users] を右クリックし、[New] > [User] を選択します。 
6. [New Object – User] ウィンドウで、[First name] と [User logon name]（例：zenny）を入力します。 
7. ドメイン フィールドに正しいドメイン ID があることを確認します。たとえば、@doctest.loc などです。 
8. [Next] をクリックし、新規ユーザのパスワード ダイアログを表示します。 
9. [Password] フィールドに、新しいユーザ パスワードを入力し、確認します。 
10. [User must change password at next logon] をオフにします。 
11. [Password never expires] のオプションをオンにします。新しいドメイン ユーザ（この例では zenny）は

人のユーザとしてはログインしないので、後の問題を回避するためにこのオプションを推奨します。 
12. [Next] をクリックします。 
13. [Finish] をクリックします。新規ユーザ（例：zenny）が、ドメインのユーザのリストに表示されます。 
 

準備セクションの完了 

次の手順では、次の準備セクションを完了していると仮定します。 

• Windows Server 2012：ファイアウォール グループ ポリシーの設定 

（注）Windows システムの大きなグループで PowerShell スクリプトを展開するこの方法はほとんどの場合、

WinRM 認証用の単一のドメイン サービス アカウントの使用と組み合わせて行われます。ドメイン サービス 
アカウントを使用するには、Kerberos を使用してクレデンシャルを暗号化する必要があります。まだ設定し

ていない場合は、このマニュアルにあるドメイン サービス アカウントおよび Kerberos の設定手順の該当す

る項を参照してください。 

• Windows Server 2012：セキュリティの向上 
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PowerShell スクリプトの展開 
新しい GPO を作成し、PowerShell スクリプトを展開するには、次の手順を実行します。 

1. サービス アカウントの設定スクリプトを作成します（または、必要に応じて、前述の項「WinRM モニタ
リング用の Windows 認証について」で言及したサンプル スクリプトを編集します）。 

2. スクリプト（例「zenoss-lpu.ps1」）を下記のような Netlogon フォルダにコピーします。 

\\yourdomain\SYSVOL\yourdomain\scripts 

3. [Group Policy Management] を開き、[Server Manager] コンソールから次を行います。 
右上の [Tools] をクリックし、[Group Policy Management] を選択します。 

4. 新しいポリシーを作成します。 
i. 左側のペインで、下記に移動します。 

[Forest：yourdomain] > [Domains] > [yourdomain] > [Group Policy Objects]  

ii. [Group Policy Objects] を右クリックします。 
iii. [New] を選択して、[NEW GPO] ダイアログを表示します。 
iv. ポリシーに名前を付けます（例：zenoss_lpu）。 
v. [OK] をクリックして保存し、[New Policy] ウィンドウを終了します。 

 
5. 新しいポリシーを編集します。 

i. 左側のペインで、新しいグループ ポリシー オブジェクトに移動します。次に例を示します。 

[Forest：yourdomain] > [Domains] > [yourdomain] > [Group Policy Objects] > [zenoss_lpu] 

ii. ポリシーを右クリックし、[Edit] を選択してグループ ポリシー管理エディタを表示します。 
iii. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインで、下記に移動します。 

Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Scripts (Startup/Shutdown) 

iv. [Scripts (Startup/Shutdown)] をクリックします。 
v. 右側のペイン（[Scripts (Startup/Shutdown)]）で、[Startup] をダブルクリックし [Startup 

Properties] ダイアログを開始します。 
vi. [Startup Properties] ダイアログボックスで、[PowerShell Scripts] タブを選択します。 

vii. [Add] をクリックして、[Add a Script] ダイアログボックスを表示します。 
a. スクリプトの名前とパスを指定します。[Script Name] フィールドで、スクリプトへのパ

スを入力するか、[Browse] をクリックしてスクリプト ファイルを検索します。 
（注）スクリプトは、ドメイン コントローラの Netlogon 共有フォルダに配置する必要

があります。次に例を示します。 
\\yourdomain\SYSVOL\yourdomain\scripts 
 

b. zenoss-lpu.ps1 PowerShell スクリプトを選択します。 
c. [Open] をクリックします。 
d. [Script Parameters] ボックスで、ドメイン ユーザの場合は -u yourusername@yourdomain 

を、ローカル コンピュータのアカウント ユーザの基本認証の場合は -u yourusername を
入力します。 
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（注）基本認証は、ローカル コンピュータ アカウントに依存します。特定のコン

ピュータへの認証を正常に行うには、そのマシンにローカル アカウントを設定する

必要があります。 
 

e. [OK] をクリックして情報を保存し、[Add a Script] ウィンドウを終了します。 

複数のスクリプトがあり、特定の順序で実行させたい場合は、[Startup Properties] 
ウィンドウで上向きボタンと下向きボタンを使用して実行順序を設定します。 

f. [OK] をクリックして、[Startup Properties] ウィンドウを終了します。 
6. ローカル グループ ポリシー エディタを終了します。 

[File] > [Exit] 

7. 新しい GPO を、ポリシーを適用するサーバが含まれる 1 つ以上の組織ユニット（OU）にリンクします。

または、新しい GPO をドメイン自体にリンクすることによって、ドメイン内のすべての Windows サー

バにポリシーを適用できます。ドメインに GPO をリンクするには、次の手順を実行します。 

（注）サーバのサブセットにのみリンクする場合は、ドメインを特定の OU に置き換えてください。 

i. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインでドメインを右クリックします。 
ii. [Link an Existing GPO...] を選択します。 
iii. 表示されたリストから新しい GPO を選択します。 
iv. [OK] をクリックしてプロセスを完了します。 

 
 

8. [Group Policy Management] ウィンドウを終了します。 

[File] > [Exit] 

9. ターゲット サーバのコマンド プロンプトからグループ ポリシーを手動で更新します。 

gpupdate /force 

10. メンバー サーバをリブートし、スクリプトを初めて実行させます。 
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Windows Server 2008R2 
グループ ポリシーを使用した Windows Server 2008 の設定（基

本認証、暗号化なし） 
1. 「ドメイン管理者」権限を持つユーザとしてドメイン コントローラにログインします。 

2. グループ ポリシー エディタを開始します。次のいずれかの方法を使用します。 
 

• [Start] ボタンをクリックして、[All Programs] > [Administrative Tools] > [Group Policy 
Management] に移動します。 

• [Start] をクリックし、検索フィールドに Group と入力し、[Group Policy Management] を選択

します。 
 

3. [Group Policy Objects] を右クリックし、[New] を選択します。表示されるフォームで次の手順を実行し

ます。 
 

i. 新しいグループ ポリシー オブジェクトの名前を入力します（例：WinRM_Monitoring）。 
ii. [Source Starter GPO] フィールドは「（none）」のままにします。 

iii. [OK] をクリックしてフォームを保存し、終了します。 
 

4. 新しいグループ ドメイン ポリシー オブジェクト（例：WinRM_Monitoring）を選択します。 

5. 新しいグループ ドメイン ポリシー オブジェクトを右クリックし、[Edit] を選択してグループ ポリシー管

理エディタを開きます。 

6. [Group Policy Management Editor] ウィンドウで、ツリーの [Computer Configuration] セクションを展

開し、ツリーを次に移動させます。 

Policies\Administrative Templates:Policy...\Windows Components\Windows 
Remote Management(WinRM) 

7. リモート サーバ管理を有効にします。 
 

i. [WinRM Service] をクリックして、右側のペインの [WinRM Service Group Policy] 設定にアク

セスします。 
ii. [Allow automatic configuration of listeners property] をダブルクリックします。 
iii. [Enabled] オプション ボタンをクリックします。 
iv. [IPv4 filer] および [IPv6] フィールドにアスタリスク（*）をワイルドカードとして入力するか、ま

たは WinRM がリッスンする IP アドレスの範囲を指定します。 
v. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
8. 認証を有効にします。 

 
i. 右側のペインの [Allow Basic authentication] プロパティをダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 
iii. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 
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9. 暗号化されていないトラフィックを指定します。 
 

i. [Allow unencrypted traffic] プロパティをダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 
iii. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
10. 左側のペインの [Windows Remote Shell] を選択し、グループ ポリシー設定を設定します。これは次

のパスのグループ ポリシー ツリーにあります。ツリーの WinRM サービスの真下にあるはずです。 
Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows  

Components\Windows Remote Shell 

11. リモート シェル アクセスを設定します。 
 

i. 右側のペインで、[Allow Remote Shell Access] をダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 
iii. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
12. シェル プロセスを設定します。 

 
i. 右側のペインで、[Specify maximum number of processes per Shell] をダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 
iii. [MaxProcessesPerShell] フィールドに値 2,000,000,000 （カンマまたはスペースなし）を入

力します。 
iv. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
13. リモート シェルの数を設定します。 

 
i. 右側のペインで、[Specify maximum number of remote shells per user] をダブルクリックし

ます。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 
iii. [MaxShellsPerUser] フィールドに値 2,000,000,000 （カンマまたはスペースなし）を入力し

ます。 
iv. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
14. シェル タイムアウト値を設定します。 

 
i. 右側のペインで、[Specify Shell Timeout] をダブルクリックします。 
ii. [Enabled] オプション ボタンを選択します。 
iii. [ShellTimeOut] フィールドに値 7,200,000 （カンマまたはスペースなし）を入力します。 
iv. 下にある [OK] をクリックしてフォームを送信します。 

 
Windows 2008：ファイアウォール グループ ポリシーの設定 
Windows ファイアウォールは、着信 ICMP（ping）要求を許可する必要があります。また、WinRM は、SSL が
使用されていない場合はポート 5985 でリッスンし、SSL が使用されている場合はポート 5986 でリッスンしま

す。これらのポートは、監視対象サーバのファイアウォールで開いている必要があります。グループ ポリ

シーを使用して、組織のすべてのサーバでこれらのポートを開くことができます。 

46 



 

グループ ポリシー管理エディタで、次の場所に移動します。 
Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Windows 
Firewall with Advanced Security\Windows Firewall with Advanced Security - 
LDAP;...\Inbound Rules 

1. 新しいインバウンド ルール ポリシーを作成します。 
 

i. 左側のペインの [Inbound Rules] を右クリックします。 
ii. [New Rule...] を選択します。新規の受信の規則ウィザードを表示します。 
iii. 右側のペインの [Predefined] オプション ボタンを選択します。 
iv. ドロップダウン リストから [Windows Remote Management] を選択します。 
v. [Next] をクリックします。 

vi. リスト内のすべての項目がチェックされていることを確認します。 
vii. [Next] をクリックします。 
viii. [Allow the connection] オプション ボタンが選択されていることを確認します。 

ix. [Finish] をクリックします。 
 

2. グループ ポリシー管理エディタを終了します。 
[File] > [Exit] を選択します。 

3. 新しい GPO を、ポリシーを適用するサーバが含まれる 1 つ以上の組織ユニット（OU）にリンクします。

または、新しい GPO をドメイン自体にリンクすることによって、ドメイン内のすべての Windows サー

バにポリシーを適用できます。ドメインに GPO をリンクするには、次の手順を実行します。 

（注）サーバのサブセットにのみリンクする場合は、ドメインを特定の OU に置き換えてください。 
 

i. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインでドメインを右クリックします。 
ii. [Link an Existing GPO...] を選択します。 

iii. 表示されたリストから新しい GPO（例：WinRM_Monitoring）を選択します。 
iv. [OK] をクリックしてプロセスを完了します。 

 
4. [Group Policy Management] ウィンドウを終了します。 

[File] > [Exit] を選択します。 

5. モニタリング用のサーバを Cisco UCS Performance Manager に追加する前に、グループ ポリシーが

サーバ上で自動的に更新するのに十分な時間待機します。または、コマンド プロンプトで次のコマ

ンドを入力して、ターゲット サーバでグループ ポリシーを手動で更新できます。 
 

gpupdate /force 
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Windows 2008：Cisco UCS Performance Manager の Windows ク
レデンシャルの設定 
1 つ以上のサーバを Cisco UCS Performance Manager に追加する準備が整ったら、Cisco UCS Performance 
Manager Web インターフェイスで次の手順を実行します。 

1. [Infrastructure] ページに移動します。 

2. [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 

3. [Details] アイコンをクリックします。 

4. 左側のペインの [Configuration Properties] をクリックします。 

5. 右側のペインで、適切な Windows クレデンシャルを提供して zWinRMUser および zWinRMPassword 
の構成プロパティを設定します。 

（注）セットアップとテストを容易にするため、ローカルの管理者アカウントをテスト環境で使用できま

す。実稼動環境では、特権が少ないサービス アカウントを使用することを推奨します。WinRM 認証

の詳細については、前述の項「WinRM モニタリング用の Windows 認証について」を参照してください。 

管理者以外のアカウントを使用してモニタリングできるように Windows を設定するには、後述の

「Windows 2008：個々のサーバでの WinRM サービス アカウントの設定」または「Windows 2008：グ
ループ ポリシーを使用したすべてのサーバでのサービス アカウントの設定」の項を参照してください。 

6. [See All] をクリックします。 

7. Web インターフェイスまたは ZenBatchload を使用して Windows サーバを追加します。 
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Windows 2008：ドメイン サービス アカウントの使用と Kerberos で
クレデンシャルを暗号化することによるセキュリティの向上 
（注）認証に使用するアカウントをローカル システム アカウントから単一のドメイン サービス アカウントに切

り替えると、Kerberos を使用したクレデンシャルの暗号化が必須となります。 

Kerberos 認証プロセスには、使用可能なチケット保証サーバが必要です。Microsoft Active Directory（AD）
環境では、AD サーバがキー発行局（KDC）としても機能します。Cisco UCS Performance Manager の 
zWinKDC 構成プロパティは、AD サーバの IP アドレスに設定する必要があります。Windows サーバのモニ

タリングに使用する各コレクタは、このサーバに Kerberos パケットを送信できる必要があります。Cisco UCS 
Performance Manager でチケット保証サーバを指定するには、次の手順を実行します。 

1. Cisco UCS Performance Manager の Web UI で、[Infrastructure] ページに移動します。 

2. 左側のペインで、[Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 

3. [Details] アイコンをクリックします。 

4. 左側のペインの [Configuration Properties] をクリックします。 

5. zWinKDC の右側のペインで構成プロパティを編集します。[zWinKDC] をダブルクリックし、Active 
Directory サーバの IP アドレスを指定します。 

6. zWinRMUser 名の値をユーザの完全なドメイン名（例：administrator@test.loc）になるように編集します。 

（注）user@domain の形式の zWinRMUser の名前の値は、Cisco UCS Performance Manager がクレ

デンシャルに Kerberos 暗号化を使用するためのトリガーです。zWinRMUser の名前の値が 
user@domain の代わりに user （のみ）の形式を取る場合、Cisco UCS Performance Manager は 
Kerberos を使用しません。 

（注）Cisco UCS Performance Manager サーバおよびコレクタは、ターゲット サーバのポインタ レコード

（PTR）を Active Directory の完全修飾ドメイン名に変換できる必要があります。管理者は、次の 3 つ
の方法のいずれかを使用してこの要件を満たすことができます。 

 
i. DNS 解決のため Windows DNS サーバにアクセスするように Cisco UCS Performance 

Manager サーバを設定する。 
ii. 各サーバの PTR レコードを /etc/hosts ファイルに手動で入力する。 

 
たとえば、IP アドレス 77.77.77.77 のサーバ r2d2.example.com には次の PTR レコードがあります。 

77.77.77.77 r2d2.example.com 
 

iii. [zWinRMServerName] プロパティ フィールドで監視対象サーバの名前を指定して、

zWinRMServerName プロパティを使用する。 
 

（注）zWinRMServerName プロパティは、監視対象サーバの管理 IP アドレスの DNS PTR レコードが、

サーバが Active Directory で認識されるための名前に変換されない場合に、ドメイン認証と併せて

使用しなければなりません。 
たとえば、myserver1 が Active Directory によって myserver1.ad.example.com と認識されていて IP 
アドレス 192.51.100.21 で管理されているが、IP アドレス 192.51.100.21 が www.example.com に変

換される場合、zWinRMServerName プロパティを myserver1.ad.example.com に設定して、ドメイン
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認証が機能するようにする必要があります。 

• ご使用の環境にある多くの Windows サーバに Active Directory に一致する DNS PTR レコードが

ない場合は、以下の手順を行うことを推奨します。 
o 監視対象デバイスの名前を Cisco UCS Performance Manager の完全修飾 Active 

Directory 名になるように設定します。 
o /Server/Microsoft/Windows デバイス クラスで zWinRMServerName を

${here/titleOrId} に設定します。 

この方法により、すべてのデバイスで zWinRMServerName プロパティを設定しなくて済みます。 

ローカル認証が使用される場合、または DNS PTR レコードが Active Directory のリストに一致する場

合は、zWinRMServerName プロパティを空白のままにすることを推奨します。これにより、Cisco UCS 
Performance Manager はモニタリング時に DNS 解決に依存する必要がなくなり、

zWinRMServerName プロパティの設定時に追加のオーバーヘッドを回避します。 
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Windows 2008：個々のサーバでの WinRM および WinRS の設

定（基本認証、暗号化なし） 
WinRM および WinRS を設定するには、次の手順を実行します。 

1. ドメイン管理者またはローカル管理者権限を持つユーザとして、ターゲット サーバにログインします。 

2. Windows PowerShell を開始します。 
 

• ツールバーにあれば [Windows PowerShell] アイコンをクリックします。 
• [Start] をクリックし、検索フィールドに Power と入力し、[Windows PowerShell] を選択します。 

 
3. Windows PowerShell 内で次の手順を実行します。 
 

i. 他のシステムから WS 管理要求を受け入れるようにシステムを設定します。コマンド プロ

ンプトで次のコマンドを入力します。 
 

winrm quickconfig 
 

ii. https（SSL）接続の代わりに http を指定します。次のコマンドを入力します。 
 

winrm s winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}' 
 

iii. ユーザ 1 人あたりの同時操作の最大数を設定します。次のコマンドを使用します。 
 

winrm s winrm/config/service 
'@{MaxConcurrentOperationsPerUser="4294967295"}' 

 
iv. ユーザ 1 人あたりのシェルの最大数を設定します。次のコマンドを入力します。 

 
winrm s winrm/config/winrs '@{MaxShellsPerUser="2147483647"}' 

 
v. アイドル タイムアウトを設定します。次のコマンドを入力します。 

 
winrm s winrm/config/winrs '@{IdleTimeout="7200000"}' 

 
vi. 基本認証を指定します。次のコマンドを入力します。 

 
winrm s winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}' 

 
vii. PowerShell を終了します。 

 
exit 
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4. ポート 5985 で接続を許可するようにファイアウォールを設定します。 
 

i. [Start] ボタンをクリックして、[All Programs] > [Administrative Tools] > [Server Manager] に
移動します。 

ii. 左側のペインで、[Server Manager] > [Configuration] > [Windows Firewall with Advanced 
Security] > [Inbound Rules] に移動します。 

iii. 右側のペインで、表示されているリストをスクロール ダウンして、現在使用されているファ

イアウォール プロファイル（およびその他の必要なプロファイル）に対し [Windows Remote 
Management] が有効になっていることを確認します。 

 
（注）リモート管理には、SSL が使用されていない場合にポート 5985 での接続の許可が含

まれます。 
 

[Windows Remote Management] が右側のペインに表示されていない場合は次の手順を

実行します。 
 

a. 左側のペインの [Inbound Rules] を右クリックします。 
b. [New Rule...] を選択します。 
c. [Predefined] オプション ボタンを選択します。 
d. ドロップダウン リストから [Windows Remote Management] を選択します。 
e. [Next] をクリックします。 
f. リスト内のすべての項目がチェックされていることを確認します。 
g. [Next] をクリックします。 
h. [Allow the connection] オプション ボタンが選択されていることを確認します。 
i. [Finish] をクリックします。 

 
5. サーバをモニタするように Cisco UCS Performance Manager を設定します。Cisco UCS Performance 

Manager Web インターフェイス内で次の手順を実行します。 
 

i. [Infrastructure] ページに移動します。 
ii. [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 

iii. [Details] アイコンをクリックします。 
iv. 左側のペインの [Configuration Properties] をクリックします。 
v. 右側のペインで、zWinRMUser および zWinRMPassword のプロパティの値が Windows 

サーバの正しい Windows クレデンシャルで入力されていることを確認します。 
 

（注）セットアップとテストを容易にするため、ローカルの管理者アカウントをテスト環境で使用

できます。実稼動環境では、特権が少ないサービス アカウントを使用することを推奨します。

WinRM 認証の詳細については、前述の項「WinRM モニタリング用の Windows 認証について」

を参照してください。 

管理者以外のアカウントを使用してモニタリングできるように Windows を設定するには、後述

の「Windows 2008：個々のサーバでの WinRM サービス アカウントの設定」の項を参照してくだ

さい。 
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vi. リストされているクレデンシャルが正しい場合は、[See All] をクリックし、サーバを Cisco 
UCS Performance Manager に追加します。 

vii. リストされているクレデンシャルがターゲット サーバに適切でない場合は、サーバを追加し、

サーバの個々の zWinRMUser および zWinRMPassword の構成プロパティを設定する必要

があります。サーバ情報を追加するには、次の手順を実行します。 
 

a. サーバを [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスに追加します。ただし、次

のように追加する場合はデバイスのモデリングは行いません。 
• Web インターフェイス経由で追加する場合は、[Model Device:] チェック

ボックスをオフのままにします。 
• zenbatchload コマンドで追加する場合は、デバイスに -- nomodel フラグ

が設定されていることを確認します。 
b. デバイスがデバイス リストに表示されたら、その名前をクリックします。 
c. [Configuration Properties] をクリックし、適切な Windows クレデンシャルを提供し

て zWinRMUser および zWinRMPassword の構成プロパティを設定します。 
 

viii. 左下の [Action Wheel] アイコン（歯車形状）をクリックしてデバイスをモデル化し、[Model 
Device...] を選択します。 
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Windows 2008：ドメイン サービス アカウントを使用し Kerberos で
クレデンシャルを暗号化するように個別のサーバを設定する 
Kerberos 認証プロセスには、使用可能なチケット保証サーバが必要です。Microsoft Active Directory（AD）
環境では、AD サーバがキー発行局（KDC）としても機能します。Cisco UCS Performance Manager の 
zWinKDC 構成プロパティは、AD サーバの IP アドレスに設定する必要があります。Windows サーバをモニタ

する各コレクタは、このサーバに Kerberos パケットを送信できる必要があります。Cisco UCS Performance 
Manager でチケット保証サーバを指定するには、次の手順を実行します。 

1. Cisco UCS Performance Manager の Web UI で、[Infrastructure] ページに移動します。 

2. [Server/Microsoft/Windows] デバイス クラスを選択します。 

3. [Details] をクリックします。 

4. zWinKDC の構成プロパティを編集して、Active Directory サーバの IP アドレスを指定します。 

5. zWinRMUserName の値をユーザの完全なドメイン名（例：administrator@test.loc）になるように編集
します。 

（注）user@domain の形式の zWinRMUserName の値は、Cisco UCS Performance Manager がクレデ

ンシャルに Kerberos 暗号化を使用するためのトリガーです。zWinRMUsername の値が user@domain 
の代わりに user （のみ）の形式を取る場合、Cisco UCS Performance Manager は Kerberos を使用しま

せん。 

（注）Cisco UCS Performance Manager サーバおよびコレクタは、ターゲット サーバのポインタ レコード

（PTR）を Active Directory の完全修飾ドメイン名に変換できる必要があります。管理者は、次の 3 つ
の方法のいずれかを使用してこの要件を満たすことができます。 

 
i. DNS 解決のため Windows DNS サーバにアクセスするように Cisco UCS Performance Manager 

サーバを設定する。 
ii. 各サーバの PTR レコードを /etc/hosts ファイルに手動で入力する。 

 
たとえば、IP アドレス 77.77.77.77 のサーバ r2d2.example.com には次の PTR レコードがあり 
ます。 
 
77.77.77.77 r2d2.example.com 

 
iii. 次のように zWinRMServerName プロパティを使用する。 

 [zWinRMServerName] プロパティ フィールドで監視対象のサーバの名前を指定します。 
 

（注）zWinRMServerName プロパティは、監視対象サーバの管理 IP アドレスの DNS 
PTR レコードが、サーバが Active Directory で認識されるための名前に変換されない
場合に、ドメイン認証と併せて使用しなければなりません。 
たとえば、myserver1 が Active Directory によって myserver1.ad.example.com と認識さ

れていて IP アドレス 192.51.100.21 で管理されているが、IP アドレス 192.51.100.21 が 
www.example.com に変換される場合、zWinRMServerName プロパティを 
myserver1.ad.example.com に設定して、ドメイン認証が機能するようにする必要があり

ます。 
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• ご使用の環境にある多くの Windows サーバに Active Directory に一致する DNS PTR レ
コードがない場合は、以下の手順を行うことを推奨します。 
 
 監視対象デバイスの名前を Cisco UCS Performance Manager の完全修飾 Active 

Directory 名になるように設定します。 
 /Server/Microsoft/Windows デバイス クラスで zWinRMServerName を

${here/titleOrId} に設定します。 
この方法により、すべてのデバイスで zWinRMServerName プロパティを設定しなくて済みます。 

ローカル認証が使用される場合、または DNS PTR レコードが Active Directory のリストに一致する場

合は、zWinRMServerName プロパティを空白のままにすることを推奨します。これにより、Cisco UCS 
Performance Manager はモニタリング時に DNS 解決に依存する必要がなくなり、

zWinRMServerName プロパティの設定時に追加のオーバーヘッドを回避します。 
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Windows 2008：個々のサーバ セキュリティの向上：WinRM およ

び WinRS に対し SSL を指定する 

新しい証明書テンプレートの作成 
Cisco UCS Performance Manager と Windows クライアント間のペイロードを正常に暗号化するには、各監視

対象サーバ上でサーバ認証証明書をインストールする必要があります。管理者特権を持つユーザとして認

証局サーバにログインし、各サーバの証明書の作成時に使用する証明書のテンプレートを作成します。こ

の手順は一度実行するだけでよく、その後は作成した新しい証明書のテンプレートが各サーバの証明書を

作成するために繰り返し使用されます。次のステップでは、新しい証明書のテンプレートを作成するために

標準の Web サーバ証明書のテンプレートが複製されます。 

1. 管理者特権を持つユーザとして認証局サーバにログインします。 

2. Windows PowerShell を開始します。 
 

i. ツールバーにあれば [Windows PowerShell] アイコンをクリックします。 
ii. [Start] をクリックし、検索フィールドに Power と入力し、[Windows PowerShell] を選択します。 

 
3. Microsoft 管理コンソール（mmc）を開始します。次のコマンドを入力します。 

mmc 

mmc 内で複製テンプレートを作成します。 
 

i. [File] メニューをクリックし、[Add/Remove Snap-in...] を選択して、 
ii. 左側のリストから、[Certificate Templates] を選択します。 

iii. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに

追加します。 
iv. [OK] をクリックします。 

 
4. 左側のウィンドウの [Certificate Templates] をクリックして、証明書テンプレートの完全リストを表示し 

ます。 
 

i. リストをスクロール ダウンし、Web Server を見つけます。 
ii. Web Server テンプレートを右クリックして、[Duplicate Template] を選択します。[Duplicate 

Template] ダイアログがオプション ボタンとともに表示されます。 
iii. [Windows Server 2008 Enterprise] を選択し、[OK] をクリックして [Properties of New 

Template] ウィンドウを表示します。 
iv. [General] タブで、テンプレート表示名の値を指定します。 
v. [Request Handling] タブを選択し、[Allow private key to be exported] の横にあるボックスを

チェックします。 
vi. [Security] タブを選択し、認証局のコンピュータ アカウントを最小の登録特権を持つテンプ

レートに追加します。 
vii. [OK] をクリックします。 
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5. mmc で、証明書のテンプレートを設定します。 
 

i. [File] メニューをクリックします。 
ii. [Add/Remove Snap-in...] を選択します。 
iii. 左側のリストから、[Certification Authority] を選択します。 
iv. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに追

加します。 
[Certification Authority] というタイトルのウィンドウが表示された場合、次の手順を実行し 
ます。 

 
a. [This snap-in will always manage:] の下の [Local computer] の横にあるオプション 

ボタンを選択します。 
b. [Finish] をクリックします。 
c. [OK] をクリックします。 

 
v. [Certification Authority (Local)] 下のリストと、使用しているサーバ名の下のリストを展開し 

ます。 
vi. サーバ名の下のリストで [Certificate Templates] を右クリックします。 
vii. [New] > [Certificate Template to Issue] を選択します。 
viii. [Enable Certificate Templates] ウィンドウで、前の手順で作成した新しいテンプレートを選

択します。 
ix. [OK] をクリックします。 

 
各サーバの証明書の作成 
次の手順では、新しい証明書テンプレートを使用し、SSL 暗号化を使用してモニタする各サーバの証明書を

作成します。次の手順を各サーバで繰り返します。 

1. 必要に応じて、次のコマンドを使用して Microsoft 管理コンソール（mmc）を開始します。 

mmc 

2. 証明書 MMC を開きます。 
 

i. [File] メニューをクリックします。 
ii. [Add/Remove Snap-in...] を選択します。 
iii. 左側のリストから、[Certificates] を選択します。 
iv. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに追

加します。 
v. [Certificates snap-in] ウィンドウで、オプション [This snap-in will always manage certificates 

for Computer account] を選択し、[Select Computer] ウィンドウを表示します。 
vi. [This snap-in will always manage Local Computer] のオプション ボタンを選択します。 
vii. [Finish] をクリックします。 
viii. [OK] をクリックします。 
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3. 新しい証明書を要求し、登録します。証明書 mmc で次の手順を実行します。 
 

i. [Console Root] > [Certificates (Local Computer)] > [Personal] > [Certificates] に移動します。 
ii. mmc 上部のメニューで [Action] を選択し、ドロップダウン リストを表示します。 
iii. [All Tasks] > [Request New Certificate] を選択します。 
iv. [Next] をクリックし、[Active Directory Enrollment Policy] が強調表示されている隣のウィン

ドウを表示します。 
v. [Next] をクリックします。 

vi. コピーした証明書テンプレートの隣のボックスにチェック マークを付け、リンクをクリックし

て [Properties edit] ウィンドウを開始します。 
 

a. [Subject] タブで、[Subject name] フィールドの [Type:] ドロップダウンから 
[Common name] を選択します。[Value:] フィールドに、完全修飾ドメイン名を入力

します（例：mytestmachine.mynetwork.com）。 
b. [Add] をクリックします。 
c. 必要に応じて、組織、住所などの追加の識別情報を同じように入力します。 
d. [General] タブを選択し、[friendly name] フィールドに入力します。 

 
vii. [OK] をクリックします。 
viii. [Enroll] をクリックします。 

ix. [Finish] をクリックします。 
 

4. 証明書をエクスポートします。証明書 mmc で次の手順を実行します。 
 

i. [Certificates - Local Computer] > [Personal] > [Certificates] の下のツリーを展開します。 
ii. 新しい証明書を右クリックし、[All Tasks] を選択します。 
iii. [Export] を選択して [Certificate Export Wizard] を表示します。 
iv. [Certificate Export Wizard] ウィンドウで、[Next] をクリックします。 
v. [Yes, export the private key] のオプション ボタンを選択します。[Next] をクリックします。 

vi. 次のページで次の手順を実行します。 
 

a. [Personal Information Exchange] オプション ボタンが選択されていることを確認します。 
b. [Include all certificates in the certification path if possible] のチェックボックスを選択します。 
c. [Next] をクリックします。 

 
5. パスワードを作成して確認します。 

6. [Next] をクリックして、[File to Export] ページを表示します。[File to Export] ページで次の手順を実行

します。 

i. エクスポートしたキーの宛先を検索して選択します。 
ii. ファイル名を作成します。 
iii. [Save] をクリックします。 
iv. [Next] をクリックします。 

 
7. [Completing the Certificate Export Wizard] ページで、情報を確認します。情報を編集する必要があ

る場合は、[<Back] をクリックします。 
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8. [Finish] をクリックします。 
エクスポートが成功すると、[Certificate Export Wizard] に成功メッセージが表示されます。 

9. [OK] をクリックしてメッセージを閉じ、ウィザードを終了します。 

10. ターゲット サーバに、エクスポートした証明書を移動またはコピーします。 
 
ターゲット コンピュータでの証明書のインストール 

1. ターゲット コンピュータで、Windows PowerShell を開始します。 

• ツールバーにあれば [Windows PowerShell] アイコンをクリックします。または、 
• [Start] をクリックし、検索フィールドに Power と入力し、[Windows PowerShell] を選択します。 

2. Microsoft 管理コンソール（mmc）を開始します。 

mmc 

3. mmc に証明書スナップインを追加します。 
 

i. [File] メニューをクリックします。 
ii. [Add/Remove Snap-in...] を選択します。 
iii. 左側のリストから、[Certificates] を選択します。 
iv. ウィンドウの中央にある [Add>] ボタンをクリックして、右側の [Selected snap-ins] リストに追

加します。 
v. [Certificates snap-in] ウィンドウで、[This snap-in will always manage certificates for:] の下

の [Computer account] を選択します。 
vi. [Next] をクリックします。 
vii. [Select a computer] ページで、[Local computer] を選択します。 
viii. [Finish] をクリックします。 

ix. [Add or Remove Snap-ins] ページで [OK] をクリックします。 
 

証明書のインポート 

1. mmc コンソールで、ツリーの [Certificates (Local Computer)] ブランチを展開します。 

2. [Personal] を強調表示し右クリックします。 

3. [All Tasks] => [Import] を選択し、[Certificate Import Wizard] を開始します。 

4. [Certificate Import Wizard] の最初のページで、[Next] をクリックします。 

5. [File to import] ページで次の手順を実行します。 
 

i. [Browse] をクリックします。 
ii. ターゲット システムにコピーした証明書ファイルの場所に移動し、そのファイルを選択します。 

（注）ファイル名が表示されない場合は [file browser] ウィンドウのファイル タイプを 
[Personal Information Exchange] に変更します。 

iii. [Open] をクリックします。 
iv. [Next] をクリックして、[Private key protection] ページを表示します。 
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6. [Private key protection] ページで次の手順を実行します。 
 

i. キーのパスワードを入力します。 
ii. [Mark this key as exportable] および [Include all Extended Properties] のチェックボックスが

オンになっていることを確認します。 
iii. [Next] をクリックして、[Certificate Store] ページを表示します。 

 
7. [Certificate Store] ページで次の手順を実行します。 

 
i. [Place all certificates in the following store] を選択します。 
ii. [Personal] が [Certificate Store] のフィールドに表示されることを確認します。 
iii. [Next] をクリックし、[Completing the Certificate Import Wizard] ページを表示します。 

 
8. [Completing the Certificate Import Wizard] ページで、証明書情報を確認します。 

9. [Finish] をクリックして、ウィザードを終了します。 
エクスポートが成功すると、[Certificate Export Wizard] に成功メッセージが表示されます。 

10. [OK] をクリックしてメッセージを閉じ、ウィザードを終了します。 
 
詳細の確認とサムプリントのコピー 

1. 必要に応じて、証明書スナップインを使用して mmc を開始します。mmc コンソールで次の手順を実

行します。 
 

i. ツリーの [Certificates (Local Computer)] ブランチを展開します。 
ii. [Personal] を展開します。 
iii. [Certificates] をクリックします。 
iv. 右側のペインにある証明書をダブルクリックし、[Certificate] ウィンドウを開始し、詳細を表

示します。 
 

2. サムプリントをコピーします。[Certificate] ウィンドウの [General] タブで次の手順を実行します。 
 

i. hostname がターゲット サーバの正しい完全修飾ドメイン名であることを確認します。 
ii. [Details] タブを選択します。 
iii. [Field] リストで [Thumbprint] にスクロール ダウンします。 
iv. [Thumbprint] をクリックします。 
v. 後の手順で使用するために、ウィンドウの下方から 40 桁のサムプリントをコピーします。

次に例を示します。 
 

3a 79 6b ce 83 82 85 55 32 31 30 11 16 e5 bd 14 f0 2d 61 89 
 

（注）表示されている 40 桁のサムプリント値にはスペースが含まれています。これらのス

ペースはコマンドで使用する前に削除します。 
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（注）サーバが WinRM を使用したモニタリング用に設定されていない場合は、「Windows 2008：
個々のサーバでの WinRM および WinRS の設定（基本認証、暗号化なし）」の項に示されている手

順を実行し、SSL を使用しないことを指定する手順を省略します。ファイアウォールの設定には、次の

項「ファイアウォールの設定」（下記）に示されている手順を代用します。 
 
サーバが SSL を使用せずにモニタリング用に設定されている場合は、「ファイアウォールの設定」（下

記）の項に直接進みます。 
 
ファイアウォールの設定 

1. ポート 5986 で接続を許可するようにファイアウォールを設定します。 
 

i. [Start] ボタンをクリックして、[All Programs] > [Administrative Tools] > [Server Manager] に
移動します。 

ii. 左側のペインで、[Server Manager] > [Configuration] > [Windows Firewall with Advanced 
Security] > [Inbound Rules] に移動します。 

 
i. 新しいインバウンド ルールを作成します。[Actions] の下の右側にある [New Rule] をクリッ

ク して [New Inbound Rule Wizard] ウィンドウを表示します。 
 

2. [New Inbound Rule Wizard] ウィンドウで、新しいインバウンド ルールを作成し、ポートを指定します。 
 

i. [Port] の横にあるオプション ボタンを選択します。 
ii. [Next] をクリックします。 
iii. [TCP] および [Specific local ports] の横のオプション ボタンが選択されていることを確認し

ます。 
iv. [Specific local ports] のフィールドに値 5986 を入力します。 
v. [Next] をクリックします。 

vi. 次のページで、[Allow the connection] の横にあるオプション ボタンが選択されていること

を確認します。 
vii. [Next] をクリックします。 
viii. 次のページで、ルールを適用するファイアウォール プロファイルを選択します。 

ix. [Next] をクリックします。 
x. 次のページで、ルールに名前を付けます。 
xi. [Finish] をクリックします。 

 
SSL を使用した WinRM リスナーの作成 

1. Windows Power Shell を開始します。 
 

i. ツールバーにあれば [Windows PowerShell] アイコンをクリックします。 
または 

ii. [Start] をクリックし、検索フィールドに Power と入力し、[Windows PowerShell] を選択します。 
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2. 新しく作成した証明書を参照するリスナーを作成します。PowerShell コマンド ラインで、次のコマンド

を入力し、証明書の thumbprint と serverfqdn の値を置き換えます（サーバ完全修飾ドメイン名）。 

winrm create 
winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS '@{Hostname="[serverfq 
dn]";CertificateThumbprint="[thumbprint]"}' 

 
次に例を示します。 

 
winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS 
'@{Hostname="mymachinename.mynetwork.com";CertificateThumbprint="3a796b 
ce838285553231301116e5bd14f02d6189"}' 

（注）サムプリント値は、[Certificate information] ウィンドウの [Detail] タブに表示される値からスペー

スを除いて入力する必要があります。 

3. http 接続の代わりに https（SSL）を指定します。次のコマンドを入力します。 

winrm s winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="false"}' 

（注）すでにポリシーによって制御されている場合は、エラーが表示されます。 

 
Cisco UCS Performance Manager へのサーバの追加 
Cisco UCS Performance Manager Web UI で次の手順を実行します。 

1. [Infrastructure] ページに移動します。 

2. サーバが Cisco UCS Performance Manager にまだ追加されていない場合は、

Server/Microsoft/Windows デバイス クラスに追加して、モデリングから外します。 

3. ターゲット サーバの名前をクリックします。 

4. サーバの [Configuration Properties] をクリックします。 

5. zWinScheme の構成プロパティを https になるように編集します。 

6. zWinRMPort の値を 5986 に編集します。 

7. zWinRMUser および zWinRMPassword の値が正しいことを確認します。これは、適切な Windows ク
レデンシャル（たとえばそれぞれ Bill と billspassword）であることを意味します。必要に応じて編集し

てください。 

8. 設定が正常に入力されたことを確認するには、デバイスをモデル化します。左下の [Action Wheel] 
アイコン（歯車形状）をクリックし、[Model Device...] を選択します。 
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Windows 2008：個々のサーバでの WinRM サービス アカウント

の設定 
WinRM でモニタリングする際の Windows 権限要件に関するバックグラウンドについては、前述の項

「WinRM モニタリング用の Windows 認証について」を参照してください。各サーバで次の手順を実行し、

サービス アカウントを設定します。 

1. サービス アカウントとして使用する新しいローカル ユーザを追加します。 
i. [Server Manager] を開きます。 
ii. 左側のペインの [Configuration] を展開します。 
iii. 左側のペインで、[Local Users and Groups] を展開します。 
iv. [Users] を右クリックし、表示されたメニューから [New User] を選択します。 
v. [New User] フォームに必要事項を入力します。[User must change password at next logon] 

のチェックをはずし、（必要な場合は）[Password never expires] ボックスにチェックを入れます。 
vi. [Create] をクリックします。 
vii. [Close] をクリックし、[New User] フォームを終了します。 

2. 権限の設定スクリプト（たとえば、zenoss-lpu.ps1 スクリプト）をターゲット サーバにコピーします。 
3. PowerShell スクリプトを実行します。 

i. タスクバーに [Windows PowerShell] アイコンがある場合はそれをクリックします。アイコン
がない場合は、タスクバーの [Start] をクリックし、検索フィールドに「Powershell」と入力し
て PowerShell を検索します。 

ii. スクリプトへのフル パスをコマンド ラインに入力し、スクリプトに -u オプションとサービス ア
カウントの名前を追加して、サービス アカウントの設定スクリプトを実行します。たとえば、

zenoss-lpu.ps1 スクリプトの編集されたバージョンを使用し、サービス アカウントの名前が

「benny」の場合は、PowerShell プロンプトで次のコマンドを入力します。 

C:\tmp\zenoss-lpu.ps1 –u benny 

（注）サーバに適用されているセキュリティ ポリシーによって、次のようなエラーが発生する場合があり

ます。 
 

File C:\tmp\zenoss-lpu-ps1 cannot be loaded because running scripts is 
disabled on this system….. 

このエラーが発生した場合は、たとえば次のように –executionpolicy bypass オプションを含

めることにより、このスクリプトのセキュリティ制約を回避できます。 

Powershell -executionpolicy bypass -file C:\tmp\zenoss-lpu.ps1 -u benny 
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Windows 2008：グループ ポリシーを使用したすべてのサーバで

のサービス アカウントの設定 
特記事項：Windows 2008R2 ドメインのグループ ポリシーがデフォルト設定のままになっている場合は、

Windows が、スクリプトが実行を許可される必要があるコマンド ラインで、アクティブ ユーザの確認をするこ

となくネットワーク上の PowerShell スクリプトの実行のブロックすることがあります。このユーザ介入の要求

により、スタートアップ スクリプトが実行されたときに Windows システムが長期間起動せず、ユーザ介入が

保留される場合があります（管理者はシステムの待機中にシステムにログインできないので、介入はできま

せん）。この問題を回避するグループ ポリシー オブジェクトを次の手順を実行することで作成できます。 
 

1. allow all スクリプトに PowerShell 実行ポリシーを設定します。 
2. 信頼済みサイトのインターネット ゾーンの共有ディレクトリのスクリプトをホストするサーバのホ

スト名（またはホストのドメイン）を追加します。 
3. レジストリ キーを編集して、Internet Explorer の拡張セキュリティ設定を無効にします（これは、

信頼済みサイトのインターネット ゾーンに項目を追加するために必要です）。 
 
管理者は、変更される各サーバでスクリプトを手動で実行する代わりに、グループ ポリシーを使用して中央

の場所から PowerShell スクリプトを展開できる利点とこれらのポリシーのセキュリティへの影響を比較検討

する必要があります。これらの変更を行うには、次の項を完了します。 
 
スクリプト実行の有効化（必要な場合） 

 
1. タスクバーの [Start] をクリックし、検索バーに Group Policy Management と入力してグループ ポリ

シー管理 を検索します。 
 

i. [Group Policy Manager] ウィンドウの左側のペインで、[Forest：yourdomain] > [Domains] > 
[yourdomain] > [Group Policy Objects] に移動します。 

 
次に例を示します。 

[Forest：doctest.loc] > [Domains] > [doctest.loc] > [Group Policy 
Objects] 

 
ii. [Group Policy Objects] を右クリックして [New] を選択し、[NEW GPO] ダイアログを表示します。 
iii. ポリシーに名前を付けます（例：script_execution）。 
iv. [OK] をクリックして保存し、[New Policy] ウィンドウを終了します。 

 
2. 新しいポリシーを編集します。 

i. 左側のペインで、新しいグループ ポリシー オブジェクトに移動します。次に例を示します。 

[Forest：doctest.loc] > [Domains] > [doctest.loc] > [Group Policy 
Objects] > [script_execution] 

ii. ポリシーを右クリックし、[Edit] を選択してグループ ポリシー管理エディタを表示します。 
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a. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインで、下記に移動します。 
 

Computer Configuration/Policies/Administrative Templates/Windows 
Components/Internet Explorer/Internet Control Panel/Security Page/ 

b. 右側のパネルで、[Site to Zone Assignment List] をダブルクリックします。 
c. [Enabled] オプション ボタンをクリックします。 
d. [Show] ボタンをクリックして、PowerShell スクリプトをホストするシステムのホスト名（ま

たはより広い権限が必要な場合は、スクリプトが配置されるドメイン）を追加します。 
（注）右側の [Help] メニューでは、ドメインまたは個々のホストを追加する方法に関す

るガイダンスが提供されます。 
e. ご使用のサイトまたはドメインの「2」を選択し、[Trusted Sites] ゾーンに入力します。 
f. フォームの下にある [OK] をクリックします。 

 
iii. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインで、下記に移動します。 

 
Computer Configuration/Policies/Administrative Templates/Windows 
Components/Windows PowerShell/ 

a. 右側のペインで、[Turn on Script Execution] をダブルクリックします。 
b. [Turn on Screen Execution] ダイアログ ウィンドウで、[Enabled] オプション ボタンをク

リックします。 
c. [OK] をクリックします。 
d. [Execution Policy] の下にあるドロップダウン リストで、[Allow all scripts] を選択します。 
e. 下にある [OK] をクリックします。 

 
iv. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインで、下記に移動します。 

Computer Configuration/Preferences/Windows Settings/Registry/ 

a. [Registry] で右クリックし、[New] > [Registry Item] を選択します。 
b. 次のキー パスを入力するか、[Registry Item Bowser] を使用するために […] ボタンを使

用して下記に移動します。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed 
Components\{A509B1A7-37EF-4b3f-8CFC-4F3A74704073} 

c. ペインの下方で、[IsInstalled] をクリックします。 
d. [Select] ボタンをクリックし、[New Registry Properties] ダイアログボックスを表示します。 
e. [New Registry Properties] ダイアログボックスで、[General] タブを選択し、次の設定を

確認します。 
• [Action] は [Update] に設定されている。 
• [Hive] は HKEY_LOCAL_Machine である。 
• [Key Path] は、手順 b で指定されたものである。 
• [Value name] は [IsInstalled] で、[Default] ボックスはオフである。 
• [Value type] は REG_DWORD である。 
• [Base] のチェックボックスは、16 進数に設定されている。 

f. [Value data] エントリをデフォルトの 00000001（有効）から新しい値 00000000（無効）に

変更します。 
g. [OK] をクリックして、ダイアログを閉じて変更を保存します。 

65 



 

9. 新しい GPO を、ポリシーを適用するサーバが含まれる 1 つ以上の組織ユニット（OU）にリンクします。

または、新しい GPO をドメイン自体にリンクすることによって、ドメイン内のすべての Windows サー

バにポリシーを適用できます。ドメインに GPO をリンクするには、次の手順を実行します。 

（注）サーバのサブセットにのみリンクする場合は、ドメインを特定の OU に置き換えてください。 
 

i. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインでドメインを右クリックします。 
ii. [Link an Existing GPO...] を選択します。 

iii. 表示されたリストから新しい GPO を選択します。 
iv. [OK] をクリックしてプロセスを完了します。 

 
10. [Group Policy Management] ウィンドウを終了します。 

[File] > [Exit] を選択します。 

11. ターゲット サーバのコマンド プロンプトからグループ ポリシーを手動で更新します。 

gpupdate /force 

（注）Internet Explorer の設定を有効にするためにサーバの再起動が必要になる場合があります。 
 
ドメイン ユーザ（サービス）アカウントの作成 
必要に応じて、次の手順を実行し、新しいドメイン ユーザ（サービス）アカウントを作成します。 

1. Server Manager の左側のパネルで、左側のツリーにあるターゲット ドメインに移動します。 
i. [Roles] を展開します。 
ii. [Active Directory Domain Services] を展開します。 
iii. [Active Directory Users and Computers] を展開します。 
iv. ドメインを展開します。 

2. [Users] を右クリックし、[New] > [User] を選択します。 
3. [New Object – User] ウィンドウで、[First name] と [User logon name]（例：zenny）を入力します。 
4. ドメイン フィールドに正しいドメイン ID があることを確認します。たとえば、@doctest.loc などです。 
5. [Next] をクリックし、新規ユーザのパスワード ダイアログを表示します。 
6. [Password] フィールドに、新しいユーザ パスワードを入力し、確認します。 
7. [User must change password at next logon] の選択をオフにします。 
8. [Password never expires] のオプションをオンにします。 
9. [Next] をクリックします。 
10. [Finish] をクリックします。新規ユーザ（例：zenny）が、ドメインのユーザのリストに表示されます。 

 
準備セクションの完了 

次の手順では、次の準備セクションを完了していると仮定します。 

• Windows 2008：ファイアウォール グループ ポリシーの設定 
• Windows 2008：Cisco UCS Performance Manager の Windows クレデンシャルの設定 

この手順では、Cisco UCS Performance Manager のサポート サイトから入手可能な PowerShell スクリプト 
zenoss-lpu.ps1 が必要です。 
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スクリプト GPO の作成 
1. サービス アカウントの設定スクリプトを作成します（または、必要に応じて、前述の項「WinRM モニタ

リング用の Windows 認証について」で言及したサンプル スクリプトを編集します）。 

2. 次のように、設定スクリプトをネットワークで共有される適切なフォルダにコピーします。 
\\[yourdomain]\SYSVOL\[yourdomain]\SCRIPTS 

3. [Group Policy Management] を開き、[Server Manager] コンソールから、[Tools] > [Group Policy 
Management] をクリックします。 

4. 新しいポリシーを作成します。 
 

i. 左側のペインで、下記に移動します。 
 

[Forest：yourdomain] > [Domains] > [yourdomain] > [Group Policy 
Objects]  

次に例を示します。 

[Forest：doctest.loc] > [Domains] > [doctest.loc] > [Group Policy Objects]  
 

ii. [Group Policy Objects] を右クリックして [New] を選択し、[NEW GPO] ダイアログを表示します。 
iii. ポリシーに名前を付けます（例：zenoss-sa）。 
iv. [OK] をクリックして保存し、[New Policy] ウィンドウを終了します。 

 
5. 新しいポリシーを編集します。左側のペインで、新しいグループ ポリシー オブジェクトに移動します。 

次に例を示します。 

[Forest：doctest.loc] > [Domains] > [doctest.loc] > [Group Policy Objects] > [zenoss-sa] 
 

i. ポリシーを右クリックし、[Edit] を選択してグループ ポリシー管理エディタを表示します。 
ii. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインで、下記に移動します。 

 
Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Scripts 
(Startup/Shutdown) 

 
iii. [Scripts (Startup/Shutdown)] をクリックします。 
iv. 右側のペイン（[Scripts (Startup/Shutdown)]）で、[Startup] をダブルクリックし [Startup 

Properties] ダイアログを開始します。 
v. [Startup Properties] ダイアログボックスで、[PowerShell Scripts] タブを選択します。 

vi. [Add] をクリックして、[Add a Script] ダイアログボックスを表示します。 
 

a. スクリプトの名前とパスを指定します。[Script Name] フィールドで、スクリプトへのパス

を入力するか、[Browse] をクリックして前述の手順 2 でコピーしたスクリプト ファイルを

検索します。 
 

b. スクリプトを選択し、[Open] をクリックします。 
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c. [Script Parameters] ボックスで、サービス アカウント ユーザのドメイン ログイン情報を

次の形式で入力します。 
ドメイン ユーザの場合は -u yourusername@yourdomain  
またはローカル ユーザの場合は -u yourusername  

 
d. [OK] をクリックして情報を保存し、[Add a Script] ウィンドウを終了します。 

 
e. 複数のスクリプトがあり、特定の順序で実行させたい場合は、[Startup Properties] ウィ

ンドウで上向きボタンと下向きボタンを使用して実行順序を設定します。 
 

f. [OK] をクリックして、[Startup Properties] ウィンドウを終了します。 

 
6. ローカル グループ ポリシー エディタを終了します。 

[File] > [Exit] 

 
7. 新しい GPO を、ポリシーを適用するサーバが含まれる 1 つ以上の組織ユニット（OU）にリンクします。

または、新しい GPO をドメイン自体にリンクすることによって、ドメイン内のすべての Windows サー

バにポリシーを適用できます。ドメインに GPO をリンクするには、次の手順を実行します。 

（注）サーバのサブセットにのみリンクする場合は、ドメインを特定の OU に置き換えてください。 
 

i. [Group Policy Management] ウィンドウの左側のペインでドメインを右クリックします。 
ii. [Link an Existing GPO...] を選択します。 
iii. 表示されたリストから新しい GPO を選択します。 
iv. [OK] をクリックしてプロセスを完了します。 

 
8. [Group Policy Management] ウィンドウを終了します。 

[File] > [Exit] を選択します。 

 
9. ターゲット サーバのコマンド プロンプトからグループ ポリシーを手動で更新します。 

gpupdate /force 

10. メンバー サーバをリブートし、スクリプトの変更を反映します。 
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