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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, xiii ページ
• 表記法, xiii ページ
• Cisco UCS の関連資料, xv ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xv ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主な対象にしてい
ます。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

用途

bold フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキス
トは、bold フォントで示しています。

italic フォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指
定するための引数は、italic フォントで示しています。
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はじめに
表記法

表記法

用途

courier フォント

システムが表示するターミナル セッションおよび情報
は、courier フォントで示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワー
ドは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符
を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含
めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲
んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角
カッコで囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）があ
る場合には、コメント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。 ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。
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はじめに
Cisco UCS の関連資料

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器
に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。
これらの注意事項を保存しておいてください。

Cisco UCS の関連資料
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
すべての C シリーズ ドキュメントの一覧については、次の URL で入手できる『Cisco UCS C-Series
Servers Documentation Roadmap』を参照してください。http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc。
その他のドキュメント リソース
B シリーズおよび C シリーズのすべてのドキュメントを含む ISO ファイルは、次の URL から入手
できます。http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821 このページ
で、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
ISO ファイルは、各メジャー ドキュメント リリース後にアップデートされます。
ドキュメントのアップデート通知を受け取るには、Twitter で Cisco UCS Docs をフォローしてくだ
さい。

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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章

Cisco UCS Central の概要
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS Central について, 3 ページ
• Service Registry, 5 ページ
• Identifier Manager, 5 ページ
• Resource Manager, 5 ページ
• Management Controller, 6 ページ
• Policy Manager, 6 ページ
• ポリシー解決, 6 ページ
• ドメイン グループ, 6 ページ
• Global Concurrency Control, 7 ページ
• ポリシー, 8 ページ
• プール, 10 ページ

Cisco UCS Central について
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）は、データセンター向けの次世代プラットフォーム
およびソリューションです。 Cisco UCS Manager は、単一で論理的な、可用性の高い、エンドツー
エンドの管理サービスとして、Cisco UCS ドメインのビューを提供する組み込み型のデバイス管
理ソフトウェアです。 数百もの Cisco UCS ドメインが展開されている大規模なデータセンター
は、それらの Cisco UCS ドメインのデバイス管理を統合する必要があります。
Cisco UCS Central は、すべての Cisco UCS ドメインにわたる共通の管理ソリューションを提供し
ます。 Cisco UCS Central は、中央集中型リソース インベントリおよびポリシーのリポジトリを提
供します。 Cisco UCS Central は、設定の簡略化、ポリシーの均一性の維持、グローバル ID の競
合の解決、および Cisco UCS ドメインの効果的で一貫性のある管理を行います。
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Cisco UCS Central について

Cisco UCS Central は、複数の Cisco UCS Manager セッションを介してデータセンター全体のグロー
バル ビューを提供します。 Cisco UCS Central は、個々のデータ データセンターまたは複数のデー
タセンターの Cisco UCS 操作を管理できます。 Cisco UCS Central は、ファームウェア管理、カタ
ログ管理、設定のバックアップ操作と復元操作、モニタログ、コアファイル、および障害のため
の操作管理を容易にします。
Cisco UCS Central は、現在 Cisco UCS Manager によってサポートされている機能を超える集約され
た管理機能用に設計されています。 Cisco UCS Central には、次の機能があります。
• 次のようなシンプルで一貫した Cisco UCS 展開を提供します。
• Cisco UCS の初期設定
• ポリシーおよびサービス テンプレートの定義
• 次のような名前空間の一意性を確認します。
• MAC、WWN、UUID
• 複数の Cisco UCS の検索
• 次のようなインベントリ管理を提供します。
• データセンター内の Cisco UCSCisco UCS ドメインにわたる物理的要素および論理的要
素の中央集中型ビュー
• 個々の物理的要素および論理的要素の状態
• 次のような定期的な操作タスクを簡素化します。
• ファームウェアの更新
• 設定のバックアップと復元
• 次の中央集中型診断を提供します。
• 障害の集約
• 相関と影響
• 根本原因の分析
Cisco UCS Central は、外部サーバに存在する単一の仮想マシン（VM）として展開されます。 Cisco
UCS Central には、次のサービスがあります。
• Service Registry
• Policy Manager
• Operations Manager
• Resource Manager
• Identifier Manager

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
4

OL-28305-01-J

Service Registry

• Management Controller

Service Registry
Service Registry は、Identifier Manager または Operation Manager、および登録済み Cisco UCS ドメイ
ンなどのサービス プロバイダーからの情報を格納する中央集中型登録リポジトリを提供します。
Cisco UCS ドメインの登録後、Service Registry によってそのドメインの情報がその他のサービス
プロバイダーおよび登録済みの Cisco UCS ドメインに配布されます。 この情報が配布されると、
サービス間の通信が開始されます。
また、Service Registry には、ドメイン グループ構造の変更を配信する役割もあります。

Identifier Manager
Identifier Manager は、Cisco UCS ドメイン全体の UUID、MAC アドレス、WWN、IP アドレス、
IQN アドレスを自動的および中央集中的に管理します。 Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central の両方で、ID のプールを次のように作成できます。
• ローカル プールは Cisco UCS Manager で定義され、その Cisco UCS ドメインでのみ使用でき
ます。 これらのプールは、ドメイン プールと呼ばれることがあります。
• グローバル プールは Cisco UCS Central で定義され、Cisco UCS Central に登録された Cisco
UCS ドメイン間で共有できます。
Identifier Manager はプールの定義を追跡し、プールを管理して競合を避けることができます。 ド
メイン プール ID が Cisco UCS Central に登録されている Cisco UCS ドメインから割り当てられて
いる場合は、Cisco UCS Manager が Identifier Manager への割り当てをレポートします。 ドメイン
プールが存在しないか、またはドメイン プールに空きがない場合、Cisco UCS Manager は、Cisco
UCS Central グローバル プールに ID を要求します。
プール割り当ての競合は、障害としてレポートされます。 重複しているプールに属する未割り当
ての ID は、警告としてレポートされます。

Resource Manager
Resource Manager は、Cisco UCS Central に登録されたすべての Cisco UCS ドメインにわたる物理的
リソースおよび論理的リソースの集中型および統合化されたビューを提供します。
Cisco UCS Central に Cisco UCS ドメインを登録すると、Resource Manager は、そのドメイン内の
ファブリック インターコネクト、シャーシ、FEX、ブレード サーバ、統合ラック サーバ、および
サービス プロファイルとテンプレートに関する基本的なインベントリ情報を要約して表示しま
す。 Resource Manager は、Cisco UCS ドメイン内の使用可能なメモリ、CPU、可用性ステータス、
およびリソースのヘルス ステータスのクイック ビューを提供します。 このインベントリは、デー
タセンターの要件に応じて Cisco UCS ドメインをプロビジョニングするために使用できます。
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Resource Manager を使用すると、Cisco UCS Central に登録されたすべての Cisco UCS ドメインの
Cisco UCS Manager GUI および KVM コンソールを相互起動し、Cisco UCS ドメイン 内のサーバに
アクセスできます。
Resource Manager は、登録済み Cisco UCS ドメインからの障害を要約されたビューで提供します。
重大度または障害のタイプによって障害情報を表示できます。 また、1 つの場所に追加のデータ
センターの障害情報を表示するか、または Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Manager GUI を相互
起動して特定の障害の詳細なコンテキスト ビューを表示こともできます。

Management Controller
Management Controller は、Cisco UCS Central の仮想マシン（VM）コントローラです。 設定操作
は、Management Controller によって実行されます。 Cisco UCS Central は、operation-mgr ルート グ
ループから解決されたポリシーからの動作を継承します。 これらのポリシーには、AAA、HTTP、
HTTPS、Telnet、SSH、セッション制限、日付、時刻、DNS、NTP 設定が含まれます。 コアは、
バックアップ、エクスポート、およびインポートなど、Operations Manager によってトリガーされ
る操作を伝送するためにも使用されます。
Management Controller は、Cisco UCS Central のテクニカル サポート情報も収集します。 このデー
タは、インストールされたすべてのコンポーネント、または選択したコンポーネントだけから収
集できます。

Policy Manager
Policy Manager は、すべてのポリシー、プール、およびテンプレートの設定に使用できる拡張 Web
サーバです。これらのオブジェクトを含む組織構造は、ポリシーサーバによって所有および管理
されます。 また、ID プール、テンプレート、およびドメイン グループは Policy Manager で定義さ
れ、適切なサービスに選択的に配布されます。 たとえば、ID プールは Identifier Manager に配布さ
れ、ドメイン グループは Resource Manager に配布されます。

ポリシー解決
ポリシー解決は、ポリシー サーバとして機能する Policy Manager のポリシー設定の変更を解決し
ます。 ポリシーが変更されると、Cisco UCS Central が変更されたポリシーを使用する登録済み
Cisco UCS ドメインに即座に通知します。

ドメイン グループ
Cisco UCS Central は、複数の Cisco UCS ドメインを管理するための Cisco UCS ドメイン グループ
の階層を作成します。 Cisco UCS Central には、次のドメイン グループのカテゴリがあります。
• ドメイン グループ：複数の Cisco UCS ドメインを含むグループ。 管理を容易にするため、1
つのドメインの下に同様の Cisco UCS ドメインをグループ化できます。
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• グループ化されていないドメイン：新しい Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録さ
れると、グループ化されていないドメインに追加されます。 グループ化されていないドメイ
ンを任意のドメイン グループに割り当てることができます。
ドメイン グループ ポリシーを作成した場合で、新しい登録済み Cisco UCS ドメインがポリシーで
定義された条件を満たしている場合、そのドメインはポリシーで指定されたドメイン グループの
下に自動的に配置されます。それ以外の場合は、グループ化されていないドメインカテゴリに配
置されます。このグループ化されていないドメインを、任意のドメイングループに割り当てるこ
とができます。
各 Cisco UCS ドメインは、1 つのドメイン グループにのみ割り当てることができます。 Cisco UCS
ドメインのメンバーシップは、任意の時点で割り当てまたは再割り当てすることができます。
Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てると、Cisco UCS ドメインは、ドメイン グルー
プに対して指定されたすべての管理ポリシーを継承します。

注意

Cisco UCS ドメインをドメイン グループに追加する前に、Cisco UCS ドメイン内でポリシー解
決制御をローカルに変更してください。 これにより、その Cisco UCS ドメインに固有のサー
ビス プロファイルおよびメンテナンス ポリシーが誤って上書きされるのを防止します。 Cisco
UCS ドメインの自動検出をイネーブルにしている場合でも、ローカル ポリシー解決をイネー
ブルにすると、ポリシーが誤って上書きされることから Cisco UCS ドメインを保護します。
登録を確認した後、同じ動作ポリシーによってドメイングループ内のすべてのメンバードメイン
を管理する場合は、ポリシー解決を Cisco UCS Manager GUI でグローバルに変更できます。
ドメイン ルート グループで設定されたポリシーは、ルート下のすべてのドメイン グループに適
用されます。 ルート グループ下の各ドメイン グループでは、グループに固有のポリシーを設定
できます。 ドメイン グループ ポリシーは、メンバーの Cisco UCS ドメインで階層的に解決され
ます。
ドメイン グループ管理
次の特権を持つユーザは、Cisco UCS Central でドメイン グループを作成および管理できます。
• admin 権限：新しいドメイン グループを作成し、グループ化されていない Cisco UCS ドメイ
ンをドメイン グループに割り当てます。
• ドメイン グループ管理特権：ドメイン グループを作成および管理します。 ただし、グルー
プ化されていない Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てることはできません。

Global Concurrency Control
Global Concurrency Control では、Cisco UCS Manager または Cisco UCS Central での同時操作の数を
制御できます。 スケジューラを関連付けて、並列タスクを制御できるオブジェクトの操作をトリ
ガーできます。 必要に応じて、保留中のタスクの再開を手動で制御するようにスケジューラを設
定できます。 また、ユーザが確認済みのスケジュールに対する同時制限を無視または受け入れる
ように選択できます。
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ポリシー
Cisco UCS Central は、登録済み Cisco UCS ドメインのグローバル ポリシー サーバとして動作しま
す。 グローバル Cisco UCS Central ポリシーをリモート Cisco UCS ドメインに設定するには、ドメ
インを登録し、登録済みドメインをドメイン グループに割り当てる必要があります。 登録済み
Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Manager で解決される次のグローバル ポリシーを、Cisco UCS
Central に定義できます。
• ファームウェア イメージの管理：Cisco UCS は、シスコから取得し、シスコによって認定さ
れたファームウェアを使用して、Cisco UCS ドメイン内のエンドポイントをサポートします。
各エンドポイントは、ファームウェアが機能している必要がある Cisco UCS ドメインのコン
ポーネントです。 Cisco UCS ドメイン内のエンドポイントのアップグレード順序はアップグ
レード パスによって決まり、Cisco UCS Manager、I/O モジュール、ファブリック インターコ
ネクト、アダプタに物理的に配置されたエンドポイント、サーバに物理的に配置されたエン
ドポイントが含まれます。 シスコでは、Cisco UCS コンポーネントに対するすべてのファー
ムウェアのアップデートをイメージのバンドルで配布します。 Cisco UCS ファームウェアの
更新は、Cisco UCS ドメイン内のファブリック インターコネクトにダウンロードできます。
• ホスト ファームウェア パッケージ：このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ
（ホスト ファームウェア パック）を構成するファームウェア バージョンのセットを指定す
ることができます。 ホスト ファームウェア パックには、アダプタ、BIOS、ボード コント
ローラ、ファイバ チャネル アダプタ、HBA オプション ROM、およびストレージ コントロー
ラなど、サーバおよびアダプタ エンドポイントのファームウェアが含まれています。
• 機能カタログ：このポリシーは、調整可能なパラメータ、文字列、およびルールのセットで
す。 Cisco UCS Manager は、カタログを使用して、サーバ用に新しく認定された DIMM や
ディスク ドライブなど、表示およびコンポーネントの設定を更新します。
• 障害収集ポリシー：障害収集ポリシーは、障害がクリアされた日時、フラッピング間隔（障
害発生とクリア状態の間の時間）、および保持間隔（システムで障害が発生していた時間）
など、Cisco UCS ドメインの障害のライフサイクルを制御します。
• コア ファイル エクスポート ポリシー：コア ファイルが発生すると、Cisco UCS Manager は、
ただちに Core File Exporter を使用して、TFTP を介してネットワーク上の指定の場所にそれ
らのファイルをエクスポートします。 この機能を使用することにより、tar ファイルをコア
ファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。
• Syslog ポリシー：syslog ポリシーは、コンソール、ファイル、モニタ、およびリモート宛先
属性を含む 4 つのポリシー属性の集合です。 syslog ポリシーには、属性の作成、イネーブル
化、ディセーブル化、および設定が含まれます。
• ロールベース アクセス コントロール（RBAC）およびリモート認証ポリシー：RBAC は、
ユーザのロールとロケールに基づいてユーザのシステム アクセスを制限または許可する方法
です。 ロールによってシステム内でのユーザの権限が定義され、ロケールによってユーザが
アクセス可能な組織（ドメイン）が定義されます。 権限がユーザに直接割り当てられること
はないため、個々のユーザ権限の管理では、適切なロールとロケールを割り当てることが主
な作業になります。
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• Call Home ポリシー：Call Home では、重要なシステム ポリシーに対して電子メールベースの
通知が提供されます。 ポケットベル サービスや XML ベースの自動化された解析アプリケー
ションとの互換性のために、さまざまなメッセージ フォーマットが用意されています。 こ
の機能を使用して、ネットワーク サポート エンジニアにポケットベルで連絡したり、ネッ
トワーク オペレーション センターに電子メールを送信したりできます。また、Cisco Smart
Call Home サービスを使用して TAC のケースを生成できます。
• 管理インターフェイス モニタリング ポリシー：このポリシーでは、ファブリック インター
コネクトの mgmt0 イーサネット インターフェイスをモニタする方法を定義します。 Cisco
UCS によって管理インターフェイスの障害が検出されると、障害レポートが生成されます。
障害レポートの数が設定された数に達した場合、システムは管理インターフェイスが使用不
能であると見なし、障害を生成します。
• タイム ゾーンおよび NTP ポリシー：Cisco UCS では、Cisco UCS Manager で正確な時間を表
示するために、ドメイン固有のタイムゾーン設定および NTP サーバが必要です。 これらの
両方を Cisco UCS ドメイン内に設定しなければ、時間は正確に表示されません。
• 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ポリシー：SNMP は、アプリケーション層プロ
トコルであり、SNMP マネージャと SNMP エージェントとの通信に使用されるメッセージ
フォーマットを提供します。 SNMP は、ネットワーク内のデバイスのモニタリングおよび管
理に使用する標準フレームワークと共通言語を提供します。
• 機器：Cisco UCS Central は、グローバルな電力割り当てポリシー（ポリシー ドリブン シャー
シ グループ キャップ方式または手動のブレード レベル キャップ方式に基づく）、電源ポリ
シー（グリッド、n+1、または非冗長方式に基づく）、および SEL ポリシーを定義するグロー
バルな機器ポリシーをサポートしています。 登録済み Cisco UCS ドメインでは、そのクライ
アントのポリシー解決コントロール内で電源管理と電源装置ユニットをグローバルに定義す
るようにしている場合、電源管理と電源装置ユニットについて Cisco UCS Central への登録に
従うことになります。
• Full State バックアップ ポリシー：Full State バックアップ ポリシーでは、システム全体のス
ナップショットの定期的な Full State バックアップをスケジュールすることができます。 Full
State バックアップを行う間隔は、日単位、週単位、または隔週単位で設定できます。
• All Configuration エクスポート ポリシー：All Configuration バックアップ ポリシーでは、定期
的なバックアップをスケジュールし、すべてのシステム設定と論理設定をエクスポートでき
ます。 このバックアップには、ローカル認証されたユーザのパスワードは含まれません。
All Configuration バックアップを行う間隔は、日単位、週単位、または隔週単位で設定できま
す。

グローバル ポリシー
Cisco UCS Central は、登録済み Cisco UCS ドメインのグローバル ポリシー サーバとして動作しま
す。 グローバル Cisco UCS Central ポリシーをリモート Cisco UCS ドメインに設定するには、ドメ
インを登録し、登録済みドメインをドメイン グループに割り当てる必要があります。
グローバル ポリシーを設定するには、Cisco UCS ドメインを登録する際にポリシーをグローバル
またはローカルとして指定し、また登録済みドメインを Cisco UCS Central ドメイン グループに割
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り当てる必要があります。 グローバル設定またはローカル設定を使用するオプションは、登録時
および登録後に変更できます。割り当てを行うと、そのドメイングループで定義されたグローバ
ルポリシーが、そのドメイングループに割り当てられている登録済みドメインに継承されます。
登録済み Cisco UCS ドメインでグローバルとして指定されたポリシーは、そのドメインによって
Cisco UCS Central から継承されます。 Cisco UCS ドメインでローカルとして指定されたポリシー
は、そのドメインのローカル ポリシー設定に基づきます。

プール
プールは、システムで使用できる ID のコレクション、物理リソース、または論理リソースです。
すべてのプールは、サービスプロファイルの柔軟性を高め、ユーザがシステムリソースを中央で
集中管理できるようにするものです。 Cisco UCS Central で定義されたプールは [Global Pools] と呼
ばれ、Cisco UCS ドメイン間で共有できます。 [Global Pools] は、Cisco UCS Central に登録された
Cisco UCS ドメイン全体で集中型 ID 管理を可能にします。 Cisco UCS Central から Cisco UCS Manager
に ID プールを割り当てることにより、ID がどこでどのようにして使用されるかを追跡し、競合
を防止し、また競合が発生した場合に通知を受けることができます。 Cisco UCS Manager でロー
カルに定義されたプールは、[Domain Pools] と呼ばれます。

（注）

異なるプールに同じ ID が存在できますが、割り当てることができるのは一度だけです。 同じ
プールの 2 つのブロックは、同じ ID を保有できません。
MAC アドレスなどの ID 情報をプールし、特定のアプリケーションをホストするサーバに範囲を
事前に割り当てることができます。 たとえば、MAC アドレス、UUID、および WWN の同じ範囲
内にある Cisco UCS ドメインにわたってすべてのデータベース サーバを設定できます。
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Cisco UCS Central GUI の概要
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS Central GUI の概要, 11 ページ
• Cisco UCS Central GUI へのログインとログアウト, 12 ページ
• UCS ドメインの Cisco UCS Manager の起動, 13 ページ
• ポリシーのインポート, 14 ページ
• ID ポリシーの設定, 15 ページ
• プールの使用場所の決定, 16 ページ

Cisco UCS Central GUI の概要
Cisco UCS Central GUI は、Cisco UCS Central にグラフィカル インターフェイスを提供します。
『Release Notes for Cisco UCS Central』の「System Requirements」セクションに記載されている要件
を満たす任意のコンピュータから GUI にアクセスできます。
Cisco UCS Central GUI には、次の領域とペインがあります。
• Cisco UCS Central に登録されたすべての Cisco UCS ドメインに対する集約された障害数を表
示する [UCS Faults] 領域。
• Cisco UCS Central の情報の主なカテゴリにアクセスできるウィンドウの上部全体にわたるメ
ニュー バー。
• 各メニュー カテゴリの下で入手できる情報の展開可能なツリー表示を提供する左側の
[Navigation] ペイン。
• [Navigation] ペインで選択されたノードに関連付けられたタブを表示する、右側の [Work] ペ
イン。
メニュー バーには、次のものが含まれています。

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
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Cisco UCS Central GUI へのログインとログアウト

• [Equipment]：Cisco UCS Central ドメイン グループ、ドメイン グループ ポリシー、登録済み
Cisco UCS ドメイン、および Cisco UCS ドメインの障害サマリーにアクセスできます。
• [Servers]：登録済み Cisco UCS ドメインに設定されたサービス プロファイルとサービス プロ
ファイル テンプレートに加え、Cisco UCS Central に設定されているグローバル UUID サフィッ
クス プールにアクセスできます。
• [Network]：Cisco UCS Central に設定されているグローバル IP プールと MAC プールにアクセ
スできます。
• [Storage]：Cisco UCS Central に設定されているグローバル IQN プールと WWN プールにアク
セスできます。
• [Operations Management]：次にアクセスできます。
◦ ファームウェア イメージ
◦ バックアップ ファイルとインポート ファイル
◦ 通信プロトコル、SNMP、Call Home、リモート ユーザ認証、電力割り当て、およびエ
ラー ロギングなど、バックアップおよびエクスポート、ファームウェア管理、メンテナ
ンス、および操作機能のドメイン グループ レベル ポリシー。
• [Administration]：Cisco UCS Central に定義されているロケールおよびユーザ、すべてのコン
トローラのレジストリ、プロバイダー、および Cisco UCS Central のクライアントへのアクセ
スと、技術サポート ファイル、監査ログ、イベント ログ、および障害などの診断情報を提
供します。

Cisco UCS Central GUI へのログインとログアウト
HTTP を使用した Cisco UCS Central GUI へのログイン
Cisco UCS Central GUI のデフォルトの HTTP Web リンクは、http://UCSCentral_IP です。こ
こで UCSCentral_IP は、Cisco UCS Central に割り当てられている IP アドレスを表します。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Central GUI Web リンクを入力するか、ブラウザでブックマークを選
択します。

ステップ 2

起動ページで、次の作業を行います。
a) ユーザ名とパスワードを入力します。
b) [Log In] をクリックします。

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
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UCS ドメインの Cisco UCS Manager の起動

HTTPS を使用した Cisco UCS Central GUI へのログイン
Cisco UCS Central GUI のデフォルトの HTTPS Web リンクは、https://UCSCentral_IP です。
ここで UCSCentral_IP は、Cisco UCS Central に割り当てられている IP アドレスを表します。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Central GUI Web リンクを入力するか、ブラウザでブックマークを選
択します。

ステップ 2

起動ページで、次の作業を行います。
a) ユーザ名とパスワードを入力します。
b) [Log In] をクリックします。

Cisco UCS Central GUI からのログアウト
手順
Cisco UCS Central GUI で、右上にある [Log Out] をクリックします。
Cisco UCS Central GUI からただちにログアウトされ、ブラウザの起動ページに戻ります。

UCS ドメインの Cisco UCS Manager の起動
はじめる前に
Cisco UCS Central GUI から Cisco UCS Manager にアクセスするには、次の情報が必要です。
• アクセスする Cisco UCS ドメインの名前。
• Cisco UCS のユーザ名およびパスワード。

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
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ポリシーのインポート

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[UCS Domains] タブをクリックします。

ステップ 4

[UCS Name] カラムの下の Cisco UCS ドメイン名のリストから、Cisco UCS Manager を起動するド
メインを選択します。

ステップ 5

メニュー バーで、[Properties] をクリックします。

ステップ 6

[General] タブで、[Launch UCS Manager] をクリックします。

ステップ 7

[UCSM Certificate Error] ダイアログボックスが表示された場合は、テキストをクリックして Web
ブラウザを続行します。

ステップ 8

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、セキュリティ証明書を受け入れ、続行し
ます。

ステップ 9

Cisco UCS Manager の起動ページで、[Launch UCS Manager] をクリックします。
ログインに使用する Web ブラウザによって、.JNLP ファイルのダウンロードまたは保存を求めら
れる場合があります。

ステップ 10

Cisco UCS Manager にログイン前のバナーが表示された場合は、メッセージを確認し、[OK] をク
リックしてダイアログボックスを閉じます。

ステップ 11

[Security] ダイアログボックスが表示された場合、次の手順を実行します。
a) （任意） チェックボックスをオンにして、シスコからのすべてのコンテンツを受け入れます。
b) [Yes] をクリックして証明書を受け入れ、続行します。

ステップ 12

[Login] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) ユーザ名とパスワードを入力します。
b) Cisco UCS 実装に複数のドメインが含まれている場合は、[Domain] ドロップダウン リストから
適切なドメインを選択します。
c) [Login] をクリックします。

ポリシーのインポート
Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つからポリシーをインポートします。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
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• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、インポートするポリシーをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Import] をクリックして次の作業を実行します。
a) [Import Policy from UCSM] ダイアログで、インポートするポリシーのシステム名をクリックし
ます。
b) [Import and Close] をクリックします。

ステップ 6

[Save] をクリックします。

ID ポリシーの設定
ID ポリシー
Cisco UCS Central は、[root] ドメイン グループの ID ポリシーをサポートしています。 ID ポリシー
は、UCS C がプール エンティティを 。

ID ポリシーの設定
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Identifier] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、該当するすべてのフィールドに入力します。
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プールの使用場所の決定

名前

説明

[Soak Interval] フィールド

プール エンティティが割り当てられた Cisco UCS ドメインに
よって解放されたプール エンティティを再割り当てするまで
に、Cisco UCS Central が待機する秒数。
たとえば、このオプションが 300 に設定されている場合に、
Cisco UCS ドメインが MAC アドレスを解放すると、Cisco UCS
Central は別の Cisco UCS ドメインにその MAC アドレスを再割
り当てするまでに 5 分間待機します。
このオプションは、root ドメイン グループにのみ適用されま
す。
0～86400 の整数を指定します。

ステップ 7

[Save] をクリックします。

プールの使用場所の決定
この手順を使用して、プールの使用場所および重複があるかどうかを判断します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで、使用状況を表示するプールのノードを展開します。

ステップ 2

[ID Usage] をクリックします。
Cisco UCS Central GUI は、選択したタイプのすべてのプールを表示します。
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章

ドメイン グループの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• ドメイン グループ, 19 ページ
• ドメイン グループの作成, 20 ページ
• ドメイン グループの削除, 21 ページ
• Cisco UCS ドメインのグループ割り当ての変更, 21 ページ

ドメイン グループ
Cisco UCS Central は、複数の Cisco UCS ドメインを管理するための Cisco UCS ドメイン グループ
の階層を作成します。 Cisco UCS Central には、次のドメイン グループのカテゴリがあります。
• ドメイン グループ：複数の Cisco UCS ドメインを含むグループ。 管理を容易にするため、1
つのドメインの下に同様の Cisco UCS ドメインをグループ化できます。
• グループ化されていないドメイン：新しい Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録さ
れると、グループ化されていないドメインに追加されます。 グループ化されていないドメイ
ンを任意のドメイン グループに割り当てることができます。
ドメイン グループ ポリシーを作成した場合で、新しい登録済み Cisco UCS ドメインがポリシーで
定義された条件を満たしている場合、そのドメインはポリシーで指定されたドメイン グループの
下に自動的に配置されます。それ以外の場合は、グループ化されていないドメインカテゴリに配
置されます。このグループ化されていないドメインを、任意のドメイングループに割り当てるこ
とができます。
各 Cisco UCS ドメインは、1 つのドメイン グループにのみ割り当てることができます。 Cisco UCS
ドメインのメンバーシップは、任意の時点で割り当てまたは再割り当てすることができます。
Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てると、Cisco UCS ドメインは、ドメイン グルー
プに対して指定されたすべての管理ポリシーを継承します。
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ドメイン グループの作成

注意

Cisco UCS ドメインをドメイン グループに追加する前に、Cisco UCS ドメイン内でポリシー解
決制御をローカルに変更してください。 これにより、その Cisco UCS ドメインに固有のサー
ビス プロファイルおよびメンテナンス ポリシーが誤って上書きされるのを防止します。 Cisco
UCS ドメインの自動検出をイネーブルにしている場合でも、ローカル ポリシー解決をイネー
ブルにすると、ポリシーが誤って上書きされることから Cisco UCS ドメインを保護します。
登録を確認した後、同じ動作ポリシーによってドメイングループ内のすべてのメンバードメイン
を管理する場合は、ポリシー解決を Cisco UCS Manager GUI でグローバルに変更できます。
ドメイン ルート グループで設定されたポリシーは、ルート下のすべてのドメイン グループに適
用されます。 ルート グループ下の各ドメイン グループでは、グループに固有のポリシーを設定
できます。 ドメイン グループ ポリシーは、メンバーの Cisco UCS ドメインで階層的に解決され
ます。
ドメイン グループ管理
次の特権を持つユーザは、Cisco UCS Central でドメイン グループを作成および管理できます。
• admin 権限：新しいドメイン グループを作成し、グループ化されていない Cisco UCS ドメイ
ンをドメイン グループに割り当てます。
• ドメイン グループ管理特権：ドメイン グループを作成および管理します。 ただし、グルー
プ化されていない Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てることはできません。

ドメイン グループの作成
[Equipment] タブまたは [Operations Management] タブから、ドメイン グループ ルートの下にドメ
イン グループを作成できます。 ルートの下には、最大 5 階層レベルのドメイン グループを作成
できます。 この手順では、[Equipment] タブからドメイン グループ ルートの下にドメイン グルー
プを作成する手順について説明します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Domain Group root] を右クリックし、[Create Domain Group] を選択します。

ステップ 4

[Create Domain Group] ダイアログボックスで、[Name] および [Description] に入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
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ドメイン グループの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[UCS Domains] > [Domain Group root] を選択します。

ステップ 3

削除するドメイン グループの名前を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

Cisco UCS ドメインのグループ割り当ての変更
次のいずれかのオプションを使用して、ドメイン グループに Cisco UCS ドメインを割り当てるこ
とができます。
• [Change Group Assignment] ダイアログボックスを使用してグループ割り当てを変更。
• 特定のドメイン グループ下のグループ割り当てリンクを使用。
• ドメイン グループ ポリシー修飾子を使用。
この手順では、Cisco UCS ドメインのグループ割り当てを変更する手順について説明します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Ungrouped Domains] を展開します。

ステップ 4

ドメイン名を右クリックし、[Change Group Assignment] をクリックします。

ステップ 5

[Change Group Assignment] ダイアログボックスで、ドメイン グループを選択し、[OK] をクリック
します。

ステップ 6

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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Cisco UCS ドメインのグループ割り当ての変更

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
22

OL-28305-01-J

第

4

章

コミュニケーション サービスの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• リモート アクセス ポリシー, 23 ページ
• SNMP ポリシー, 36 ページ

リモート アクセス ポリシー
Cisco UCS Central は、インターフェイス モニタリング ポリシーを定義し、SSH 設定ステータスを
表示し、HTTP、Telnet、Web セッション制限、および CIM XML のポリシー設定を提供するグロー
バル リモート アクセス ポリシーをサポートしています。

HTTP の設定
HTTP リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で HTTP リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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リモート アクセス ポリシー

• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[HTTP] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Admin State] フィールド

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインとの HTTP または HTTPS 通信を Cisco UCS Central が
許可するかどうか。 次のいずれかになります。
• [disabled]—：Cisco UCS Central は Cisco UCS ドメインに含
まれているものとの HTTP または HTTPS を介した通信を
許可しません。
• [enabled]：Cisco UCS Central は [Redirect HTTP to HTTPS] が
[disabled] に設定されている場合、HTTP を介した通信を許
可します。 すべての HTTP データはクリア テキスト モー
ドで交換されます。
[Redirect HTTP to HTTPS] が [enabled] に設定されている場
合、Cisco UCS Central は Cisco UCS ドメインに含まれてい
るすべてのものに対して HTTPS 通信を要求します。
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名前

説明

[Port] フィールド

HTTP または HTTPS 接続に使用するポート。
1 ～ 65535 の整数を入力します。 デフォルトのポートは 80 で
す。

HTTP から HTTPS へのリダイ
レクト

イネーブルの場合、HTTP 経由で試行される通信はすべて同等
の HTTPS アドレスにリダイレクトされます。
このオプションを使用すると、Cisco UCS ドメインに含まれて
いるすべてのものに対する HTTP アクセスが事実上ディセーブ
ルになります。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• Telnet
• Web セッション制限
• CIM XML
• インターフェイス モニタリング ポリシー
• SSH 設定

HTTP リモート アクセス ポリシーの削除
HTTP リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから
削除されます。 ドメイン グループ ルート下の HTTP リモート アクセス ポリシーは、削除できま
せん。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[HTTP] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
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削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。
ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

Telnet の設定
Telnet リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で Telnet リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Telnet] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。
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名前

説明

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Admin State] フィールド

ステップ 8

イネーブルの場合、Cisco UCS Central ドメイン グループに含ま
れるすべての Cisco UCS ドメインで、Telnet を介して Cisco UCS
Manager CLI を使用できます。

[Save] をクリックします。

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Web セッション制限
• CIM XML
• インターフェイス モニタリング ポリシー
• SSH 設定

Telnet リモート アクセス ポリシーの削除
Telnet リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから
削除されます。 ドメイン グループ ルート下の Telnet リモート アクセス ポリシーは、削除できま
せん。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Telnet] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

Web セッション制限の設定
Web セッション制限リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で Web セッション制限リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初に
このポリシーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、シス
テムによってすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Web Session Limits] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
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[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Maximum Sessions Per User]
フィールド

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれる Cisco UCS ドメ
イン内の各ユーザに許可される同時 HTTP および HTTPS セッ
ションの最大数。
1 ～ 256 の整数を入力します。

[Maximum Sessions] フィールド Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれる Cisco UCS ドメ
イン内のすべてのユーザに許可される同時 HTTP および HTTPS
セッションの最大数。
1 ～ 256 の整数を入力します。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Telnet
• CIM XML
• インターフェイス モニタリング ポリシー
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Web セッション制限リモート アクセス ポリシーの削除
Web セッション制限リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン
グループから削除されます。 ドメイン グループ ルート下の Web セッション制限リモート アクセ
ス ポリシーは削除できません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Web Session Limits] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

CIM XML の設定
CIM XML リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で CIM XML リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初にこのポリ
シーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによっ
てすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[CIM XML] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Admin State] フィールド

ステップ 8

イネーブルの場合、Cisco UCS Central ドメイン グループに含ま
れる Cisco UCS ドメインは HTTP 経由で XML メッセージを送
信できます。

[Save] をクリックします。

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Telnet
• Web セッション制限
• インターフェイス モニタリング ポリシー

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
OL-28305-01-J

31

リモート アクセス ポリシー

CIM XML リモート アクセス ポリシーの削除
CIM XML リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループ
から削除されます。 ドメイン グループ ルート下の CIM XML リモート アクセス ポリシーは、削
除できません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[CIM XML] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

インターフェイス モニタリングの設定
インターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下のインターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーを設定する前
に、最初にこのポリシーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシー
は、システムによってすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Interfaces Monitoring] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Admin State] フィールド

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインの管理インターフェイスに対して、モニタリング ポリ
シーがイネーブルになっているか、ディセーブルになっている
か。

[Poll Interval] フィールド

データ記録の間に Cisco UCS が待機する秒数。
90 ～ 300 の整数を入力します。

[Max Report Fail Count] フィー
ルド

Cisco UCS が管理インターフェイスを使用できないと判断し、
障害メッセージを生成するまでのモニタリングの最大失敗回数。
2 ～ 5 の整数を入力します。
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名前

説明

[Monitoring Mechanism] フィー
ルド

Cisco UCS で使用するモニタリングのタイプ。 次のいずれかに
なります。
• [Mii Status]：Cisco UCS はメディア独立型インターフェイ
ス（MII）のアベイラビリティをモニタします。 このオプ
ションを選択すると、Cisco UCS Central GUI には [Media
Independent Interface Monitoring] 領域が表示されます。
• [Ping Arp Targets]：Cisco UCS は指定されたターゲットを
Address Resolution Protocol（ARP）を使用して ping します。
このオプションを選択すると、Cisco UCS Central GUI には
[ARP Target Monitoring] 領域が表示されます。
• [Ping Gateway]：Cisco UCS は、Cisco UCS Central ドメイン
グループに含まれている各 Cisco UCS ドメインに設定され
ているデフォルトのゲートウェイ アドレスを ping します。
このオプションを選択すると、Cisco UCS Central GUI には
[Gateway Ping Monitoring] 領域が表示されます。

a) [Monitoring Mechanism] 領域で、[Mii Status] を選択して [Media Independent Interface Monitoring]
を選択します。
名前

説明

[Retry Interval] フィールド

前の試行が失敗した場合に、MII から別の応答を要求するま
でに Cisco UCS が待機する秒数。
3 ～ 10 の範囲の整数を入力します。

[Max Retry Count] フィールド

システムがインターフェイスを使用できないと判断するまで
に Cisco UCS が MII をポーリングする回数。
1 ～ 3 の整数を入力します。

b) [Monitoring Mechanism] 領域で、[Ping ARP Targets] を選択して [ARP Target Monitoring] を選択
します。
名前

説明

[Target IP 1] フィールド

Cisco UCS が ping する最初の IP アドレス。

[Target IP 2] フィールド

Cisco UCS が ping する 2 番目の IP アドレス。

[Target IP 3] フィールド

Cisco UCS が ping する 3 番目の IP アドレス。
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名前

説明

[Number of ARP Requests]
フィールド

Cisco UCS がターゲット IP アドレスに送信する ARP 要求数。
1 ～ 5 の整数を入力します。

[Max Deadline Timeout] フィー システムが ARP ターゲットを使用できないと判断するまで
ルド
に、Cisco UCS が ARP ターゲットからの応答を待機する秒
数。
5 ～ 15 の整数を入力します。

c) [Monitoring Mechanism] 領域で、[Ping Gateway] を選択して [Gateway Ping Monitoring] を選択し
ます。
名前

説明

[Number of ping Requests]
フィールド

Cisco UCS がゲートウェイを ping する回数。
1 ～ 5 の整数を入力します。

[Max Deadline Timeout] フィー Cisco UCS がアドレスを使用できないと判断するまでに、Cisco
ルド
UCS がゲートウェイからの応答を待機する秒数。
5 ～ 15 の整数を入力します。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Telnet
• Web セッション制限
• CIM XML

インターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーの削除
インターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあ
るドメイン グループから削除されます。 ドメイン グループ ルート下のインターフェイス モニタ
リング リモート アクセス ポリシーは、削除できません。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Remote Access] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Interfaces Monitoring] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

SNMP ポリシー
Cisco UCS Central は、SNMP トラップおよび SNMP ユーザのイネーブル化またはディセーブル化、
定義を行うグローバル SNMP ポリシーをサポートしています（通常のパスワードとプライバシー
パスワード、md5 または sha の認証タイプ、および AES-128 のオプションにより）。 登録済み
Cisco UCS ドメインでは、そのクライアントのポリシー解決コントロール内で SNMP ポリシーを
グローバルに定義するようにしている場合、すべての SNMP ポリシーについて Cisco UCS Central
への登録に従うことになります。

SNMP ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で SNMP ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作成する必要があ
ります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってすでに作成されてお
り、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[SNMP] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
a) [Actions] 領域で [Enabled] 状態をクリックし、次の情報を入力します。
デフォルトの状態は [Disabled] であり、フィールドは表示されていません。 デフォルトの状態
のままの場合は、SNMP ポリシーがディセーブルになります。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ド
メインで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つか
らポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのイン
スタンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーの
ままになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定し
た可能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。
後でポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除
されたインスタンスからの設定データを復元することはでき
ません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Admin State] フィールド

イネーブルの場合、Cisco UCS は Cisco UCS Central ドメイン
グループに含まれているすべての Cisco UCS ドメインで SNMP
を使用し、Cisco UCS Central GUI にはこの領域の残りのフィー
ルドが表示されます。
含まれているすべてのCisco UCS ドメインが SNMP サーバと
統合されている場合にのみ、SNMP をイネーブルにする必要
があります。
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名前

説明

[Community/Username] フィー Cisco UCS が SNMP ホストに送信するトラップ メッセージに
ルド
含まれるデフォルトの SNMP v1 または v2c コミュニティ名あ
るいは SNMP v3 ユーザ名。
1 ～ 32 文字の英数字文字列を入力します。 @（アット マー
ク）、\（バックスラッシュ）、"（二重引用符）、?（疑問
符）、または空のスペースは使用しないでください。 デフォ
ルトは public です。
[System Contact] フィールド

SNMP の実装を担当するシステムの連絡先。
電子メール アドレスや名前、電話番号など、最大 255 文字の
文字列を入力します。

[System Location] フィールド

SNMP エージェント（サーバ）が実行するホストの場所。
最大 510 文字の英数字文字列を入力します。

b) [SNMP Traps] 領域で、次の情報を入力します。
名前

説明

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを
適用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Create SNMP Trap] ボタン

SNMP トラップを作成できます。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表
示します。

[Delete] ボタン

テーブルで選択したオブジェクトを削除します。

[Name] カラム

Cisco UCS がトラップを送信する必要のある SNMP ホストの
IP アドレス。

[Community/Username] カラム Cisco UCS がトラップを SNMP ホストに送信するときに含め
る SNMP v1 または v2c コミュニティ名または SNMP v3 ユー
ザ名。 これは SNMP サービスに設定されているコミュニティ
またはユーザ名と同じである必要があります。
[Port] カラム

Cisco UCS がトラップの SNMP ホストと通信するポート。

[Version] カラム

トラップに使用される SNMP バージョンおよびモデル。

[v3 Privilege] カラム

送信するトラップのタイプ（該当する場合）。
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名前

説明

[Type] カラム

トラップに関連付けられた特権（該当する場合）。 次のいず
れかになります。
• [auth]：認証されますが、暗号化されません
• [noauth]：認証も暗号化も行われません
• [priv]：認証と暗号化が行われます

c) [SNMP Users] 領域で、次の情報を入力します。

ステップ 7

名前

説明

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを
適用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Create SNMP User] ボタン

SNMP ユーザを作成できます。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表
示します。

[Delete] ボタン

テーブルで選択したオブジェクトを削除します。

[Name] カラム

SNMP ユーザ名。

[Save] をクリックします。

SNMP ポリシーの削除
SNMP ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削除されます。 ド
メイン グループ ルート下の SNMP ポリシーは、削除できません。
SNMP ポリシーを削除すると、そのポリシー内のすべての SNMP トラップおよび SNMP ユーザ設
定が削除されます。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
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• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[SNMP] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 7

[Save] をクリックします。

SNMP トラップの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[SNMP] をクリックします。

ステップ 5

[SNMP Traps] 領域で、[Create SNMP Trap] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力し
ます。
a) [Create SNMP Trap] ダイアログで、次の情報を入力します。
名前

説明

[IP Address] フィールド

Cisco UCS がトラップを送信する必要のある SNMP ホストの
IP アドレス。

[Community/Username] フィー Cisco UCS がトラップを SNMP ホストに送信するときに含め
ルド
る SNMP v1 または v2c コミュニティ名または SNMP v3 ユー
ザ名。 これは SNMP サービスに設定されているコミュニティ
またはユーザ名と同じである必要があります。
1 ～ 32 文字の英数字文字列を入力します。 @（アット マー
ク）、\（バックスラッシュ）、"（二重引用符）、?（疑問
符）、または空のスペースは使用しないでください。
[Port] フィールド

Cisco UCS がトラップの SNMP ホストと通信するポート。
1 ～ 65535 の整数を入力します。 デフォルト ポートは 162 で
す。
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名前

説明

[Version] フィールド

トラップに使用される SNMP バージョンおよびモデル。 次の
いずれかになります。
• v1
• v2c
• v3

[Type] フィールド

バージョンに [v2c] または [v3] を選択すると、トラップのタ
イプが送信されます。 次のいずれかになります。
• informs
• トラップ

[v3 Privilege] フィールド

バージョンに [v3] を選択した場合の、トラップに関連付けら
れた特権。 次のいずれかになります。
• [auth]：認証されますが、暗号化されません
• [noauth]：認証も暗号化も行われません
• [priv]：認証と暗号化が行われます

b) [OK] をクリックします。
ステップ 6

[Save] をクリックします。

SNMP トラップの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[SNMP] をクリックします。

ステップ 5

[SNMP Traps] 領域で、削除する SNMP トラップを選択し、[Delete] をクリックします。
また、SNMP トラップを右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 6

[Save] をクリックします。
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SNMP ユーザの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[SNMP] をクリックします。

ステップ 5

[SNMP Users] 領域で、[Create SNMP User] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力し
ます。
a) [Create SNMP User] ダイアログで、次の情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

SNMP ユーザに割り当てられるユーザ名。
32 文字までの文字または数字を入力します。 名前の先頭は文
字である必要があります。また、_（アンダースコア）、.（ピ
リオド）、@（アット マーク）、および -（ハイフン）も使
用できます。
（注）

[Auth Type] フィールド

ローカル側で認証されたユーザ名と同一の SNMP
ユーザ名を作成することはできません。

許可タイプ。 次のいずれかになります。
• MD5
• SHA

[Use AES-128] チェックボック オンにすると、このユーザに AES-128 暗号化が使用されま
ス
す。
[Password] フィールド

このユーザのパスワード。

[Set] フィールド

この SNMP ユーザにパスワードが設定済みかどうか。

[Confirm Password] フィールド 確認のためのパスワードの再入力。
[Privacy Password] フィールド このユーザのプライバシー パスワード。
[Set] フィールド

この SNMP ユーザにプライバシー パスワードが設定済みかど
うか。
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名前

説明

[Confirm Privacy Password]
フィールド

確認のためのプライバシー パスワードの再入力。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 6

[Save] をクリックします。

SNMP ユーザの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[SNMP] をクリックします。

ステップ 5

[SNMP Users] 領域で、削除する SNMP トラップを選択し、[Delete] をクリックします。
また、SNMP ユーザを右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 6

[Save] をクリックします。
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5

章

認証の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• 認証サービス, 45 ページ
• リモート認証プロバイダーに関する注意事項および推奨事項, 45 ページ
• リモート認証プロバイダーのユーザ属性, 46 ページ
• LDAP グループ ルール, 47 ページ
• LDAP プロバイダーの設定, 48 ページ
• RADIUS プロバイダーの設定, 61 ページ
• TACACS+ プロバイダーの設定, 65 ページ
• 複数の認証システムの設定, 69 ページ
• プライマリ認証サービスの選択, 79 ページ

認証サービス
Cisco UCS Central はリモート認証のために LDAP を使用しますが、このリリースでは RADIUS お
よび TACACS+ 認証を除外します。 ただし、RADIUS、TACACS+、および LDAP 認証は、ローカ
ルに管理される Cisco UCS ドメイン でサポートされています。

リモート認証プロバイダーに関する注意事項および推奨事項
システムを、サポートされているリモート認証サービスのいずれかに設定する場合は、そのサー
ビス用のプロバイダーを作成して、Cisco UCS Central がそのサービスと通信できるようにする必
要があります。 また、ユーザ許可に影響する次のガイドラインに留意する必要があります。
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リモート認証サービスのユーザ アカウント
ユーザ アカウントは、Cisco UCS Central にローカルに存在するか、またはリモート認証サーバに
存在することができます。 リモート認証サービスを介してログインしているユーザの一時的な
セッションは、Cisco UCS Central GUI または Cisco UCS Central CLI で表示できます。
リモート認証サービスのユーザ ロール
リモート認証サーバでユーザ アカウントを作成する場合は、ユーザが Cisco UCS Central で作業す
るために必要なロールをそれらのアカウントに含めること、およびそれらのロールの名前を Cisco
UCS Central で使用される名前と一致させることが必要です。 ロール ポリシーによっては、ユー
ザがログインできない場合があり、その場合は読み取り専用権限だけが付与されます。
ローカルおよびリモート ユーザ認証のサポート
Cisco UCS Central はリモート認証のために LDAP を使用しますが、このリリースでは RADIUS お
よび TACACS+ 認証を除外します。 ただし、RADIUS、TACACS+、および LDAP 認証は、ローカ
ルに管理される Cisco UCS ドメイン でサポートされています。

リモート認証プロバイダーのユーザ属性
ユーザがログインすると、Cisco UCS Central は次を実行します。
1 リモート認証サービスに問い合わせます。
2 ユーザを検証します。
3 ユーザが検証されると、そのユーザに割り当てられているロールとロケールをチェックしま
す。
次の表に、Cisco UCS Central によってサポートされるリモート認証プロバイダーのユーザ属性要
件の比較を示します。
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表 1：リモート認証プロバイダーによるユーザ属性の比較

認証プロバイ
ダー

カスタム属性

スキーマの拡張

属性 ID 要件

LDAP

オプション

オプション 次のいずれかを選 シスコの LDAP 実装では
択して実行できます。
Unicode タイプの属性が必要で
す。
• LDAP スキーマを拡張せ
ず、要件を満たす既存の CiscoAVPair のカスタム属性を
未使用の属性を設定しま 作成する場合は、属性 ID とし
て 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を使用し
す。
ます。
• LDAP スキーマを拡張し
て、CiscoAVPair などの一 次の項で、サンプル OID を示し
意の名前でカスタム属性 ます。
を作成します。

LDAP ユーザ属性のサンプル OID
カスタム CiscoAVPair 属性のサンプル OID は、次のとおりです。
CN=CiscoAVPair,CN=Schema,
CN=Configuration,CN=X
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
cn: CiscoAVPair
distinguishedName: CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
instanceType: 0x4
uSNCreated: 26318654
attributeID: 1.3.6.1.4.1.9.287247.1
attributeSyntax: 2.5.5.12
isSingleValued: TRUE
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: CiscoAVPair
adminDescription: UCS User Authorization Field
oMSyntax: 64
lDAPDisplayName: CiscoAVPair
name: CiscoAVPair
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X

LDAP グループ ルール
LDAP グループ ルールは、ユーザ ロールおよびロケールをリモート ユーザに割り当てる際に、
Cisco UCS が LDAP グループを使用する必要があるかどうかを判断するために使用されます。
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LDAP プロバイダーの設定
LDAP プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定されるプロパティは、Cisco UCS Central で定義される、このタイプのすべての
プロバイダ接続のデフォルト設定です。 1 つのプロバイダに、これらのいずれかのプロパティの
設定が含まれる場合は、Cisco UCS はその設定を使用し、デフォルト設定を無視します。

はじめる前に
LDAP サーバとして Active Directory を使用する場合、Cisco UCS にバインドする Active Directory
サーバでユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパスワード
を設定する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] を展開し、[Providers] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Properties] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[LDAP] を右クリックしてそのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Properties (LDAP)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力します。
名前

説明

[Timeout] フィールド

LDAP データベースへの問い合わせがタイム アウトする
までの秒数。
1 ～ 60 秒の整数を入力します。 デフォルト値は 30 秒で
す。
このプロパティは必須です。
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名前

説明

[Attribute] フィールド

ユーザ ロールとロケールの値を保管する LDAP 属性。 こ
のプロパティは、常に、名前と値のペアで指定されます。
システムは、ユーザ レコードで、この属性名と一致する
値を検索します。
LDAP スキーマを拡張しない場合、既存の、使用されてい
ない LDAP 属性を Cisco UCS ロールとスケールに設定で
きます。 あるいは、CiscoAVPair という名前の属性を、属
性 ID 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を指定してリモート認証サービ
スで作成できます。

[Base DN] フィールド

リモート ユーザがログインして、システムがユーザ名に
基づいてユーザの DN を取得しようとするときに、サーバ
が検索を開始する必要がある場合の、LDAP 階層内の特定
の識別名。 サポートされるストリングの最大長は 127 文
字です。
このプロパティは必須です。 このタブにベース DN を指
定しない場合は、この Cisco UCS ドメインに定義されて
いる各 LDAP プロバイダーの [General] タブに値を指定す
る必要があります。

[Filter] フィールド

LDAP 検索は、定義したフィルタと一致するユーザ名に制
限されます。
このプロパティは必須です。 このタブにフィルタを指定
しない場合は、この Cisco UCS ドメインに定義されてい
る各 LDAP プロバイダーの [General] タブに値を指定する
必要があります。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

LDAP プロバイダーの作成
Cisco UCS Central は最大 16 の LDAP プロバイダーをサポートします。

はじめる前に
LDAP サーバとして Active Directory を使用する場合、Cisco UCS にバインドする Active Directory
サーバでユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパスワード
を設定する必要があります。
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• LDAP サーバで、次の設定のいずれかを実行します。
◦ LDAP グループを設定します。 LDAP グループには、ユーザ ロールとロケール情報が含
まれます。
◦ Cisco UCS Central のユーザ ロールとロケール情報を保持する属性でユーザを設定しま
す。 この属性に対し、LDAP スキーマを拡張できるかどうかを選択します。 スキーマ
を拡張しない場合、既存の LDAP 属性を使用し、Cisco UCS ユーザ ロールおよびロケー
ルを保持します。 スキーマを拡張する場合、CiscoAVPair 属性などのカスタム属性を作
成します。
Cisco LDAP 実装には、Unicode タイプの属性が必要です。
CiscoAVPair カスタム属性を作成する場合は、属性 ID として 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を使
用します。
◦ クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アド
レスを追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発
生し、システムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、
リモート ユーザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべ
て、これらの IP アドレスから送信されます。Cisco UCS Central によって使用されてい
る仮想 IP アドレスではありません。
• セキュア通信を使用するには、Cisco UCS Central で LDAP サーバのルート認証局（CA）の証
明書を含むトラスト ポイントを作成します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] を展開し、[Providers] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create LDAP Provider] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Providers] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Create LDAP Provider] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [Properties] フィール
ドに入力します。
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名前

説明

[Hostname] フィールド

LDAP プロバイダーのホスト名または IP アドレス。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。

[Order] フィールド

Cisco UCS でこの LDAP プロバイダーをユーザの認証に使用
する順序。

[Timeout] フィールド

LDAP データベースへの問い合わせがタイム アウトするまで
の秒数。
1 ～ 60 秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して LDAP
[General] タブに指定したグローバル タイムアウト値を使用し
ます。 デフォルトは 30 秒です。

[Bind DN] フィールド

ベース DN の下にあるすべてのオブジェクトに対する読み取
りおよび検索の権限を持つ LDAP データベース アカウントの
識別名（DN）。
サポートされるストリングの最大長は 127 文字の ASCII 文字
です。

[Base DN] フィールド

リモート ユーザがログインして、システムがユーザ名に基づ
いてユーザの DN を取得しようとするときに、サーバが検索
を開始する必要がある場合の、LDAP階層内の特定の識別名。
サポートされるストリングの最大長は 127 文字です。
デフォルトのベース DN が LDAP の [General] タブで設定され
ていない場合は、この値が必要です。

[Port] フィールド

Cisco UCS が LDAP データベースと通信するために使用する
ポート。 標準ポート番号は 389 です。

[Enable SSL] チェックボックス このチェックボックスをオンにすると、LDAP データベース
との通信に暗号化が必要になります。 このチェックボックス
をオフにすると、認証情報はクリア テキストで送信されま
す。
LDAP では STARTTLS が使用されます。 これにより、ポート
389 を使用した暗号化通信を行えます。
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名前

説明

[Filter] フィールド

LDAP 検索は、定義したフィルタと一致するユーザ名に制限
されます。
デフォルトのフィルタが LDAP の [General] タブで設定されて
いない場合は、この値が必要です。

[Attribute] フィールド

ユーザ ロールとロケールの値を保管する LDAP 属性。 このプ
ロパティは、常に、名前と値のペアで指定されます。 システ
ムは、ユーザ レコードで、この属性名と一致する値を検索し
ます。
LDAP スキーマを拡張しない場合、既存の、使用されていな
い LDAP 属性を Cisco UCS ロールとスケールに設定できます。
あるいは、CiscoAVPair という名前の属性を、属性 ID
1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を指定してリモート認証サービスで作成
できます。
デフォルトの属性が LDAP の [General] タブで設定されていな
い場合は、この値が必要です。

[Password] フィールド

[Bind DN] フィールドで指定した LDAP データベース アカウ
ントのパスワード。 スペース、§（セクション記号）、?（疑
問符）、または =（等号）を除く、標準 ASCII 文字を入力で
きます。

[Confirm Password] フィールド 確認のための LDAP データベース パスワードの再入力。

b) [Create LDAP Provider] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [LDAP Group Rules]
フィールドに入力します。
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名前

説明

[Group Authorization] フィール Cisco UCS が、ユーザ ロールとロケールを認証してリモート
ド
ユーザに割り当てるときに、LDAP グループも検索するかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Disable]：Cisco UCS UCS は LDAP グループにアクセス
しません。
• [Enable]：Cisco UCS は Cisco UCS Central にマップされた
すべての LDAP グループを検索します。 リモート ユー
ザが検出されると、Cisco UCS は、関連付けられた LDAP
グループ マップで、その LDAP グループに定義された
ユーザ ロールとロケールを割り当てます。
（注）

[Group Recursion] フィールド

ロールとロケールの割り当ては累積されます。ユー
ザが複数のグループに含まれるか、LDAP 属性に指
定されたロールまたはロケールを持つ場合、Cisco
UCS はそのユーザを、それらのグループまたは属
性のいずれかにマップされているすべてのロールお
よびロケールに割り当てます。

Cisco UCS が、マッピングされたグループとそれらの親グルー
プの両方を検索するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Non Recursive]：Cisco UCS は Cisco UCS Central にマッ
プされたグループのみを検索します。 ユーザを含むいず
れのグループもユーザの認証プロパティを明示的に設定
していない場合、Cisco UCS はデフォルトの設定を使用
します。
• [Recursive]：Cisco UCS はマップされた各グループと、そ
のすべての親グループに対してユーザの認証プロパティ
を検索します。 これらのプロパティは累積的であるた
め、明示的に認証プロパティを設定して Cisco UCS が検
出するグループごとに、現在のユーザにこれらの設定が
適用されます。 それ以外の場合、デフォルト設定が使用
されます。

[Target Attribute] フィールド

属性 Cisco UCS が LDAP データベース内のグループ メンバー
シップを判別するために使用します。
サポートされるストリングの長さは 63 文字です。 デフォル
トの文字列は memberOf です。
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c) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

次の作業
1 つの LDAP データベースを含む実装では、認証サービスとして [LDAP] を選択します。
複数の LDAP データベースを含む実装では LDAP プロバイダーのグループを設定します。

LDAP プロバイダーの LDAP グループ ルールの変更
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] > [Provider] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、[LDAP Provider] をクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Properties] をクリックします。
また、[LDAP Provider] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Properties] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [Properties] フィールドに入力しま
す。
名前

説明

[Hostname] フィールド

LDAP プロバイダーのホスト名または IP アドレス。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。
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名前

説明

[Order] フィールド

Cisco UCS でこの LDAP プロバイダーをユーザの認証に使用
する順序。

[Timeout] フィールド

LDAP データベースへの問い合わせがタイム アウトするまで
の秒数。
1 ～ 60 秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して LDAP
[General] タブに指定したグローバル タイムアウト値を使用し
ます。 デフォルトは 30 秒です。

[Bind DN] フィールド

ベース DN の下にあるすべてのオブジェクトに対する読み取
りおよび検索の権限を持つ LDAP データベース アカウントの
識別名（DN）。
サポートされるストリングの最大長は 127 文字の ASCII 文字
です。

[Base DN] フィールド

リモート ユーザがログインして、システムがユーザ名に基づ
いてユーザの DN を取得しようとするときに、サーバが検索
を開始する必要がある場合の、LDAP階層内の特定の識別名。
サポートされるストリングの最大長は 127 文字です。
デフォルトのベース DN が LDAP の [General] タブで設定され
ていない場合は、この値が必要です。

[Port] フィールド

Cisco UCS が LDAP データベースと通信するために使用する
ポート。 標準ポート番号は 389 です。

[Enable SSL] チェックボックス このチェックボックスをオンにすると、LDAP データベース
との通信に暗号化が必要になります。 このチェックボックス
をオフにすると、認証情報はクリア テキストで送信されま
す。
LDAP では STARTTLS が使用されます。 これにより、ポート
389 を使用した暗号化通信を行えます。
[Filter] フィールド

LDAP 検索は、定義したフィルタと一致するユーザ名に制限
されます。
デフォルトのフィルタが LDAP の [General] タブで設定されて
いない場合は、この値が必要です。
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名前

説明

[Attribute] フィールド

ユーザ ロールとロケールの値を保管する LDAP 属性。 このプ
ロパティは、常に、名前と値のペアで指定されます。 システ
ムは、ユーザ レコードで、この属性名と一致する値を検索し
ます。
LDAP スキーマを拡張しない場合、既存の、使用されていな
い LDAP 属性を Cisco UCS ロールとスケールに設定できます。
あるいは、CiscoAVPair という名前の属性を、属性 ID
1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を指定してリモート認証サービスで作成
できます。
デフォルトの属性が LDAP の [General] タブで設定されていな
い場合は、この値が必要です。

[Password] フィールド

[Bind DN] フィールドで指定した LDAP データベース アカウ
ントのパスワード。 スペース、§（セクション記号）、?（疑
問符）、または =（等号）を除く、標準 ASCII 文字を入力で
きます。

[Confirm Password] フィールド 確認のための LDAP データベース パスワードの再入力。

b) [Properties] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [LDAP Group Rules] フィールドに
入力します。
名前

説明

[Group Authorization] フィール Cisco UCS が、ユーザ ロールとロケールを認証してリモート
ド
ユーザに割り当てるときに、LDAP グループも検索するかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Disable]：Cisco UCS UCS は LDAP グループにアクセス
しません。
• [Enable]：Cisco UCS は Cisco UCS Central にマップされた
すべての LDAP グループを検索します。 リモート ユー
ザが検出されると、Cisco UCS は、関連付けられた LDAP
グループ マップで、その LDAP グループに定義された
ユーザ ロールとロケールを割り当てます。
（注）

ロールとロケールの割り当ては累積されます。ユー
ザが複数のグループに含まれるか、LDAP 属性に指
定されたロールまたはロケールを持つ場合、Cisco
UCS はそのユーザを、それらのグループまたは属
性のいずれかにマップされているすべてのロールお
よびロケールに割り当てます。
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名前

説明

[Group Recursion] フィールド

Cisco UCS が、マッピングされたグループとそれらの親グルー
プの両方を検索するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Non Recursive]：Cisco UCS は Cisco UCS Central にマッ
プされたグループのみを検索します。 ユーザを含むいず
れのグループもユーザの認証プロパティを明示的に設定
していない場合、Cisco UCS はデフォルトの設定を使用
します。
• [Recursive]：Cisco UCS はマップされた各グループと、そ
のすべての親グループに対してユーザの認証プロパティ
を検索します。 これらのプロパティは累積的であるた
め、明示的に認証プロパティを設定して Cisco UCS が検
出するグループごとに、現在のユーザにこれらの設定が
適用されます。 それ以外の場合、デフォルト設定が使用
されます。

[Target Attribute] フィールド

属性 Cisco UCS が LDAP データベース内のグループ メンバー
シップを判別するために使用します。
サポートされるストリングの長さは 63 文字です。 デフォル
トの文字列は memberOf です。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 8

[Save] をクリックします。

LDAP プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] > [Provider] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、削除する LDAP プロバイダーをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
また、削除する [LDAP Provider] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできま
す。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

LDAP グループ マッピング
すでに LDAP グループを使用して LDAP データベースへのアクセスを制限している組織の場合、
グループ メンバーシップ情報は、ログイン中にロールまたはロケールを LDAP ユーザに割り当て
るために Cisco UCS ドメインで使用できます。 これにより、Cisco UCS Central が展開されるとき
に LDAP ユーザ オブジェクトのロールまたはロケール情報を定義する必要がなくなります。

（注）

LDAP グループ マッピングは、このリリースの Cisco UCS Central ではサポートされません。
ただし、LDAP グループ マップは、Cisco UCS Central ドメイン グループ ルートからローカル
に管理される Cisco UCS ドメインでサポートされています。
ユーザが Cisco UCS Central にログインすると、ユーザのロールおよびロケールに関する情報が
LDAP グループ マップからプルされます。 ロールとロケールの条件がポリシー情報と一致する場
合、アクセスが許可されます。
ロールとロケールの定義は Cisco UCS Central でローカルに設定され、LDAP ディレクトリへの変
更に基づいて自動的に更新されません。 LDAP ディレクトリの LDAP グループを削除または名前
変更する場合は、変更によって Cisco UCS Central を更新することが重要です。
LDAP グループ マップは、次のロールとロケールのいずれかの組み合わせを含むように設定でき
ます。
• ロールのみ
• ロケールのみ
• ロールとロケールの両方
たとえば、特定の場所のサーバ管理者のグループを表す LDAP グループがあるとします。 LDAP
グループ マップは、server-profile と server-equipment などのユーザ ロールを含むように設定される
場合があります。 特定の場所のサーバ管理者へのアクセスを制限するために、ロケールを特定の
サイト名に設定できます。
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（注）

Cisco UCS Central には、すぐに使用可能な多くのユーザ ロールが含まれていますが、ロケール
は含まれていません。 LDAP プロバイダー グループをロケールにマッピングするには、カス
タム ロケールを作成する必要があります。

LDAP グループ マップの作成
はじめる前に
• LDAP サーバに LDAP グループを作成します。
• LDAP サーバの LDAP グループに対し、識別名を設定します。
• Cisco UCS Central でロケールを作成します（任意）。
• Cisco UCS Central でカスタム ロールを作成します（任意）。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] を展開し、[Group Maps] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create LDAP Group Map] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Group Maps] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Create LDAP Group Map] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力
します。
名前

説明

[LDAP Group DN] フィールド LDAP データベース内のグループの識別名。
重要

この名前は、LDAP データベースにある名前と正確に
一致する必要があります。
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名前

説明

[Roles] テーブル

選択された Cisco UCS Central ドメイン グループとそのすべて
の親グループに定義されたユーザ ロールのリスト。
関連付けられたチェックボックスをオンにすると、このLDAP
グループのユーザはそのユーザ ロールに割り当てられます。

[Locales] テーブル

選択された Cisco UCS Central ドメイン グループとそのすべて
の親グループに定義されたユーザ ロケールのリスト。
関連付けられたチェックボックスをオンにすると、このLDAP
グループのユーザはそのロケールに割り当てられます。

b) [OK] をクリックします。

次の作業
LDAP グループ ルールを設定します。

LDAP グループ マップの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] > [Group Maps] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、削除するグループ マップをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
また、削除する [Group Map] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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RADIUS プロバイダーの設定
RADIUS プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定されるプロパティは、Cisco UCS Central で定義される、このタイプのすべての
プロバイダ接続のデフォルト設定です。 1 つのプロバイダに、これらのいずれかのプロパティの
設定が含まれる場合は、Cisco UCS Central はその設定を使用し、デフォルト設定を無視します。

（注）

RADIUS ネイティブ認証は、このリリースではサポートされていません。また、ドメイン グ
ループ ルートおよびドメイン グループ下の Cisco UCS Central のポリシーの作成には使用でき
ません。 RADIUS は、Cisco UCS ドメイン のグローバル ポリシーの作成に使用される場合が
あります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで [RADIUS] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Properties] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[RADIUS] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Properties (RADIUS)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力しま
す。
名前

説明

[Timeout] フィールド

RADIUS データベースへの問い合わせがタイム アウトするま
での秒数。
1 ～ 60 秒の整数を入力します。 デフォルト値は 5 秒です。
このプロパティは必須です。
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名前

説明

[Retries] フィールド

要求が失敗したと見なされるまでの接続の再試行の回数。
0 ～ 5 の整数を入力します。 デフォルト値は、1 です
このプロパティは必須です。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

次の作業
RADIUS プロバイダーを作成します。

RADIUS プロバイダーの作成
Cisco UCS Central は最大 16 の RADIUS プロバイダーをサポートします。 RADIUS ネイティブ認
証は、このリリースではサポートされていません。また、ドメイングループルートおよびドメイ
ン グループ下の Cisco UCS Central のポリシーの作成には使用できません。 RADIUS は、Cisco UCS
ドメイン のグローバル ポリシーの作成に使用される場合があります。

はじめる前に
RADIUS サーバで、次の設定を行います。
• Cisco UCS Central のユーザ ロールとロケール情報を保持する属性でユーザを設定します。 こ
の属性に対し、RADIUS スキーマを拡張できるかどうかを選択します。 スキーマを拡張しな
い場合は、既存の RADIUS 属性を使用して Cisco UCS ユーザ ロールとロケールを保持しま
す。 スキーマを拡張する場合、cisco-avpair 属性などのカスタム属性を作成します。
Cisco RADIUS 実装のベンダ ID は 009、属性のベンダ ID は 001 です。
次に、cisco-avpair 属性を作成する場合に、複数のユーザ ロールとロケールを指定する構文の
例を示します：shell:roles="admin,aaa" shell:locales="L1,abc"。 複数の値は、「,」で区
切ります。
• クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アドレス
を追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発生し、シ
ステムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、リモート ユー
ザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべて、これらの IP ア
ドレスから送信されます。Cisco UCS Central によって使用されている仮想 IP アドレスではあ
りません。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[RADIUS] を展開し、[Providers] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create RADIUS Provider] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Providers] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Create RADIUS Provider] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力し
ます。
名前

説明

[Hostname] フィールド

RADIUS プロバイダーが存在する場所のホスト名または IP ア
ドレス。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。

[Order] フィールド

Cisco UCS でこの RADIUS プロバイダーをユーザの認証に使
用する順序。

[Key] フィールド

データベースの Secure Socket Layer（SSL; セキュア ソケット
レイヤ）暗号キー。

[Set] フィールド

SSL キーがアクティブかどうか。

[Confirm Key] フィールド

確認のための SSL 暗号キーの再入力。

[Authorization Port] フィールド Cisco UCS が RADIUS データベースと通信するために使用す
るポート。
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名前

説明

[Timeout] フィールド

RADIUS データベースへの問い合わせがタイム アウトするま
での秒数。
1 ～ 60 秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して RADIUS
[General] タブに指定したグローバル タイムアウト値を使用し
ます。 デフォルトは 5 秒です。

[Retries] フィールド

要求が失敗したと見なされるまでの接続の再試行の回数。
必要に応じて、0 ～ 5 の整数を入力します。 値を指定しなけ
れば、Cisco UCS は RADIUS の [General] タブに指定した値を
使用します。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

次の作業
• 1 つの RADIUS データベースを含む実装では、プライマリ認証サービスとして [RADIUS] を
選択します。
• 複数の RADIUS データベースを含む実装では RADIUS プロバイダーのグループを設定しま
す。

RADIUS プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[RADIUS] を展開し、[Providers] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、削除する [RADIUS Provider] をクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
また、削除する [RADIUS Provider] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもでき
ます。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

TACACS+ プロバイダーの設定
TACACS+ プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定されるプロパティは、Cisco UCS Central で定義される、このタイプのすべての
プロバイダ接続のデフォルト設定です。 1 つのプロバイダに、これらのいずれかのプロパティの
設定が含まれる場合は、Cisco UCS Central はその設定を使用し、デフォルト設定を無視します。

（注）

TACACS+ ネイティブ認証は、このリリースではサポートされていません。また、Cisco UCS
Central でのポリシーの作成には使用できません。 TACACS+ は、Cisco UCS ドメイン のグロー
バル ポリシーの作成に使用される場合があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで [TACACS+] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Properties] をクリックします。
また、[TACACS+] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
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a) [Properties (TACACS+)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力し
ます。
名前

説明

[Timeout] フィールド

タイムアウトになるまで TACACS+ データベースとの接続が
試みられる秒数。
1 ～ 60 秒の整数を入力します。 デフォルト値は 5 秒です。
このプロパティは必須です。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

次の作業
TACACS+ プロバイダーを作成します。

TACACS+ プロバイダーの作成
Cisco UCS Central は最大 16 の TACACS+ プロバイダーをサポートします。 TACACS+ ネイティブ
認証は、このリリースではサポートされていません。また、Cisco UCS Central でのポリシーの作
成には使用できません。 TACACS+ は、Cisco UCS ドメイン のグローバル ポリシーの作成に使用
される場合があります。

はじめる前に
TACACS+ サーバで、次の設定を行います。
• cisco-av-pair 属性を作成します。 既存の TACACS+ 属性は使用できません。
cisco-av-pair 名は、TACACS+ プロバイダに属性 ID を提供する文字列です。
次に、cisco-av-pair 属性を作成する場合に、複数のユーザ ロールとロケールを指定する構文
の例を示します：cisco-av-pair=shell:roles="admin aaa" shell:locales*"L1 abc"。
cisco-av-pair 属性構文にアスタリスク（*）を使用すると、ロケールがオプションとしてフラ
グされるので、同じ認証プロファイルを使用するその他のシスコ デバイスで、認証障害が起
こらないよう回避できます。 複数の値は、スペースで区切ります。
• クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アドレス
を追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発生し、シ
ステムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、リモート ユー
ザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべて、これらの IP ア
ドレスから送信されます。Cisco UCS Central によって使用されている仮想 IP アドレスではあ
りません。

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
66

OL-28305-01-J

TACACS+ プロバイダーの設定

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[TACACS+] を展開し、[Providers] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create TACACS+ Provider] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Providers] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Create TACACS+ Provider] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力
します。
名前

説明

[Hostname] フィールド

TACAS+ プロバイダーが存在する場所のホスト名または IP ア
ドレス。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。

[Order] フィールド

Cisco UCS でこの TACAS+ プロバイダーをユーザの認証に使
用する順序。

[Key] フィールド

データベースの Secure Socket Layer（SSL; セキュア ソケット
レイヤ）暗号キー。

[Set] フィールド

SSL キーがアクティブかどうか。

[Confirm Key] フィールド

確認のための SSL 暗号キーの再入力。
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名前

説明

[Port] フィールド

Cisco UCS と TACACS+ データベースの通信に使用されるポー
ト。
1 ～ 65535 の整数を入力します。 デフォルト ポートは 49 で
す。

[Timeout] フィールド

タイムアウトになるまで TACACS+ データベースとの接続が
試みられる秒数。
1 ～ 60 秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して
TACACS+ [General] タブに指定したグローバル タイムアウト
値を使用します。 デフォルトは 5 秒です。

[Retries] フィールド

要求が失敗したと見なされるまでの接続の再試行の回数。
0 ～ 5 の整数を入力します。 デフォルト値は、1 です

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

次の作業
• 1 つの TACACS+ データベースを含む実装では、プライマリ認証サービスとして [TACACS+]
を選択します。
• 複数の TACACS+ データベースを含む実装では TACACS+ プロバイダーのグループを設定し
ます。

TACACS+ プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[TACACS+] > [Provider] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、削除する TACACS+ プロバイダーをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
また、削除する [TACACS+ Provider] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもで
きます。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

複数の認証システムの設定
複数の認証システム
Cisco UCS を設定して、次の機能を設定することによって複数の認証システムを使用できます。
• プロバイダー グループ
• 認証ドメイン
Cisco UCS Central GUI でプロバイダー グループと認証ドメインを設定すると、ucs- auth-domain 構
文を使用して Cisco UCS Central CLI でシステムにログインできます。
リモート認証サービスで複数の認証ドメインおよびネイティブ認証が設定されている場合、次の
いずれかの構文例を使用して SSH または Putty でログインします。
Linux ターミナルから：
• ssh ucs-auth-domain\\username@Cisco UCS domain-ip-address
ssh ucs-example\\jsmith@192.0.20.11

• ssh -l ucs-auth-domain\\username {Cisco UCS domain-ip-address | Cisco UCS domain-host-name}
ssh -l ucs-example\\jsmith 192.0.20.11

• ssh {Cisco UCS domain-ip-address | Cisco UCS domain-host-name} -l ucs-auth-domain\\username
ssh 192.0.20.11 -l ucs-example\\jsmith

Putty クライアントから：
• Login as: ucs-auth-domain\\username
Login as: ucs-example\\jsmith

SSH クライアントから：
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• Host Name: Cisco UCS domain-ip-address
User Name: ucs-auth-domain\\username
Host Name: 192.0.20.11
User Name: ucs-example\\jsmith

プロバイダー グループ
プロバイダー グループは、認証プロセス中に Cisco UCS によって使用されるプロバイダーのセッ
トです。 Cisco UCS Central では、グループごとに最大 8 個のプロバイダーが許可された、最大 16
個のプロバイダー グループを作成できます。
認証中、プロバイダーグループ内のすべてのプロバイダーが順番に試行されます。設定されたす
べてのサーバが使用できない場合、または到達不能な場合、Cisco UCS Central は、ローカル ユー
ザ名とパスワードを使用して自動的にローカル認証方式にフォールバックします。

LDAP プロバイダー グループの作成
LDAP プロバイダーのグループを作成すると、複数の LDAP データベースを使用して認証を行う
ことができます。

（注）

単一の LDAP データベースでの認証では、LDAP プロバイダーのグループを設定する必要はあ
りません。

はじめる前に
1 つ以上の LDAP プロバイダーを作成します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] を展開し、[Provider Groups] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create LDAP Provider Group] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Provider Groups] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
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a) [Create LDAP Provider Group] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入
力します。
名前

説明

[Name] フィールド

LDAP プロバイダー グループの名前。

[Available Providers] リスト
ボックス

LDAP グループに追加できる使用可能な LDAP プロバイダー。

[>>] ボタン

[Available Providers] リスト ボックスでどのプロバイダーが選
択されているかに関係なく、使用可能なすべてのプロバイダー
をグループに追加します。

[>] ボタン

[Available Providers] リスト ボックスで選択されたプロバイ
ダーをグループに追加します。

[<] ボタン

[Assigned Providers] リスト ボックスで選択されたプロバイダー
をグループから削除します。

[<<] ボタン

[Assigned Providers] リスト ボックスでどのプロバイダーが選
択されているかに関係なく、すべてのプロバイダーをグルー
プから削除します。

[Assigned Providers] リスト
ボックス

LDAP グループに含まれている LDAP プロバイダー。

Shift+Click および Ctrl+Click を使用して、複数のプロバイダー
を選択できます。

Cisco UCS は、テーブルに表示される順序でプロバイダーを
検索します。 プロバイダーのプライオリティを変更するに
は、プロバイダーを選択し、リストの上にある矢印ボタンを
使用して、目的の位置にプロバイダーを移動します。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

次の作業
1 つの LDAP データベースを含む実装では、認証サービスとして [LDAP] を選択します。
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LDAP プロバイダー グループの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[LDAP] > [Provider Groups] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、削除する LDAP プロバイダー グループをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
また、削除する [LDAP Provider Group] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることも
できます。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

RADIUS プロバイダー グループの作成
RADIUS プロバイダーのグループを作成すると、複数の RADIUS データベースを使用して認証を
行うことができます。

（注）

単一の RADIUS データベースでの認証では、RADIUS プロバイダーのグループを設定する必要
はありません。

はじめる前に
1 つ以上の RADIUS プロバイダーを作成します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[RADIUS] を展開し、[Providers] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create RADIUS Provider Group] をクリックし、すべてのフィールドに入力しま
す。
また、[Provider Groups] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Create RADIUS Provider] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力し
ます。
名前

説明

[Name] フィールド

RADIUS プロバイダーのグループの名前。

[Available Providers] リスト
ボックス

RADIUS グループに追加できる使用可能な RADIUS プロバイ
ダー。
Shift+Click および Ctrl+Click を使用して、複数のプロバイダー
を選択できます。

[>>] ボタン

[Available Providers] リスト ボックスでどのプロバイダーが選
択されているかに関係なく、使用可能なすべてのプロバイダー
をグループに追加します。

[>] ボタン

[Available Providers] リスト ボックスで選択されたプロバイ
ダーをグループに追加します。

[<] ボタン

[Assigned Providers] リスト ボックスで選択されたプロバイダー
をグループから削除します。

[<<] ボタン

[Assigned Providers] リスト ボックスでどのプロバイダーが選
択されているかに関係なく、すべてのプロバイダーをグルー
プから削除します。

[Assigned Providers] リスト
ボックス

RADIUS グループに含まれている RADIUS プロバイダー。
Cisco UCS は、テーブルに表示される順序でプロバイダーを
検索します。 プロバイダーのプライオリティを変更するに
は、プロバイダーを選択し、リストの上にある矢印ボタンを
使用して、目的の位置にプロバイダーを移動します。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。
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次の作業
認証ドメインを設定するか、デフォルトの認証サービスを選択します。

RADIUS プロバイダー グループの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[RADIUS] > [Provider Groups] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、削除する RADIUS プロバイダー グループをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
また、削除する [RADIUS Provider Group] を右クリックして、そのオプションにアクセスすること
もできます。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

TACACS+ プロバイダー グループの作成
TACACS+ プロバイダーのグループを作成すると、複数の TACACS+ データベースを使用して認
証を行うことができます。

（注）

単一の TACACS+ データベースでの認証では、TACACS+ プロバイダーのグループを設定する
必要はありません。

はじめる前に
1 つ以上の TACACS+ プロバイダーを作成します。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[TACACS+] を展開し、[Provider Groups] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create TACACS+ Provider Group] をクリックし、すべてのフィールドに入力し
ます。
また、[Provider Groups] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Create TACACS+ Provider Group] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールド
に入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

TACACS+ プロバイダー グループの名前。

[Available Providers] リスト
ボックス

TACACS+ グループに追加できる使用可能な TACACS+ プロ
バイダー。
Shift+Click および Ctrl+Click を使用して、複数のプロバイダー
を選択できます。

[>>] ボタン

[Available Providers] リスト ボックスでどのプロバイダーが選
択されているかに関係なく、使用可能なすべてのプロバイダー
をグループに追加します。

[>] ボタン

[Available Providers] リスト ボックスで選択されたプロバイ
ダーをグループに追加します。

[<] ボタン

[Assigned Providers] リスト ボックスで選択されたプロバイダー
をグループから削除します。

[<<] ボタン

[Assigned Providers] リスト ボックスでどのプロバイダーが選
択されているかに関係なく、すべてのプロバイダーをグルー
プから削除します。
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名前

説明

[Assigned Providers] リスト
ボックス

TACACS+ グループに含まれている TACACS+ プロバイダー。
Cisco UCS は、テーブルに表示される順序でプロバイダーを
検索します。 プロバイダーのプライオリティを変更するに
は、プロバイダーを選択し、リストの上にある矢印ボタンを
使用して、目的の位置にプロバイダーを移動します。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

TACACS+ プロバイダー グループの削除
認証設定によって使用されているプロバイダーのグループは削除できません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[TACACS+] > [Provider Groups] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、削除する [TACACS+ Provider Group] グループをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
また、削除する [TACACS+ Provider Group] を右クリックして、そのオプションにアクセスするこ
ともできます。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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認証ドメイン
認証ドメインは、複数の認証システムを活用するために Cisco UCS ドメインによって使用されま
す。各認証ドメインは、ログイン中に指定および設定されます。認証ドメインを指定しないと、
デフォルトの認証サービス設定が使用されます。
最大 8 個の認証ドメインを作成できます。 各認証ドメインは、Cisco UCS ドメイン内のプロバイ
ダー グループと領域に関連付けられています。 プロバイダー グループが指定されていない場合
は、領域内のすべてのサーバが使用されます。

（注）

LDAP の認証ドメインは、このリリースの Cisco UCS Central ではサポートされていません。
ただし、認証ドメインは、Cisco UCS Central ドメイン グループ ルートから管理対象 Cisco UCS
ドメインでサポートされています。

認証ドメインの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Authentication] を展開し、[Authentication Domains] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create Authentication Domain] をクリックし、すべてのフィールドに入力しま
す。
また、[Authentication Domains] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできま
す。
a) [Create Authentication] ダイアログボックスで、[General] タブのすべてのフィールドに入力しま
す。
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名前

説明

[Name] フィールド

認証ドメインの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および.（ピ
リオド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、
オブジェクトを保存した後に、この名前を変更することはで
きません。
（注）

優先する認証プロトコルとして RADIUS を使用す
るシステムの場合、認証ドメイン名はユーザ名の一
部と見なされ、ローカルに作成されたユーザ名の
32 文字の制限に対して考慮されます。 Cisco UCS
はフォーマット用に 5 文字を挿入するため、認証は
ユーザ名とドメイン名を組み合わせた合計が 27 文
字を超えると失敗します。

[Session Refresh Period] フィー Web クライアントが Cisco UCS Manager に接続すると、Web
ルド
セッションをアクティブに保つには、クライアントが UCS
Manager に更新要求を送信する必要があります。 このオプショ
ンは、選択した Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれ
ている Cisco UCS ドメインにアクセスするユーザへの更新要
求の間に許可される最大時間を指定します。
この時間制限を超えると、Cisco UCS Manager は Web セッショ
ンを非アクティブであると見なしますが、セッションの終了
は行いません。
60 ～ 172800 の整数を指定します。 デフォルトは 600 秒です。
[Session Timeout] フィールド

Cisco UCS Manager が Web セッションを終了したと見なすま
でに、最後の更新要求の後、経過できる最大時間。 この時間
制限を超えた場合、Cisco UCS Manager は自動的に Web セッ
ションを終了します。
60 ～ 172800 の整数を指定します。 デフォルトは 7200 秒で
す。
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名前

説明

[Realm] フィールド

このドメインのユーザに適用される認証プロトコル。 次のい
ずれかになります。
• [ldap]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された LDAP
サーバに定義される必要があります。
• [local]：ユーザ アカウントは、Cisco UCS Central または
Cisco UCS ドメインにローカルで定義される必要があり
ます。
• [radius]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
RADIUS サーバに定義される必要があります。
• [tacacs]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
TACACS+ サーバに定義される必要があります。

[Provider Group] ドロップダウ [Realm] が [ldap]、[radius]、または [tacacs] に設定されている
ン リスト
場合、このフィールドを使用して、関連するプロバイダー グ
ループを選択できます。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

プライマリ認証サービスの選択
コンソール認証サービスの選択
はじめる前に
システムでリモート認証サービスが使用されている場合は、その認証サービスに対するプロバイ
ダーを作成します。 システムが Cisco UCS を介してローカル認証のみを使用する場合は、最初に
プロバイダーを作成する必要はありません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
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• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Authentication] を展開し、[Native Authentication] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Properties] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Properties] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Properties (Native Authentication)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [Default
Authentication] フィールドに入力します。
名前

説明

[Session Refresh Period] フィー Web クライアントが Cisco UCS Manager に接続すると、Web
ルド
セッションをアクティブに保つには、クライアントが UCS
Manager に更新要求を送信する必要があります。 このオプショ
ンは、選択した Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれ
ている Cisco UCS ドメインにアクセスするユーザへの更新要
求の間に許可される最大時間を指定します。
この時間制限を超えると、Cisco UCS Manager は Web セッショ
ンを非アクティブであると見なしますが、セッションの終了
は行いません。
60 ～ 172800 の整数を指定します。 デフォルトは 600 秒です。
[Session Timeout] フィールド

Cisco UCS Manager が Web セッションを終了したと見なすま
でに、最後の更新要求の後、経過できる最大時間。 この時間
制限を超えた場合、Cisco UCS Manager は自動的に Web セッ
ションを終了します。
60 ～ 172800 の整数を指定します。 デフォルトは 7200 秒で
す。
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名前

説明

[Realm] ドロップダウン リス
ト

選択した Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている
Cisco UCS ドメインにリモートでログインするときにユーザ
を認証するデフォルトの方法。 次のいずれかになります。
• [ldap]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された LDAP
サーバに定義される必要があります。
• [local]：ユーザ アカウントは、Cisco UCS Central または
Cisco UCS ドメインにローカルで定義される必要があり
ます。
• [none]：ユーザ アカウントが Cisco UCS Central または
Cisco UCS ドメインに対してローカルである場合、ユー
ザがリモートでログインするときにパスワードは要求さ
れません。
• [radius]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
RADIUS サーバに定義される必要があります。
• [tacacs]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
TACACS+ サーバに定義される必要があります。

[Provider Group] ドロップダウ [Realm] が [ldap]、[radius]、または [tacacs] に設定されている
ン リスト
場合、このフィールドを使用して、関連するプロバイダー グ
ループを選択できます。

b) [Properties (Native Authentication)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [Console
Authentication] フィールドに入力します。
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名前

説明

[Realm] フィールド

コンソールにログインするユーザが認証される方法。 次のい
ずれかになります。
• [ldap]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された LDAP
サーバに定義される必要があります。
• [local]：ユーザ アカウントは、Cisco UCS Central または
Cisco UCS ドメインにローカルで定義される必要があり
ます。
• [none]：ユーザ アカウントが Cisco UCS Central または
Cisco UCS ドメインに対してローカルである場合、ユー
ザがリモートでログインするときにパスワードは要求さ
れません。
• [radius]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
RADIUS サーバに定義される必要があります。
• [tacacs]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
TACACS+ サーバに定義される必要があります。

[Provider Group] ドロップダウ [Realm] が [ldap]、[radius]、または [tacacs] に設定されている
ン リスト
場合、このフィールドを使用して、関連するプロバイダー グ
ループを選択できます。

c) [Properties (Native Authentication)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [Remote
Users Policy] フィールドに入力します。
名前

説明

[Role Policy for Remote Users]
フィールド

ユーザがログインを試行し、LDAP、RADIUS、または
TACACS+ サーバが認証情報とともにユーザ ロールを提供し
ない場合に行うアクション。 次のいずれかになります。
• [assign-default-role]：ユーザは、読み取り専用ユーザ ロー
ルでログインできます。
• [no-login]：ユーザ名とパスワードが正しくても、ユーザ
はシステムにログインできません。

d) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。
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デフォルトの認証サービスの選択
はじめる前に
システムでリモート認証サービスが使用されている場合は、その認証サービスに対するプロバイ
ダーを作成します。 システムが Cisco UCS を介してローカル認証のみを使用する場合は、最初に
プロバイダーを作成する必要はありません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Authentication] を展開し、[Native Authentication] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Properties] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Native Authentication] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Properties (Native Authentication)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [Default
Authentication] フィールドに入力します。
名前

説明

[Session Refresh Period] フィー Web クライアントが Cisco UCS Manager に接続すると、Web
ルド
セッションをアクティブに保つには、クライアントが UCS
Manager に更新要求を送信する必要があります。 このオプショ
ンは、選択した Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれ
ている Cisco UCS ドメインにアクセスするユーザへの更新要
求の間に許可される最大時間を指定します。
この時間制限を超えると、Cisco UCS Manager は Web セッショ
ンを非アクティブであると見なしますが、セッションの終了
は行いません。
60 ～ 172800 の整数を指定します。 デフォルトは 600 秒です。
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名前

説明

[Session Timeout] フィールド

Cisco UCS Manager が Web セッションを終了したと見なすま
でに、最後の更新要求の後、経過できる最大時間。 この時間
制限を超えた場合、Cisco UCS Manager は自動的に Web セッ
ションを終了します。
60 ～ 172800 の整数を指定します。 デフォルトは 7200 秒で
す。

[Realm] ドロップダウン リス
ト

選択した Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている
Cisco UCS ドメインにリモートでログインするときにユーザ
を認証するデフォルトの方法。 次のいずれかになります。
• [ldap]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された LDAP
サーバに定義される必要があります。
• [local]：ユーザ アカウントは、Cisco UCS Central または
Cisco UCS ドメインにローカルで定義される必要があり
ます。
• [none]：ユーザ アカウントが Cisco UCS Central または
Cisco UCS ドメインに対してローカルである場合、ユー
ザがリモートでログインするときにパスワードは要求さ
れません。
• [radius]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
RADIUS サーバに定義される必要があります。
• [tacacs]：ユーザは Cisco UCS Central に指定された
TACACS+ サーバに定義される必要があります。

[Provider Group] ドロップダウ [Realm] が [ldap]、[radius]、または [tacacs] に設定されている
ン リスト
場合、このフィールドを使用して、関連するプロバイダー グ
ループを選択できます。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

リモート ユーザのロール ポリシー
デフォルトでは、ユーザ ロールが Cisco UCS Central で設定されていない場合、LDAP プロトコル
（このリリースでは RADIUS および TACACS+ 認証を除く）を使用して、リモート サーバから
Cisco UCS Central にログインしたすべてのユーザに読み取り専用アクセス権が付与されます。
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（注）

RADIUS、TACACS+、および LDAP 認証は、ローカルに管理された Cisco UCS ドメインでサ
ポートされています。
リモート ユーザのロール ポリシーは、次の方法で設定できます。
• assign-default-role
ユーザ ロールに基づいて、Cisco UCS Central へのユーザ アクセスを制限しません。 その他
のユーザ ロールが Cisco UCS Central で定義されていない限り、読み取り専用アクセス権がす
べてのユーザに付与されます。
これはデフォルトの動作です。
• no-login
ユーザ ロールに基づいて、Cisco UCS Central へのユーザ アクセスを制限します。 リモート
認証システムにユーザ ロールが割り当てられていない場合、アクセスが拒否されます。
セキュリティ上の理由から、Cisco UCS Central で確立されたユーザ ロールに一致するユーザへの
アクセスを制限するのが望ましい場合があります。

リモート ユーザのロール ポリシーの設定
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Security] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Authentication] を展開し、[Native Authentication] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Properties] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
また、[Native Authentication] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
a) [Properties (Native Authentication)] ダイアログボックスで、[General] タブのすべての [Remote
Users Policy] フィールドに入力します。
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名前

説明

[Role Policy for Remote Users]
フィールド

ユーザがログインを試行し、LDAP、RADIUS、または
TACACS+ サーバが認証情報とともにユーザ ロールを提供し
ない場合に行うアクション。 次のいずれかになります。
• [assign-default-role]：ユーザは、読み取り専用ユーザ ロー
ルでログインできます。
• [no-login]：ユーザ名とパスワードが正しくても、ユーザ
はシステムにログインできません。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。
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6

章

ロールベースアクセスコントロールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• ロールベース アクセス コントロール, 87 ページ
• Cisco UCS のユーザ アカウント, 88 ページ
• ユーザ ロールの設定, 91 ページ
• ローカル認証されたユーザ アカウントの設定, 98 ページ
• ユーザ ロケールの設定, 106 ページ
• ユーザ ドメイン グループの設定, 110 ページ
• ユーザ組織の設定, 111 ページ
• パスワードの設定, 114 ページ
• ユーザ セッションのモニタリング, 117 ページ

ロールベース アクセス コントロール
ロールベース アクセス コントロール（RBAC）は、ユーザのロールとロケールに基づいてユーザ
のシステムアクセスを制限または許可する方法です。ロールによってシステム内でのユーザの権
限が定義され、ロケールによってユーザがアクセス可能な組織（ドメイン）が定義されます。 権
限がユーザに直接割り当てられることはないため、個々のユーザ権限の管理では、適切なロール
とロケールを割り当てることが主な作業になります。
必要なシステム リソースへの書き込みアクセス権限がユーザに与えられるのは、割り当てられた
ロールによりアクセス権限が与えられ、割り当てられたロケールによりアクセスが許可されてい
る場合に限ります。 たとえば、エンジニアリング組織内のサーバ管理者ロールを持つユーザは、
エンジニアリング組織内のサーバ設定を更新できますが、そのユーザに割り当てられたロケール
に財務組織が含まれていなければ、財務組織内のサーバ設定を更新できません。

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
OL-28305-01-J

87

Cisco UCS のユーザ アカウント

Cisco UCS のユーザ アカウント
ユーザ アカウントは、システムにアクセスするために使用されます。 最大で 128 個のユーザ ア
カウントを各 Cisco UCS Central ドメインで設定できます。 各ユーザ アカウントには、一意のユー
ザ名とパスワードが必要です。
ユーザ アカウントは、SSH 公開キーを付けて設定できます。 公開キーは、OpenSSH と SECSH の
いずれかの形式で設定できます。
admin アカウント
Cisco UCS Central には、admin アカウントがあります。 admin アカウントはデフォルトのユーザ
アカウントであり、変更または削除できません。 このアカウントは、システム管理者またはスー
パーユーザ アカウントであり、すべての権限が与えられています。 admin アカウントには、デ
フォルトのパスワードは割り当てられません。初期システム セットアップ時にパスワードを選択
する必要があります。
admin アカウントは常にアクティブであり、有効期限がありません。 admin アカウントを非アク
ティブに設定することはできません。
ローカル admin ユーザは、認証がリモートに設定されている場合でも、フェールオーバーのため
にログインできます。
ローカル認証されたユーザ アカウント
ローカル認証されたユーザ アカウントは、Cisco UCS Central ユーザ データベースを介して認証さ
れ、admin 権限または aaa 権限を持つユーザがイネーブルまたはディセーブルにできます。 ロー
カル ユーザ アカウントがディセーブルにされると、ユーザはログインできません。 ディセーブ
ルのローカル ユーザ アカウントの設定の詳細は、データベースによって削除されません。 ディ
セーブルのローカルユーザアカウントを再度イネーブルにすると、ユーザ名とパスワードを含め
て、既存の設定でアカウントが再びアクティブになります。
リモート認証されたユーザ アカウント
リモート認証されたユーザ アカウントは、LDAP を介して認証される Cisco UCS Central ユーザ ア
カウントです。 Cisco UCS ドメインは、LDAP、RADIUS および TACACS+ をサポートしていま
す。
ユーザがローカル ユーザ アカウントとリモート ユーザ アカウントを同時に維持すると、リモー
ト ユーザ アカウントで維持されているロールはローカル ユーザ アカウントで定義されたロール
によって上書きされます。
ユーザ アカウントの有効期限
ユーザアカウントは、事前に定義した時間に有効期限が切れるように設定できます。有効期限の
時間になると、ユーザ アカウントはディセーブルになります。
デフォルトでは、ユーザ アカウントの有効期限はありません。
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（注）

ユーザ アカウントに有効期限を設定した後、アカウントの有効期限が切れないように再設定
することはできません。 ただし、使用可能な最新の有効期限でアカウントを設定できます。

Cisco UCS ユーザ名に関する注意事項
ユーザ名は、Cisco UCS Central のログイン ID としても使用されます。 Cisco UCS ユーザ アカウン
トにログイン ID を割り当てるときは、次の注意事項および制約事項を考慮してください。
• ログイン ID には、次を含む 1 ～ 32 の文字を含めることができます。
◦ 任意の英字
◦ 任意の数字
◦ _（アンダースコア）
◦ -（ダッシュ）
◦ 。 （ドット）
• ログイン ID は、Cisco UCS Central 内で一意である必要があります。
• ログイン ID は、英文字で開始する必要があります。 数字またはアンダースコアなどの特殊
文字から開始することはできません。
• ログイン ID では、大文字と小文字が区別されます。
• すべて数字のログイン ID は作成できません。
• ユーザ アカウントの作成後は、ログイン ID を変更できません。 ユーザ アカウントを削除
し、新しいユーザ アカウントを作成する必要があります。

予約語：ローカル認証されたユーザ アカウント
Cisco UCS および Cisco UCS Central でローカル ユーザ アカウントを作成する場合は、次の単語を
使用できません。
• root
• bin
• daemon
• adm
• ip
• sync
• shutdown
• halt
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• news
• uucp
• operator
• games
• gopher
• nobody
• nscd
• mailnull
• mail
• rpcuser
• rpc
• mtsuser
• ftpuser
• ftp
• man
• sys
• samdme
• debug

Cisco UCS パスワードの注意事項
各ローカル認証されたユーザ アカウントには、パスワードが必要です。 admin、aaa、または
domain-group-management の権限を持つユーザは、Cisco UCS Central を設定して、ユーザのパス
ワードの強度の確認を実行できます。 パスワードの強度の確認をイネーブルした場合は、各ユー
ザが強力なパスワードを設定する必要があります。
シスコでは、各ユーザが強力なパスワードを設定することを推奨します。 ローカル認証された
ユーザに対してパスワード強度の確認をイネーブルにした場合、Cisco UCS Central は、次の要件
を満たさないパスワードを拒否します。
• 8 ～ 80 文字を含む。
• 次の少なくとも 3 種類を含む。
◦ 小文字
◦ 大文字
◦ 数字
◦ 特殊文字
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• aaabbb など連続して 3 回を超えて繰り返す文字を含まない。
• ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではない。
• パスワード ディクショナリ チェックに合格する。 たとえば、パスワードには辞書に記載さ
れている標準的な単語に基づいたものを指定することはできません。
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、? （疑問符）、=（等号）。
• ローカル ユーザ アカウントおよび admin アカウントには、空白を含めない。

ユーザ アカウントの Web セッション制限
Cisco UCS Central は、この時点では、複数の同時 Web セッションの管理をサポートしていませ
ん。 Cisco UCS Central ユーザに対して 32 個の同時 Web セッションをサポートし、またすべての
ユーザでは合計 256 個の同時セッションをサポートします。

ユーザ ロールの設定
ユーザ ロール
ユーザ ロールには、ユーザに許可される操作を定義する 1 つ以上の権限が含まれます。 各ユーザ
に 1 つ以上のロールを割り当てることができます。 複数のロールを持つユーザは、割り当てられ
たすべてのロールを組み合わせた権限を持ちます。 たとえば、Role1 にストレージ関連の権限が
含まれ、Role2 にサーバ関連の権限が含まれている場合、Role1 と Role2 の両方を持つユーザは、
ストレージ関連の権限とサーバ関連の権限を持つことになります。
Cisco UCS ドメインは、デフォルトのユーザ ロールを含めて、最大 48 個のユーザ ロールを持つ
ことができます。 Cisco UCS Central の各ドメイン グループは、親ドメイン グループから継承した
ユーザ ロールを含めて、48 個のユーザ ロールを持つことができます。 ユーザ ロールが Cisco UCS
Central からCisco UCS Manager にプッシュされると、最初の 48 個のロールだけがアクティブにな
ります。 最初の 48 個より後のユーザ ロールは、非アクティブであり障害が上げられます。
すべてのロールには、Cisco UCS ドメイン内のすべての設定に対する読み取りアクセス権限が含
まれています。 読み取り専用ロールを持つユーザは、システム状態を変更できません。
ロールは、作成、変更（新しい権限の追加や既存の権限の削除）、および削除できます。 ロール
を変更すると、そのロールを持つすべてのユーザに新しい権限が適用されます。 権限の割り当て
は、デフォルトロールに定義されている権限に限定されません。つまり、カスタムの権限の組み
合わせを使用して、独自のロールを作成できます。たとえば、デフォルトのサーバアドミニスト
レータ ロールとストレージ アドミニストレータ ロールの持つ権限の組み合わせは異なっていま
すが、両方のロールの権限を組み合わせた新しい 1 つのサーバおよびストレージ アドミニスト
レータ ロールを作成できます。
ロールがユーザへの割り当て後に削除されると、それらのユーザ アカウントからも削除されま
す。
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AAA サーバ（RADIUS または TACACS+）上のユーザ プロファイルは、そのユーザに与える権限
に対応したロールを追加するように変更する必要があります。 属性は、ロール情報を保存するた
めに使用されます。 AAA サーバでは、要求とともにこの属性が返され、それを解析してロールが
得られます。 LDAP サーバでは、ユーザ プロファイル属性内のロールが返されます。

デフォルトのユーザ ロール
システムには、次のデフォルトのユーザ ロールが用意されています。
AAA Administrator
ユーザ、ロール、および AAA 設定に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システムの
残りの部分に対する読み取りアクセス権。
Administrator
システム全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。 デフォルトの admin アカ
ウントは、デフォルトでこのロールが割り当てられ、変更はできません。
Facility Manager
power-mgmt 権限による電源管理操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システム
の残りの部分に対する読み取りアクセス権。
Network Administrator
ファブリック インターコネクト インフラストラクチャとネットワーク セキュリティ操作に
対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システムの残りの部分に対する読み取りアクセ
ス権。
Operations
システムのログ（syslog サーバを含む）と障害に対する読み取りと書き込みのアクセス権。
システムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。
Read-Only
システム設定に対する読み取り専用アクセス権。システム状態を変更する権限はありませ
ん。
Server Compute
サービス プロファイルのほとんどの側面に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 ただ
し、ユーザは vNIC または vHBA を作成、変更、または削除できません。
Server Equipment Administrator
物理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システムの残りの部分
に対する読み取りアクセス権。
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Server Profile Administrator
論理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システムの残りの部分
に対する読み取りアクセス権。
Server Security Administrator
サーバ セキュリティ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システムの残
りの部分に対する読み取りアクセス権。
Storage Administrator
ストレージ操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システムの残りの部分に対す
る読み取りアクセス権。

予約語：ユーザ ロール
Cisco UCS でカスタム ロールを作成する場合、次の単語を使用できません。
• network-admin
• network-operator
• vdc-admin
• vdc-operator
• server-admin

権限
ユーザロールを割り当てられたユーザは、権限により、特定のシステムリソースへアクセスした
り、特定のタスクを実行したりできるようになります。 次の表に、各権限と、その権限がデフォ
ルトで与えられるユーザ ロールのリストを示します。
表 2：ユーザの権限

特権

説明

デフォルトのロール割り当て

aaa

システム セキュリティおよび
AAA

AAA アドミニストレータ

admin

システム管理

アドミニストレータ

domain-group-management

ドメイン グループ管理

ドメイン グループ管理者

ext-lan-config

外部 LAN 設定

ネットワーク管理者

ext-lan-policy

外部 LAN ポリシー

ネットワーク管理者

ext-lan-qos

外部 LAN QoS

ネットワーク管理者
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特権

説明

デフォルトのロール割り当て

ext-lan-security

外部 LAN セキュリティ

ネットワーク管理者

ext-san-config

外部 SAN 設定

ストレージ アドミニストレータ

ext-san-policy

外部 SAN ポリシー

ストレージ アドミニストレータ

ext-san-qos

外部 SAN QoS

ストレージ アドミニストレータ

ext-san-security

外部 SAN セキュリティ

ストレージ アドミニストレータ

fault

アラームおよびアラーム ポリ
シー

オペレーション

operations

ログおよび Smart Call Home

オペレーション

org-management

組織管理

オペレーション

pod-config

ポッド設定

ネットワーク管理者

pod-policy

ポッド ポリシー

ネットワーク管理者

pod-qos

ポッド QoS

ネットワーク管理者

pod-security

ポッド セキュリティ

ネットワーク管理者

power-mgmt

電源管理操作に対する読み取り ファシリティ マネージャ
と書き込みのアクセス権

read-only

読み取り専用アクセス権

Read-Only

読み取り専用は、権限として選
択できません。この権限は、す
べてのユーザ ロールに割り当て
られます。
server-equipment

サーバ ハードウェア管理

サーバ機器アドミニストレータ

server-maintenance

サーバ メンテナンス

サーバ機器アドミニストレータ

server-policy

サーバ ポリシー

サーバ機器アドミニストレータ

server-security

サーバ セキュリティ

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-compute

サービス プロファイルの計算

サーバ計算アドミニストレータ
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特権

説明

デフォルトのロール割り当て

service-profile-config

サービス プロファイル設定

サーバ プロファイル アドミニス
トレータ

service-profile-config-policy

サービス プロファイル設定ポリ サーバ プロファイル アドミニス
シー
トレータ

service-profile-ext-access

サービス プロファイル エンド
ポイント アクセス

サーバ プロファイル アドミニス
トレータ

service-profile-network

サービス プロファイル ネット
ワーク

ネットワーク管理者

service-profile-network-policy

サービス プロファイル ネット
ワーク ポリシー

ネットワーク管理者

service-profile-qos

サービス プロファイル QoS

ネットワーク管理者

service-profile-qos-policy

サービス プロファイル QoS ポ
リシー

ネットワーク管理者

service-profile-security

サービス プロファイル セキュ
リティ

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-security-policy

サービス プロファイル セキュ
リティ ポリシー

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-server

サービス プロファイル サーバ
管理

サーバ プロファイル アドミニス
トレータ

service-profile-server-oper

サービス プロファイル コン
シューマ

サーバ プロファイル アドミニス
トレータ

service-profile-server-policy

サービス プロファイル プール
ポリシー

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-storage

サービスプロファイルストレー ストレージ アドミニストレータ
ジ

service-profile-storage-policy

サービスプロファイルストレー ストレージ アドミニストレータ
ジ ポリシー

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
OL-28305-01-J

95

ユーザ ロールの設定

ユーザ ロールの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ユーザ ロールのドメイン グループを選択します。
a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。

ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを選択して実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Roles] に移動します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Roles] をクリックします。

ステップ 5

[Create Role] をクリックします。
また、[Roles] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 6

[Create Role] ダイアログボックスで、ロールを割り当てる [Name] を入力します。

ステップ 7

ロールのすべての [Privileges] を選択します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ユーザ ロールの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ユーザ ロールのドメイン グループを選択します。
a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。

ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを選択して実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
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• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。
ステップ 4

[Work] ペインで、すべてのロールを表示します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Roles] ノードを展開します。

ステップ 5

削除するロールをクリックします。

ステップ 6

[Delete] をクリックします。
また、[Role] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 7

[Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ユーザ ロールへの権限の追加
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ユーザ ロールのドメイン グループを選択します。
a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。

ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを選択して実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、すべてのロールを表示します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Roles] ノードを展開します。

ステップ 5

権限を追加するロールを選択します。

ステップ 6

[Properties] をクリックします。
また、[Role] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 7

[Properties] ダイアログボックスで、ロールに追加する権限に対応するチェックボックスをオンに
します。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。
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ユーザ ロールからの権限の削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ユーザ ロールのドメイン グループを選択します。
a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。

ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを選択して実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、すべてのロールを表示します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Roles] ノードを展開します。

ステップ 5

権限を削除するロールを選択します。

ステップ 6

[Properties] をクリックします。
また、[Role] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 7

[Properties] ダイアログボックスで、ロールから削除する権限に対応するボックスをオフにします。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。

ローカル認証されたユーザ アカウントの設定
ローカル認証されたユーザ アカウントの作成
少なくとも、次のユーザを作成することを推奨します。
• サーバ アドミニストレータ アカウント
• ネットワーク アドミニストレータ アカウント
• ストレージ アドミニストレータ

はじめる前に
システムに次のいずれかがある場合は、該当するタスクを実行します。
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• リモート認証サービス：ユーザがリモート認証サーバに存在すること、および適切なロール
と権限を持っていることを確認します。
• 組織のマルチテナント機能：1 つ以上のロケールを作成します。 ロケールが 1 つもない場
合、すべてのユーザはルートに作成され、すべての組織のロールと権限が割り当てられま
す。
• SSH 認証。SSH キーを取得します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] をクリックします。

ステップ 4

[Create Locally Authenticated User] をクリックします。

ステップ 5

[Create Locally Authenticated User] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Login ID] フィールド

ローカルの Cisco UCS Central ユーザのユーザ名。 ログイン ID
は次の制約事項を満たす必要があります。
• ログイン ID には、次を含む 1 ～ 32 の文字を含めることが
できます。
◦ 任意の英字
◦ 任意の数字
◦ _（アンダースコア）
◦ -（ダッシュ）
◦ 。 （ドット）
• ログイン ID は、Cisco UCS Central 内で一意である必要が
あります。
• ログイン ID は、英文字で開始する必要があります。 数字
またはアンダースコアなどの特殊文字から開始することは
できません。
• ログイン ID では、大文字と小文字が区別されます。
• すべて数字のログイン ID は作成できません。
• ユーザ アカウントの作成後は、ログイン ID を変更できま
せん。 ユーザ アカウントを削除し、新しいユーザ アカウ
ントを作成する必要があります。
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名前

説明

[Description] フィールド

ユーザ アカウントの説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引用符）以
外のすべての文字またはスペースを使用できます。

[First Name] フィールド

ユーザの名。
32 文字までの文字またはスペースを入力します。

[Last Name] フィールド

ユーザの姓。
32 文字までの文字またはスペースを入力します。

[Email] フィールド

ユーザの電子メール アドレス。

[Phone] フィールド

ユーザの電話番号。
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名前

説明

[Password] フィールド

このアカウントに関連付けられているパスワード。 パスワード
強度のチェックボックスをオンにした場合、ユーザ パスワード
を強くする必要があります。
強力なパスワードは、次の要件を満たす必要があります。
• 8 ～ 80 文字を含む。
• 次の少なくとも 3 種類を含む。
◦ 小文字
◦ 大文字
◦ 数字
◦ 特殊文字
• aaabbb など連続して 3 回を超えて繰り返す文字を含まな
い。
• ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではな
い。
• パスワード ディクショナリ チェックに合格する。 たとえ
ば、パスワードには辞書に記載されている標準的な単語に
基づいたものを指定することはできません。
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、?（疑問符）、=（等
号）。
• ローカル ユーザ アカウントおよび admin アカウントには、
空白を含めない。

[Set] フィールド

このユーザにパスワードが設定済みかどうか。

[Confirm Password] フィールド

確認のためのパスワードの再入力。

[Account Expiration] チェック
ボックス

オンにすると、このアカウントは期限切れになり、[Expiration
Date] フィールドに指定した日付以降に使用できなくなります。

[Account Status] ドロップダウン ステータスが [Active] に設定されている場合、ユーザはこのロ
リスト
グイン ID とパスワードを使用して Cisco UCS Central にログイ
ンできます。
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名前

説明

[Expiration Date] フィールド

アカウントの期限が切れる日付。 日付の形式は yyyy-mm-dd で
す。
このフィールドの終端にあるカレンダー アイコンをクリックす
るとカレンダーが表示され、それを使用して期限日を選択でき
ます。

ステップ 6

[Create Locally Authenticated User] ダイアログボックスで、[Roles/Locales] タブをクリックし、次の
フィールドに値を入力します。
名前

説明

[Assigned Roles] リスト ボック Cisco UCS Central に定義されているユーザ ロールのリスト。
ス
選択したユーザに割り当てられているユーザ ロールは、関連付
けられたチェックボックスがオンになっています。
[Assigned Locales] リスト ボッ
クス

Cisco UCS Central に定義されているロケールのリスト。
選択したユーザに割り当てられているロケールは、関連付けら
れたチェックボックスがオンになっています。

ステップ 7

（任意） システムに組織が含まれている場合は、[Assigned Role(s)] ペインの 1 つ以上のチェック
ボックスをオンにして、ユーザを適切なロケールに割り当てます。
（注）
admin ロールを持つユーザにロケールを割り当てないでくださ
い。

ステップ 8

[Create Locally Authenticated User] ダイアログボックスで、[SSH] タブをクリックし、次のフィール
ドに値を入力します。
名前

説明

[Type] フィールド

次のいずれかになります。
• [Key]：このユーザがログインするときに、Secure Shell
（SSH; セキュア シェル） 暗号化が使用されます。
• [Password]：ユーザはログイン時にパスワードを入力する
必要があります。

[SSH Data] フィールド

[Type] を [Key] に設定すると、関連付けられた SSH キーがこの
フィールドに表示されます。
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ステップ 9

[OK] をクリックします。

ローカルに認証されたユーザ アカウントの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] を展開します。

ステップ 4

削除する [User] を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

[Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ローカル認証されたユーザ アカウントに割り当てられたロールの変更
ユーザロールと権限の変更は、ユーザが次にログインするまで有効になりません。新しいロール
をユーザアカウントに追加するか、既存のロールをユーザアカウントから削除するときにユーザ
がログインしていると、前のロールと権限を使用してアクティブなセッションが続行されます。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] を展開します。

ステップ 4

修正するユーザ アカウントをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Roles/Locales] タブをクリックします。

ステップ 7

[Assigned Role(s)] 領域で、ロールの割り当ておよび削除を行います。
• ユーザ アカウントに新しいロールを割り当てるには、適切なチェックボックスをオンにしま
す。
• ユーザ アカウントからロールを削除するには、適切なチェックボックスをオフにします。

ステップ 8

[Save] をクリックします。
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ローカル認証されたユーザに対するパスワード強度の確認のイネーブル化
パスワード強度のチェックをイネーブルにするには、admin、aaa、または domain-group-management
権限を持っている必要があります。 パスワード強度のチェックをイネーブルにすると、Cisco UCS
Central によって、ユーザは強力なパスワードのガイドラインを満たしていないパスワードを選択
できなくなります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Properties] 領域の [Password Strength Check] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

ローカル認証されたユーザのパスワード履歴のクリア
パスワード プロファイル プロパティを変更するには、admin、aaa、または domain-group-management
権限を持っている必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] をクリックします。

ステップ 4

[Password Profile] 領域に、ローカルで認証されたユーザが [History Count][History Count] フィール
ドフィールドで以前に使用したパスワードを再利用するために作成する必要がある一意のパスワー
ドの数として 0 を入力します。
[History Count] フィールドを 0（デフォルト設定）に設定すると、履歴カウントがディセーブルに
なり、ユーザは以前に使用したパスワードをいつでも再使用できるようになります。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

ローカル認証されたユーザ アカウントのイネーブル化
ローカル ユーザ アカウントをイネーブルまたはディセーブルにするには、admin、aaa、または
domain-group-management 権限を持っている必要があります。
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はじめる前に
ローカル ユーザ アカウントを作成します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] を展開します。

ステップ 4

修正するユーザ アカウントをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Account Status] フィールドで、[active] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

[Save] をクリックします。

ローカル認証されたユーザ アカウントのディセーブル化
ローカル ユーザ アカウントをイネーブルまたはディセーブルにするには、admin、aaa、または
domain-group-management 権限を持っている必要があります。

（注）

Cisco UCS Central GUI を介してディセーブル化されたアカウントのパスワードを変更した場
合、アカウントをイネーブルにしてアクティブ化した後、ユーザはこの変更されたパスワード
を使用できません。 アカウントをイネーブル化してアクティブ化した後に、必要なパスワー
ドを再び入力する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] を展開します。

ステップ 4

修正するユーザ アカウントをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Account Status] フィールドで、[inactive] オプション ボタンをクリックします。
admin ユーザ アカウントは常にアクティブに設定されます。 これは変更できません。

ステップ 7

[Save] をクリックします。
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ユーザ ロケールの設定
ユーザ ロケール
ユーザには、ロケールを 1 つ以上割り当てることができます。 各ロケールには、ユーザからのア
クセスを許可する 1 つ以上の組織（ドメイン）を定義します。アクセスは、このロケールで指定
された組織の範囲内に制限されます。 このルールの 1 つの例外として、組織が指定されていない
ロケールがあります。この場合、すべての組織内のシステム リソースに対して無制限のアクセス
が可能になります。
Cisco UCS ドメインは、最大 48 個のユーザ ロケールを持つことができます。 Cisco UCS Central の
各ドメイン グループは、親ドメイン グループから継承されたユーザ ロケールを含めて、48 個の
ユーザ ロケールを持つことができます。 Cisco UCS Central からユーザ ロケールが Cisco UCS
Manager にプッシュされると、最初の 48 個のロケールだけがアクティブになります。 最初の 48
個より後のユーザ ロケールは、非アクティブであり障害が上げられます。
admin、aaa、または domain-group-management の権限を持つユーザは、組織をその他のユーザのロ
ケールに割り当てることができます。

（注）

admin 権限を持つユーザにロケールを割り当てることはできません。
組織は階層的に管理できます。トップレベルの組織に割り当てられたユーザは、自動的にその下
にあるすべての組織にアクセスできます。たとえば、エンジニアリング組織が、ソフトウェアエ
ンジニアリング組織とハードウェア エンジニアリング組織で構成されているとします。 ソフト
ウェアエンジニアリング組織のみを含むロケールでは、その組織内のシステムリソースにしかア
クセスできません。一方、エンジニアリング組織が含まれるロケールでは、ソフトウェア エンジ
ニアリング組織とハードウェア エンジニアリング組織の両方のリソースにアクセスできます。

ユーザ ロケールの作成
はじめる前に
ロケールを作成するには、1 つ以上の組織が存在する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ロケールのドメイン グループを選択します。
a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。

ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
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• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。
ステップ 4

[Work] ペインで、[Locales] に移動します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Locales] をクリックします。

ステップ 5

[Create Locales] をクリックします。
また、[Locales] を右クリックしてそのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 6

[Create Locale] ダイアログボックスで、要求された情報を入力します。
a) [Name] フィールドに、ロケールの一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできません。
b) [Description] フィールドにロケールの説明を入力します。

ステップ 7

[Filter] をクリックします。

ステップ 8

[Table Filter] ダイアログボックスで、要求された情報を入力します。
a) [Assigned Organization] フィルタを選択します。
b) [Assigned Organization] フィルタの値を入力します。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

ステップ 10

[Assign Organization] をクリックします。

ステップ 11

[Assign Organizations] ダイアログボックスで、組織をロケールに割り当てます。
a) [Organizations] 領域を展開して、Cisco UCS ドメイン内の組織を表示します。
b) [root] ノードを展開して、サブ組織を表示します。
c) ロケールを割り当てる組織をクリックします。
d) [Organizations] 領域の組織を右側のペインの設計領域にドラッグ アンド ドロップします。
e) すべての適切な組織をロケールに割り当てるまで、ステップ b および c を繰り返します。

ステップ 12

[OK] をクリックして組織を割り当てます。

ステップ 13

[OK] をクリックしてロケールを作成します。

ユーザ ロケールの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ロケールのドメイン グループを選択します。
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a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。
ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、すべてのロケールを表示します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Locales] ノードを展開します。

ステップ 5

削除するロケールをクリックします。

ステップ 6

[Delete] をクリックします。
また、削除する [Locale] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 7

[Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ユーザ ロケールへの組織の割り当て
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ロケールのドメイン グループを選択します。
a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。

ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインでロケールを選択します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Locales] ノードを展開します。

ステップ 5

組織を追加するロケールをクリックします。

ステップ 6

[Assign Organization] をクリックします。
また、[Locale] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
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ステップ 7

[Assign Organizations] ダイアログボックスで、[Organization] を入力します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ユーザ ロケールからの組織の削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、ロケールのドメイン グループを選択します。
a) [Domain Groups] ノードを展開します。
b) [Domain Groups root] ノードを展開します。

ステップ 3

[Domain Groups] ノード下で、次のいずれかを実行します。
• [Operational Policies] をクリックします。
• [Domain Group] ノードを展開し、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、すべてのロケールを表示します。
a) [Security] をクリックします。
b) [User Services] ノードを展開します。
c) [Locales] ノードを展開します。

ステップ 5

削除する組織が割り当てられたロケールをクリックします。

ステップ 6

[Properties] をクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、削除する [Organization] をクリックします。

ステップ 8

[Delete] をクリックします。
また、削除する [Organization] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできま
す。

ステップ 9

[Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ローカル認証されたユーザ アカウントに割り当てられたロケールの変更
（注）

admin ロールを持つユーザにロケールを割り当てないでください。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] を展開します。

ステップ 4

修正するユーザ アカウントをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Roles/Locales] タブをクリックします。

ステップ 7

[Assigned Locale(s)] 領域で、ロケールの割り当ておよび削除を行います。
• ユーザ アカウントに新しいロケールを割り当てるには、適切なチェックボックスをオンにし
ます。
• ユーザ アカウントからロケールを削除するには、適切なチェックボックスをオフにします。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

ユーザ ドメイン グループの設定
ユーザ ドメイン グループの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] をクリックし、次のいずれかを選択して実行します。
• [Name] カラム下の [Domain Groups] ペインで、[Domain Group] をクリックして [Create Domain
Group] をクリックします。
• [Navigation] ペインで、[Domain Groups root] をクリックして [Create Domain Group] をクリッ
クします。
• [Navigation] ペインで、[Domain Groups root] ノードを展開し、[Domain Group] をクリックし
て [Create Domain Group] をクリックします。

ステップ 3

[Create Domain Group] ダイアログボックスで、要求された情報を入力します。
a) [Name] フィールドにドメイン グループの一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできません。
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b) [Description] フィールドには、ドメイン グループの説明を入力します。
ステップ 4

[OK] をクリックしてドメイン グループを作成します。

ユーザ ドメイン グループの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] をクリックします。

ステップ 3

[Name] カラム下の [Domain Groups] ペインで、削除する [Domain Group] をクリックします。

ステップ 4

[Delete] をクリックします。
また、削除する [Domain Group] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできま
す。
（注）
ドメイン グループ ルートは削除できませ
ん。

ステップ 5

[Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ユーザ組織の設定
ユーザ組織
ユーザは、1 つ以上の組織を作成できます。 各組織では、サブ組織、障害、イベント、UUID 接
尾辞プール、および UUID のブロックが定義されます。
Cisco UCS 組織 は、ユーザによって階層的に管理されます。 ルート レベルの組織に割り当てられ
たユーザは、自動的にすべての組織およびその下にあるドメイン グループにアクセスできます。

ユーザ組織の作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、組織を作成します。
a) [Pools] ノードを展開します。
b) [root] をクリックします。
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c) [Work] ペインで、[Create Organization] をクリックします。
ステップ 3

[Create Organization] ダイアログボックスで、要求された情報を入力します。
a) [Name] フィールドに、組織の一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできません。
b) [Description] フィールドに、組織の説明を入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックして組織を作成します。

ユーザ組織の削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、組織を選択します。
a) [Pools] ノードを展開します。
b) [root] ノードを展開します。
c) [Sub-Organizations] をクリックします。
d) [Sub-Organizations] ペインで、削除する [Organization] をクリックします。

ステップ 3

[Delete] をクリックします。
また、削除する [Organization] を右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできま
す。

ステップ 4

[Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ユーザのサブ組織の作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、サブ組織を作成します。
a) [Pools] ノードを展開します。
b) [root] ノードを展開します。
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c) [Sub-Organizations] をクリックします。
ステップ 3

[Sub-Organizations] ペインで、該当する割り当てられた組織名をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Create Organization] をクリックします。

ステップ 5

[Create Organization] ダイアログボックスで、要求された情報を入力します。
a) [Name] フィールドに、組織の一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできません。
b) [Description] フィールドに、組織の説明を入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックしてサブ組織を作成します。

ユーザのサブ組織の削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、組織を選択します。
a) [Pools] ノードを展開します。
b) [root] ノードを展開します。
c) [Sub-Organizations] をクリックします。
d) [Sub-Organizations] ペインで、該当する割り当てられた組織ノードを展開します。
e) [Sub-Organizations] ペインで、削除する [Organization] をクリックします。
該当する組織名に到達するまで、該当する割り当てられた組織ノードを展開します。

ステップ 3

[Delete] をクリックします。
また、削除するターゲットに到達するまで [Organizations] を展開し、[Organization] を右クリック
してそのオプションにアクセスすることもできます。

ステップ 4

[Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。
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パスワードの設定
ローカル認証されたユーザのパスワード プロファイル
パスワード プロファイルには、Cisco UCS Central のすべてのローカル認証されたユーザのパスワー
ド履歴およびパスワード変更間隔のプロパティが含まれています。 各ローカル認証されたユーザ
に対して、異なるパスワード プロファイルを指定することはできません。

（注）

パスワード プロファイル プロパティを変更するには、admin、aaa、または
domain-group-management 権限を持っている必要があります。 パスワード履歴を除き、これら
のプロパティはこれらの管理権限を持つユーザには適用されません。

パスワード履歴数
パスワード履歴数により、ローカル認証されたユーザが同じパスワードを何度も再使用するのを
防止できます。 このプロパティが設定されている場合、Cisco UCS Central は、ローカル認証され
たユーザによって以前使用された最大 15 個のパスワードを保存します。 履歴数のしきい値に達
した場合、最も古いパスワードのみが再使用できるようにするため、パスワードは最新のものか
ら逆時系列順に保存されます。
パスワードを再使用できるようになるためには、パスワード履歴数で設定されたパスワード数を
作成および使用する必要があります。 たとえば、パスワード履歴数を 8 に設定した場合、ローカ
ル認証されたユーザは、9 番目のパスワードが期限切れになるまで最初のパスワードを再使用で
きません。
デフォルトでは、パスワード履歴は 0 に設定されています。 この値では、履歴数はディセーブル
であり、以前のパスワードをいつでも使用できます。
必要な場合には、ローカル認証されたユーザのパスワード履歴数をクリアすることで、以前のパ
スワードを再使用できるようになります。
パスワード変更間隔
パスワード変更間隔により、ローカル認証されたユーザが、指定された時間内にパスワードを変
更できる回数を制限できます。 次の表で、パスワード変更間隔の 2 つの設定オプションについて
説明します。
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間隔の設定

説明

例

No password change
allowed

このオプションでは、ローカル認
証されたユーザは、パスワードの
変更後、指定された時間内にはパ
スワードを変更できません。

Password changes
allowed within change
interval

このオプションは、ローカル認証
されたユーザが、事前定義された
間隔内にパスワードを変更できる
最大回数を指定します。

たとえば、ローカル認証されたユー
ザが自分のパスワードを変更した
後、48 時間以内はパスワードを変
更できないようにするには、次のよ
変更が許されない間隔を、1 ～ 745 うに設定します。
時間の間で指定できます。 デフォ
• [Change During Interval] をディ
ルトでは、変更不可の間隔は 24 時
セーブルに設定する
間です。
• [No Change Interval] を 48 に設
定する

変更間隔を 1 ～ 745 時間の間で指
定でき、またパスワードを変更で
きる最大回数を 0 ～ 10 回の間で指
定できます。 デフォルトでは、
ローカル認証されたユーザは、48
時間の間隔内で最大 2 回までパス
ワードの変更が許可されます。

たとえば、ローカル認証されたユー
ザが自分のパスワードを変更した
後、24 時間以内に最大 1 回の変更
を行えるようにするには、次のよう
に設定します。
• [Change During Interval] をイ
ネーブルに設定する
• [Change Count] を 1 に設定する
• [Change Interval] を 24 に設定す
る

変更間隔に関するパスワード変更の最大回数の設定
パスワード プロファイル プロパティを変更するには、admin または AAA 権限を持っている必要
があります。 パスワード履歴を除き、これらのプロパティは admin または AAA 権限を持つユー
ザには適用されません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] をクリックします。

ステップ 4

[Password Profile] 領域で、すべてのフィールドに入力します。
a) [Change During Interval] フィールド で、 をクリックします。
b) [Change Interval] フィールド で、[Change Count] フィールドに指定したパスワードの変更回数が
適用される最大時間。 を入力します。
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これは 1 ～ 745 時間の範囲の任意の値にすることができます。
たとえば、このフィールドが 48 に設定され、[Change Count] フィールドが 2 に設定されると、
ローカルで認証されたユーザは 48 時間以内に 2 回しかパスワードを変更できません。
c) [Change Count] フィールド で、[Change Interval] の間にローカルで認証されたユーザが自分のパ
スワードを変更できる最大回数。 を入力します。
これは 0 ～ 10 の範囲の任意の値にすることができます。
ステップ 5

[Save] をクリックします。

パスワードが変更されない間隔の設定
パスワード プロファイル プロパティを変更するには、admin または AAA 権限を持っている必要
があります。 パスワード履歴を除き、これらのプロパティは admin または AAA 権限を持つユー
ザには適用されません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] をクリックします。

ステップ 4

[Password Profile] 領域で、すべてのフィールドに入力します。
a) [Change During Interval] フィールド で、 をクリックします。
b) [No Change Interval] フィールド で、ローカルで認証されたユーザが新しく作成されたパスワー
ドを変更する前に待機する必要のある時間の最小数。 を入力します。
これは 1 ～ 745 時間の範囲の任意の値にすることができます。
[Change During Interval] プロパティが [Disable] に設定されていない場合、この間隔は無視され
ます。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

パスワードの履歴数の設定
パスワード プロファイル プロパティを変更するには、admin または AAA 権限を持っている必要
があります。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Access Control] タブをクリックします。

ステップ 3

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] をクリックします。

ステップ 4

[Password Profile] 領域で、ローカル認証されたユーザが、以前 [History Count] フィールド で使用
したパスワードを再使用できるようになる前に、作成する必要がある一意のパスワードの数を入
力します。
これは 0 ～ 15 の範囲の任意の値にすることができます。
デフォルトでは、[History Count] フィールドは 0 に設定されます。この場合、履歴カウントはディ
セーブルになり、ユーザは以前に使用されたパスワードをいつでも再使用できるようになります。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

ユーザ セッションのモニタリング
CLI と GUI のどちらでログインしているかに関係なく、ローカル認証されたユーザとリモート認
証されたユーザの両方について、Cisco UCS Central セッションをモニタできます。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Administration] をクリックします。

ステップ 2

[Access Control] タブで、[Locally Authenticated Users] または [Remotely Authenticated Users] をクリッ
クします。

ステップ 3

ユーザ セッションは、[Navigation] ペインで、すべてのユーザまたは各ユーザに関して [Locally
Authenticated Users] 下でモニタされます。
• [Navigation] ペインで、[Locally Authenticated Users] をクリックして、すべてのユーザ セッショ
ンをモニタします。
• [Navigation] ペインで、[Locally Authenticated Users] ノードを展開し、ユーザ名をクリックし
て個々のユーザをモニタします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Sessions] タブをクリックします。
このタブには、ユーザ セッションに関する次の詳細情報が表示されます。
名前

説明

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。
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名前

説明

[Terminate Session] ボタン

選択したユーザのセッションを終了します。

[Host] カラム

ユーザのログイン元である IP アドレス。

[Login Time] カラム

ユーザがログインした日時。

[Terminal Type] カラム

ユーザのログイン元であるターミナルのタイプ

[Current Session] カラム

セッションが現在アクティブかどうか。
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DNS サーバの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• DNS ポリシー, 119 ページ
• DNS ポリシーの設定, 119 ページ
• DNS ポリシーの削除, 121 ページ
• DNS ポリシーの DNS サーバの設定, 121 ページ
• DNS ポリシーからの DNS サーバの削除, 122 ページ

DNS ポリシー
Cisco UCS Central は、DNS サーバおよびドメイン名を定義するグローバル DNS ポリシーをサポー
トしています。 登録済み Cisco UCS ドメインでは、そのドメインのポリシー解決コントロール内
で DNS 管理をグローバルに定義するようにしている場合、DNS 管理について Cisco UCS Central
への登録に従うことになります。

DNS ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ ルート下でドメイン グループの DNS ポリシーを設定する前に、最初にこのポ
リシーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムに
よってすでに作成されており、設定できる状態です。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[DNS] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Domain] フィールド

ドメイン ネーム サーバ（DNS）サーバに関連付けられたドメイ
ン名。

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Add DNS Server] ボタン

選択したドメイン グループに DNS を追加できます。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表示
します。
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ステップ 7

名前

説明

[Delete] ボタン

テーブルで選択したオブジェクトを削除します。

[DNS IP] カラム

DNS サーバの IP アドレス

[Save] をクリックします。

DNS ポリシーの削除
DNS ポリシーを削除すると、そのポリシー内のすべての DNS サーバ設定が削除されます。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[DNS] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 7

[Save] をクリックします。

DNS ポリシーの DNS サーバの設定
はじめる前に
DNS ポリシーを設定します。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[DNS] をクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Add DNS Server] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
a) [Add DNS Server] ダイアログボックスで、すべてのフィールドに値を入力します。
名前

説明

[DNS Server] フィールド

使用する DNS サーバの IP アドレス。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 6

[Save] をクリックします。

DNS ポリシーからの DNS サーバの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[DNS] をクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、削除する DNS サーバを選択し、[Delete] をクリックします。
また、DNS サーバを右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。
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ステップ 6

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7

[Save] をクリックします。
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MAC プールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• MAC プール, 127 ページ
• MAC プールの作成, 128 ページ
• MAC プールの削除, 129 ページ

MAC プール
MAC プールは、ネットワーク ID（MAC アドレス）の集まりです。MAC アドレスはレイヤ 2 環
境では一意で、サーバの vNIC に割り当てることができます。 Cisco UCS Central で作成された
MAC プールは、Cisco UCS ドメイン間で共有できます。 サービス プロファイルで MAC プールを
使用する場合、サービス プロファイルに関連付けられたサーバで使用される MAC アドレスを手
動で設定する必要はありません。
マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、この MAC プールが特
定のアプリケーションまたはビジネス サービスでのみ使用できるようにすることができます。
Cisco UCS Central は、名前解決ポリシーを使用してプールから MAC アドレスを割り当てます。
サーバに MAC アドレスを割り当てるには、vNIC ポリシーに MAC プールをインクルードする必
要があります。 次に、vNIC ポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービス プロファイル内
に取り込まれます。
独自の MAC アドレスを指定することもできますし、シスコにより提供された MAC アドレスのグ
ループを使用することもできます。
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MAC プールの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Network] をクリックします。

ステップ 2

[Network] タブで、[Network] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[MAC Pools] を右クリックし、[Create MAC Pool] を選択します。

ステップ 4

[Create MAC Pool] ダイアログボックスの [General] タブで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

MAC アドレス プールの名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできませ
ん。

[Description] フィールド

プールのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引用符）以
外のすべての文字またはスペースを使用できます。

ステップ 5

[Create MAC Pool] ダイアログボックスの [MAC Blocks] タブで、[Create a Block of MAC Addresses]
をクリックします。

ステップ 6

[Create a Block of MAC Addresses] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[From] フィールド

ブロック内の最初の MAC アドレス。

[Size] フィールド

ブロック内の MAC アドレス数。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
（注）
別のプールを作成する場合は、5 秒以上待ちま
す。
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次の作業
MAC プールは、vNIC テンプレートにインクルードします。

MAC プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Network] をクリックします。

ステップ 2

[Network] タブで、[Network] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[MAC Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。
（注）
別のプールを削除する場合は、5 秒以上待ちま
す。

ステップ 5

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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WWN プールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• WWN プール, 133 ページ
• WWN プールの作成, 134 ページ
• WWN プールの削除, 136 ページ

WWN プール
WWN プールは、Cisco UCS ドメイン内のファイバ チャネル vHBA で使用される WWN の集合で
す。 Cisco UCS Central で作成された WWN プールは、Cisco UCS ドメイン間で共有できます。 次
の独立したプールを作成します。
• サーバに割り当てられる WW ノード名
• vHBA に割り当てられる WW ポート名
• WW ノード名と WW ポート名の両方

重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリックで
Cisco UCS WWNN と WWPN を確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX の WWN プレフィックスを使用することをお勧めします。
サービス プロファイルで WWN プールを使用する場合は、サービス プロファイルに関連付けられ
たサーバで使用される WWN を手動で設定する必要はありません。 複数のテナントを実装するシ
ステムでは、WWN プールを使用して、各組織で使用される WWN を制御できます。
WWN をブロック単位でプールに割り当てます。
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WWNN プール
WWNN プールは、WW ノード名だけを含む WWN プールです。 サービス プロファイルに WWNN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールから WWNN が割り当てられま
す。
WWPN プール
WWPN プールは、WW ポート名だけを含む WWN プールです。 サービス プロファイルに WWPN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバの各vHBA上のポートには、そのプールからWWPN
が割り当てられます。
WWxN プール
WWxN プールは、WW ノード名および WW ポート名の両方を含む WWN プールです。 ノードご
とに WWxN プールで作成されるポート数を指定できます。 WWxN プールのプール サイズは、
ノードごとのポートに 1 を加えた数の倍数である必要があります。 たとえば、ノードごとに 7 個
のポートがある場合、プール サイズは 8 の倍数である必要があります。 ノードごとに 63 個のポー
トがある場合、プール サイズは、64 の倍数である必要があります。

WWN プールの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Storage] をクリックします。

ステップ 2

[Storage] タブで、[Storage] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWN Pools] を右クリックし、[Create WWN Pool] を選択します。

ステップ 4

[Create WWN Pool] ダイアログボックスの [General] タブで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

WWN プールの名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできませ
ん。
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名前

説明

[Description] フィールド

プールのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引用符）以
外のすべての文字またはスペースを使用できます。

[Purpose] ドロップダウン リス
ト

次のいずれかになります。
• [Node and Port Wwn Assignment]：プールは World Wide Node
Names（WWNNs）と World Wide Port Names（WWPNs）の
両方に使用されます。
• [Node Wwn Assignment]：プールは WWNNs に使用されま
す。
• [Port Wwn Assignment]：プールは WWPNs に使用されます。
プールを保存した後に、このオプションを変更することはでき
ません。

[Max Ports per Node] フィールド このプール内の各ノード名に割り当てることができるポートの
最大数。
このフィールドは、[Purpose] が [Node and Port Wwn
Assignment] に設定されている場合にのみ使用できま
す。
プールを保存した後に、このオプションを変更することはでき
ません。
（注）

ステップ 5

[Create WWN Pool] ダイアログボックスの [WWN Initiator Blocks] タブで、[Create Block] をクリッ
クします。

ステップ 6

[Create Block] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[From] フィールド

ブロック内の最初の WWN。

[Size] フィールド

ブロック内の WWN 数。
WWxN プールの場合、プール サイズは ports-per-node + 1 の倍
数である必要があります。 たとえば、ノードごとに 7 個のポー
トがある場合、プール サイズは 8 の倍数である必要がありま
す。 ノードごとに 63 個のポートがある場合、プール サイズは、
64 の倍数である必要があります。
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ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
（注）
別のプールを作成する場合は、5 秒以上待ちま
す。

次の作業
• WWPN プールは、vHBA テンプレートにインクルードします。
• WWNN プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。
• WWxN プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。

WWN プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Storage] をクリックします。

ステップ 2

[Storage] タブで、[Storage] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。
（注）
別のプールを削除する場合は、5 秒以上待ちま
す。

ステップ 5

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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サーバの設定
• サーバ関連プールの設定, 139 ページ
• Cisco UCS 内の電源管理, 149 ページ
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章

サーバ関連プールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• IP プールの設定, 139 ページ
• IQN プールの設定, 142 ページ
• UUID 接尾辞プールの設定, 145 ページ

IP プールの設定
IP プール
IP プールは、IP アドレスの集合です。 次のいずれかの方法で、Cisco UCS Central で IP プールを
使用できます。
• Cisco UCS Manager サーバの外部管理。
• iSCSI ブート イニシエータ。
• Cisco UCS Manager の外部管理および iSCSI ブート イニシエータの両方。

（注）

IP プールには、サーバまたはサービス プロファイルの静的 IP アドレスとして割り当てられて
いるどの IP アドレスも含まれていてはなりません。
同じ IP アドレスが 2 つの異なる Cisco UCS ドメインに割り当てられた場合は、障害が発生しま
す。 同じ IP アドレスを使用する場合は、[scope] プロパティを使用して、ブロック内の IP アドレ
スがパブリックとプライベートのどちらであるかを指定できます。
• [public]：ブロック内の IP アドレスを 1 つの登録済み Cisco UCS ドメインのみに割り当てる
ことができます。
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• [private]：ブロック内の IP アドレスを複数の Cisco UCS ドメインに割り当てることができま
す。
Cisco UCS Central は、デフォルトでパブリック IP プールを作成します。
グローバル IP プールは、同様の地理的な場所で使用する必要があります。 IP アドレッシング ス
キームが異なる場合は、これらのサイトに同じ IP プールを使用できません。

IP プールの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Network] をクリックします。

ステップ 2

[Network] タブで、[Network] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[IP Pools] を右クリックし、[Create IP Pool] を選択します。

ステップ 4

[Create IP Pool] ダイアログボックスの [General] タブで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

IP プールの名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできませ
ん。

[Description] フィールド

プールのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引用符）以
外のすべての文字またはスペースを使用できます。

ステップ 5

[Create IP Pool] ダイアログボックスの [IP Blocks] タブで、[Create a Block of IP Addresses] をクリッ
クします。

ステップ 6

[Create a Block of IP] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[From] フィールド

ブロック内の最初の IP アドレス。

[Size] フィールド

ブロック内の IP アドレス数。
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名前

説明

[Subnet] フィールド

ブロック内の IP アドレスと関連付けられたサブネット マスク。

[Default Gateway] フィールド

ブロック内の IP アドレスと関連付けられたデフォルト ゲート
ウェイ。

[Primary DNS] フィールド

IP アドレスのこのブロックがアクセスする必要のあるプライマ
リ DNS サーバ。

[Secondary DNS] フィールド

IP アドレスのこのブロックがアクセスする必要のあるセカンダ
リ DNS サーバ。

[Scope] ドロップダウン リスト ブロック内の IP アドレスを、Cisco UCS Central に登録された 1
つ以上の Cisco UCS ドメインに割り当てることができるかどう
か。 次のいずれかになります。
• [public]：ブロック内の IP アドレスを 1 つの登録済み Cisco
UCS ドメインのみに割り当てることができます。
• [private]：ブロック内の IP アドレスを複数の登録済み Cisco
UCS ドメインに割り当てることができます。
（注）

ブロック内のいずれかの IP アドレスが 1 つ以上の既
存の IP プールにすでに定義されている場合、Cisco
UCS Central はこのフィールドの値を無視し、ブロッ
ク内のすべてのアドレスのスコープを、既存の IP ア
ドレスに元から割り当てられていたスコープに設定し
ます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
（注）
別のプールを作成する場合は、5 秒以上待ちま
す。

次の作業
IP プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルードしま
す。

IP プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
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で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Network] をクリックします。

ステップ 2

[Network] タブで、[Network] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[IP Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。
（注）
別のプールを削除する場合は、5 秒以上待ちま
す。

ステップ 5

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

IQN プールの設定
IQN プール
IQN プールは、Cisco UCS ドメイン内の iSCSI vNIC によって発信側 ID として使用される iSCSI 修
飾名（IQN）の集合です。 Cisco UCS Central で作成された IQN プールは、Cisco UCS ドメイン間
で共有できます。
IQN プール メンバーの形式は、prefix:suffix:numberであり、接頭辞、接尾辞、および番号のブロッ
ク（範囲）を指定できます。
IQN プールは、番号の範囲と接尾辞は異なるものの、同じ接頭辞を共有する複数の IQN ブロック
を含むことができます。
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IQN プールの作成
（注）

大部分の場合、IQN の最大サイズ（プレフィックス + サフィックス + 追加文字）は 223 文字で
す。 Cisco UCS NIC M51KR-B アダプタを使用する場合、IQN のサイズを 128 文字に制限する
必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Storage] をクリックします。

ステップ 2

[Storage] タブで、[Storage] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[IQN Pools] を右クリックし、[Create IQN Pool] を選択します。

ステップ 4

[Create IQN Pool] ダイアログボックスの [General] タブで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

iSCSI Qualified Name（IQN）プールの名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできませ
ん。

[Description] フィールド

プールのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引用符）以
外のすべての文字またはスペースを使用できます。

[Prefix] フィールド

このプール用に作成された IQN ブロックのプレフィックス。
アダプタ カードによって制限されない限り、プレフィックスに
は 1～150 文字を使用できます。 文字または数字のほかに、.（ピ
リオド）、:（コロン）、および -（ハイフン）の特殊文字を使
用できます。 たとえば、iqn1.alpha.com を使用できます。

ステップ 5

[Create IQN Pool] ダイアログボックスの [IQN Blocks] タブで、[Create a Block of IQN Suffixes] をク
リックします。

ステップ 6

[Create a Block of IQN] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
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名前

説明

[From] フィールド

ブロック内の最初の iSCSI Qualified Name（IQN）サフィック
ス。

[Size] フィールド

ブロック内のサフィックス数。

[Suffix] フィールド

IQN のこのブロックのサフィックス。
1～64 文字を入力します。 文字または数字のほかに、.（ピリオ
ド）、:（コロン）、および -（ハイフン）の特殊文字を使用で
きます。 たとえば、alphadc-1 を使用できます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
（注）
別のプールを作成する場合は、5 秒以上待ちま
す。

次の作業
IQN 接尾辞プールをサービス プロファイルまたはテンプレートのいずれか一方、または両方に含
めます。

IQN プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Storage] をクリックします。

ステップ 2

[Storage] タブで、[Storage] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。
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ステップ 3

[IQN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。
（注）
別のプールを削除する場合は、5 秒以上待ちま
す。

ステップ 5

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

UUID 接尾辞プールの設定
UUID 接尾辞プール
UUID 接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOS UUID の集まりです。 UUID
の接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。 残りの桁で構成される UUID 接尾辞は変数で
す。 UUID 接尾辞プールは、競合を避けるため、その特定のプールを使用するサービス プロファ
イルに関連付けられたサーバごとに、これらの変数値が固有であることを保証します。
サービス プロファイルで UUID 接尾辞プールを使用する場合、サービス プロファイルに関連付け
られたサーバの UUID を手動で設定する必要はありません。 Cisco UCS Central からのグローバル
UUID 接尾辞プールを Cisco UCS Central または Cisco UCS Manager 内のサービス プロファイルに
割り当てることにより、それらを Cisco UCS ドメイン間で共有できます。

UUID 接尾辞プールの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[UUID Suffix Pools] を右クリックし、[Create UUID Suffix Pool] を選択します。

ステップ 4

[Create UUID Suffix Pool] ダイアログボックスの [General] タブで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

UUID プールの名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできませ
ん。
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名前

説明

[Description] フィールド

プールのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引用符）以
外のすべての文字またはスペースを使用できます。

[Prefix] フィールド

次のいずれかになります。
• [Derived]：Cisco UCS Central がサフィックスを作成します。
• [other]：ユーザがサフィックスを指定します。 このオプ
ションを選択すると、Cisco UCS Central GUI には
XXXXXXXX-XXXX-XXXX の形式で UUID サフィックス
を入力できるテキスト フィールドが表示されます。

ステップ 5

[Create UUID Suffix Pool] ダイアログボックスの [UUID Blocks] タブで、[Create a Block of UUID
Suffixes] をクリックします。

ステップ 6

[Create a Block of UUID] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[From] フィールド

ブロック内の最初の UUID サフィックス。

[Size] フィールド

ブロック内の UUID サフィックス数。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
（注）
別のプールを作成する場合は、5 秒以上待ちま
す。

次の作業
UUID 接尾辞プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。

UUID 接尾辞プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
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で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Pools] > [Root] を展開します。
サブ組織のプールを作成したり、それにアクセスしたりするには、[Sub-Organizations] >
[Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[UUID Suffix Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。
（注）
別のプールを削除する場合は、5 秒以上待ちま
す。

ステップ 5

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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Cisco UCS 内の電源管理
この章の内容は、次のとおりです。
• 電力ポリシー, 149 ページ
• グローバルな電力割り当て装置ポリシーの設定, 149 ページ
• 電源装置ポリシーの設定, 152 ページ

電力ポリシー
Cisco UCS Central は、グローバルな電力割り当てポリシー（ポリシー ドリブン シャーシ グループ
キャップ方式または手動のブレードレベルキャップ方式に基づく）、電力ポリシー（グリッド、
n+1、または非冗長方式に基づく）を定義するグローバルな装置ポリシーをサポートしています。
登録済み Cisco UCS ドメインでは、そのクライアントのポリシー解決コントロール内で電源管理
と電源装置ユニットをグローバルに定義するようにしている場合、電源管理と電源装置ユニット
について Cisco UCS Central への登録に従うことになります。

グローバルな電力割り当て装置ポリシーの設定
グローバルな電力割り当て装置ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下でグローバルな電力割り当て装置ポリシーを設定する前に、最初にこのポリ
シーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによっ
てすでに作成されており、設定できる状態です。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [Global Power Allocation Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。
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名前

説明

[Allocation Method] フィールド Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインで使用される電力割り当て管理モード。 次のいずれか
になります。
• [Policy Driven Chassis Group Cap]：電力割り当ては、関連付
けられたサービス プロファイルに含まれている電力制御ポ
リシーを使用して、シャーシ レベルで設定されます。 こ
のオプションを選択すると、Cisco UCS ドメインに 1 つ以
上のシャーシを含む電力グループも作成できます。
• [Manual Blade Level Cap]：電力割り当てはすべてのシャー
シの個々のブレード サーバに設定されます。 このオプショ
ンを選択すると、電源のグループを作成することはできま
せん。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

グローバルな電力割り当て装置ポリシーの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [Global Power Allocation Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

[Save] をクリックします。
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電源装置ポリシーの設定
電力装置ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で電力装置ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作成する必要が
あります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってすでに作成されて
おり、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Power Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。
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名前

説明

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Redundancy] フィールド

次のいずれかになります。
• [Non Redundant]：すべての取り付け済み電源装置がオンに
なり、負荷が均等に分散されます。 小規模の構成（必要な
電力が 2500 W 未満）に限り、1 つの電源装置でも電力を
供給できます。
• [n+1]：非冗長性を満たす電源装置の合計数に、冗長性を与
える追加の電源装置を 1 つ加えたものです。これらすべて
の電源装置がオンになり、シャーシの電力負荷が均等に分
担されます。 電源装置がこれ以上取り付けられても、Cisco
UCS Manager によってそれらは「オフ」状態に設定されま
す。
• [Grid]：2 つの電源がオンにされます。そうでなければ、
シャーシに N+1 よりも高い冗長性が要求されます。 電源
の 1 つに障害が発生しても（それにより、1 つまたは 2 つ
の電源装置への電力供給が失われる）、別の電力回路に接
続されている残りの電源装置により、シャーシへの電力供
給は継続されます。

ステップ 8

[Save] をクリックします。
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電力装置ポリシーの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Power Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

[Save] をクリックします。
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• タイム ゾーンの管理, 157 ページ
• KVM コンソールの起動, 163 ページ
• 設定のバックアップと復元, 167 ページ

第

12

章

タイム ゾーンの管理
この章の内容は、次のとおりです。
• 日付と時刻ポリシー, 157 ページ
• 日付と時刻ポリシーの設定, 157 ページ
• 日付と時刻ポリシーの削除, 159 ページ
• 日付と時刻ポリシーの NTP サーバの設定, 159 ページ
• NTP サーバのプロパティの設定, 160 ページ
• 日付と時刻ポリシーの NTP サーバの削除, 161 ページ

日付と時刻ポリシー
Cisco UCS Central は、国際的なタイム ゾーンと定義された NTP サーバに基づいて、グローバルな
日付と時刻ポリシーをサポートしています。 登録済み Cisco UCS Manager クライアントでは、そ
のクライアントのポリシー解決コントロール内で日付と時刻をグローバルに定義するようにして
いる場合、日付と時刻の設定について Cisco UCS Central への登録に従うことになります。

日付と時刻ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で日付と時刻ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作成する必要
があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってすでに作成され
ており、設定できる状態です。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[DateTime] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Time Zone] ドロップダウン リ リストから該当するタイム ゾーンを選択します。
スト
[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Add NTP Server] ボタン

選択したドメイン グループに NTP サーバを追加できます。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表示
します。
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ステップ 7

名前

説明

[Delete] ボタン

テーブルで選択したオブジェクトを削除します。

[Name] カラム

NTP サーバのホスト名または IP アドレス。

[Save] をクリックします。

日付と時刻ポリシーの削除
日付と時刻ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削除されます。
ドメイン グループ ルート下の日付と時刻ポリシーは、削除できません。
日付と時刻ポリシーを削除すると、そのポリシー内のすべての NTP サーバ設定が削除されます。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[DateTime] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 7

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

日付と時刻ポリシーの NTP サーバの設定
はじめる前に
ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループの NTP サーバを設定するには、最初に日付
と時刻ポリシーを作成しておく必要があります。
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NTP サーバのプロパティの設定

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[DateTime] をクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Add NTP Server] をクリックし、すべてのフィールドに入力します。
a) [Add NTP Server] ダイアログボックスで、すべてのフィールドに値を入力します。
名前

説明

[NTP Server] フィールド

使用する NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 6

[Save] をクリックします。

NTP サーバのプロパティの設定
既存の NTP サーバのプロパティは、NTP サーバ インスタンスを保存する前に更新される場合が
あります。 保存された NTP サーバの名前を変更するには、削除して再作成する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
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• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[DateTime] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、設定する NTP サーバを選択して [Properties] をクリックし、すべてのフィールド
に入力します。
また、NTP サーバを右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。 NTP サー
バが保存されている場合は、[Actions] 領域の [Properties] をクリックしてアクセスできる [Properties
(NTP Provider)] ダイアログを編集できません。 保存されている NTP サーバのサーバ名を変更する
には、NTP サーバを削除して再作成します。
a) [Properties (NTP Provider)] ダイアログボックスで、すべてのフィールドに値を入力します。
名前

説明

[NTP Server] フィールド

使用する NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

日付と時刻ポリシーの NTP サーバの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、[DateTime] をクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、削除する NTP サーバを選択し、[Delete] をクリックします。
また、NTP サーバを右クリックして、そのオプションにアクセスすることもできます。 削除され
る NTP サーバは、再設定されるまでドメイン グループの親からの設定を継承します。

ステップ 6

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

KVM コンソールの起動
この章の内容は、次のとおりです。
• KVM コンソール, 163 ページ
• KVM Launch Manager からの KVM コンソールの起動, 164 ページ
• サーバからの KVM コンソールの起動, 165 ページ
• サービス プロファイルからの KVM コンソールの起動, 166 ページ

KVM コンソール
Cisco UCS Central GUI を使用して、適切に登録および設定されている Cisco UCS ドメインの KVM
コンソールにアクセスできます。
KVM コンソールは、Cisco UCS Manager GUI または KVM の直接接続をエミュレートする KVM
Launch Manager からアクセスできるインターフェイスです。 サーバに物理的に接続する必要があ
る KVM ドングルとは異なり、KVM コンソールを使用すると、ネットワーク上のリモート ロケー
ションからサーバに接続できます。
KVM コンソールを使用してサーバにアクセスする場合は、サーバまたはサーバに関連付けられて
いるサービス プロファイルのいずれかが CIMC IP アドレスで設定されていることを確認する必要
があります。 KVM コンソールは、サーバまたはサービス プロファイルに割り当てられた CIMC
IP アドレスを使用して、Cisco UCSCisco UCS ドメイン内の正しいサーバを識別および接続しま
す。
CD、DVD、またはフロッピー ドライブを使用してサーバに直接接続する代わりに、KVM コン
ソールでは仮想メディアを使用します。仮想メディアは、仮想 CD、DVD、またはフロッピー ド
ライブにマップされた実際のディスク ドライブまたはディスク イメージ ファイルです。 次に示
す任意の仮想ドライブをマップできます。
• お使いのコンピュータ上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• コンピュータ上のディスク イメージ ファイル
• ネットワーク上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
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• ネットワーク上のディスク イメージ ファイル

KVM Launch Manager からの KVM コンソールの起動
KVM Launch Manager では、Cisco UCS Manager にログインせずに KVM コンソールを通してサー
バにアクセスできます。

はじめる前に
KVM Launch Manager を通してサーバの KVM コンソールにアクセスするには、次の情報が必要で
す。
• サーバが属する Cisco UCS ドメインの名前。
• Cisco UCS のユーザ名およびパスワード。
• アクセスする KVM のサーバに関連付けられたサーバ プロファイル名。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[UCS Domains] タブをクリックします。

ステップ 4

[UCS Name] カラムの下の Cisco UCS ドメイン名のリストから、Cisco UCS Manager を起動するド
メインを選択します。

ステップ 5

メニュー バーで、[Properties] をクリックします。

ステップ 6

[General] タブで、[Launch UCS Manager] をクリックします。

ステップ 7

[UCSM Certificate Error] ダイアログボックスが表示された場合は、テキストをクリックして Web
ブラウザを続行します。

ステップ 8

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、セキュリティ証明書を受け入れ、続行し
ます。

ステップ 9

Cisco UCS Manager の起動ページ の [Launch KVM Manager] をクリックします。

ステップ 10

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、[Yes] をクリックしてセキュリティ証明
書を受け入れ、続行します。

ステップ 11

[UCS - KVM Launch Manager Login] ページで、次の手順を実行します。
a) Cisco UCS のユーザ名およびパスワードを入力します。
b) （任意） Cisco UCS 実装に複数のドメインが含まれている場合は、[Domain] ドロップダウン
リストから適切なドメインを選択します。
c) [OK] をクリックします。

ステップ 12

KVM Launch Manager の [Service Profiles] テーブルで、次の手順を実行します。
a) サービス プロファイルと、KVM アクセスが必要な関連するサーバを含む行を探します。
b) そのサーバの [Launch KVM] 列の [Launch] をクリックします。
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KVM コンソールが別ウィンドウで開きます。

サーバからの KVM コンソールの起動
サーバに関連付けられているサービス プロファイルが存在する場合のみ、サーバから KVM コン
ソールを起動できます。

はじめる前に
Cisco UCS Central GUI のサービス プロファイルから KVM コンソールにアクセスするには、次の
情報が必要です。
• Cisco UCS のユーザ名およびパスワード。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Servers] タブをクリックします。

ステップ 4

KVM コンソールを起動する [Server] カラムのリストから、サーバを選択します。

ステップ 5

メニュー バーで、[Properties] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で [KVM Console] をクリックします。

ステップ 7

[Launch KVM for Server] ダイアログボックスで、サーバへの接続に使用する IP アドレスをクリッ
クします。
[KVM Console Pooled IP] アドレスは、[mgmt-ip] IP アドレス プールから Cisco UCS Manager によっ
てサーバに割り当てられた IP アドレスです。 [KVM Console Derived IP] アドレスは、関連付けら
れているサービス プロファイルを通してサーバに割り当てられた IP アドレスです。 サーバが
Cisco UCS ドメインでどのように設定されているかに応じて、これらの 1 つまたは両方の IP アド
レスを使用できる可能性があります。

ステップ 8

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、セキュリティ証明書を受け入れ、続行し
ます。

ステップ 9

[KVM Login] ダイアログボックスが表示されたら、Cisco UCS Manager のユーザ名とパスワードを
入力します。
[KVM Console]KVM コンソールが別ウィンドウで開きます。
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サービス プロファイルからの KVM コンソールの起動
サーバに関連付けられているサービスプロファイルが存在する場合のみ、サービスプロファイル
から KVM コンソールを起動できます。

はじめる前に
Cisco UCS Central GUI のサービス プロファイルから KVM コンソールにアクセスするには、次の
情報が必要です。
• アクセスする KVM のサーバに関連付けられたサーバ プロファイル名。
• Cisco UCS のユーザ名およびパスワード。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Service Profiles] > [Root] を展開します。
サブ組織のサービス プロファイルにアクセスするには、[Sub-Organizations] > [Organization_Name]
を展開します。

ステップ 3

関連付けられているサーバに KVM がアクセスするのに必要なサービス プロファイルを展開しま
す。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、適切なサービス プロファイル インスタンスを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で [KVM Console] をクリックします。

ステップ 7

[Launch KVM for Server] ダイアログボックスで、サーバへの接続に使用する IP アドレスをクリッ
クします。
[KVM Console Pooled IP] アドレスは、[mgmt-ip] IP アドレス プールから Cisco UCS Manager によっ
てサーバに割り当てられた IP アドレスです。 [KVM Console Derived IP] アドレスは、関連付けら
れているサービス プロファイルを通してサーバに割り当てられた IP アドレスです。 サーバが
Cisco UCS ドメインでどのように設定されているかに応じて、これらの 1 つまたは両方の IP アド
レスを使用できる可能性があります。

ステップ 8

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、セキュリティ証明書を受け入れ、続行し
ます。

ステップ 9

[KVM Login] ダイアログボックスが表示されたら、Cisco UCS Manager のユーザ名とパスワードを
入力します。
KVM コンソールが別ウィンドウで開きます。
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章

設定のバックアップと復元
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS Central のバックアップと復元, 167 ページ
• バックアップ タイプ, 168 ページ
• バックアップ操作の考慮事項と推奨事項, 169 ページ
• インポートの設定, 170 ページ
• インポート方法, 171 ページ
• システムの復元, 171 ページ
• バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザ ロール, 171 ページ
• バックアップ操作, 171 ページ
• インポート操作, 178 ページ

Cisco UCS Central のバックアップと復元
Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS Manager ドメインでバックアップおよび復元機能を管理
する基本的な手順は、ドメイン グループを作成することです。 ドメイン グループは、Cisco UCS
Central に追加されたドメインのユーザ定義のグループまたは分類です。 Cisco UCS Central GUI を
使用してドメインを既存のドメイン グループに手動で追加するか、またはルールを設定すること
によって自動的に追加できます。
Cisco UCS Central を使用してバックアップを実行する場合は、Cisco UCS Central 自体をバックアッ
プおよび復元するか、または Cisco UCS Manager をバックアップおよび復元できます。 また、ネッ
トワーク上の場所にファイルをエクスポートできます。データベースバックアップおよび完全設
定のエクスポート ポリシーは、他のポリシーと同様にドメイン グループ下に作成できます。ま
た、Cisco UCS Manager の観点から、バックアップ制御設定に基づいてローカルまたはリモートで
設定できます。 グローバル バックアップ ポリシーの場合、ドメイン グループの一部である Cisco
UCS Manager ドメインは、ポリシーの作成、更新、および削除のイベントを継承します。 これら
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はグローバル ポリシーであり、完全には削除できないため、これらのポリシーをリモートから削
除すると管理状態がリセットされ、Cisco UCS Manager でディセーブルになります。 バックアッ
プおよび復元処理をスケジュールするか、またはただちに実行できます。
リモートで設定されたポリシーは、バックアップに関して、Cisco UCS Manager によって内部的に
マウントされた Cisco UCS Central リポジトリを使用するように制限されます。 ローカル設定で
は、外部の任意のバックアップ サーバを指定できます。 SCP、SFTP、FTP、および TFTP プロト
コルを使用できます。
保存された設定を使用して、任意の管理対象 Cisco UCS ドメインを復元および設定できます。 リ
カバリ状況では、完全な状態のバックアップを使用できます。 TFTP を使用してバックアップ設
定にアクセスできます。また、Cisco UCS Central GUI または CLI を使用してバック アップ ファイ
ルの URL をコピーし、新しいドメインの設定に使用できます。
バックアップは、ドメインが起動されて動作している間に実行できます。 バックアップ操作で
は、管理プレーンからの情報が保存されます。バックアップは、サーバまたはネットワークトラ
フィックには影響しません。
バックアップアーカイブを管理するために、保存されているバックアップバージョンの最大数を
指定できます。 ポリシー仕様を使用して、各 Cisco UCS Manager ドメインで維持するバックアッ
プの数を示すことができます。 また、Cisco UCS Central GUI から各 Cisco UCS Manager ドメイン
のバックアップのリストを表示して、保存済みまたは未使用のバックアップ ディレクトリおよび
設定を削除できます。

（注）

バックアップは、Cisco UCS Manager ドメイン（バックアップが行われた）が登録解除された
後にのみ削除できます。

バックアップ タイプ
Cisco UCS から次のタイプのバックアップを 1 つ以上実行できます。
• [Full state]：システム全体のスナップショットが含まれるバイナリ ファイル。 このバックアッ
プにより生成されたファイルを使用して、ディザスタ リカバリ時にシステムを復元できま
す。 このファイルにより、元のファブリック インターコネクト上で設定を復元または再構
築できます。また、別のファブリック インターコネクト上で設定を再現することもできま
す。 このファイルは、インポートには使用できません。
• [All configuration]：すべてのシステム設定と論理設定が含まれる XML ファイル。 このバッ
クアップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を元のファブリック インター
コネクトまたは別のファブリック インターコネクトにインポートできます。 このファイル
は、システムの復元には使用できません。 このファイルには、ローカル認証されたユーザの
パスワードは含まれません。
• [System configuration]：ユーザ名、ロール、ロケールなどのすべてのシステム設定が含まれる
XML ファイル。 このバックアップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を
元のファブリック インターコネクトまたは別のファブリック インターコネクトにインポー
トできます。 このファイルは、システムの復元には使用できません。
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• [Logical configuration]：サービス プロファイル、VLAN、VSAN、プール、ポリシーなどのす
べての論理設定が含まれる XML ファイル。 このバックアップにより生成されたファイルを
使用して、これらの設定を元のファブリック インターコネクトまたは別のファブリック イ
ンターコネクトにインポートできます。 このファイルは、システムの復元には使用できませ
ん。

バックアップ操作の考慮事項と推奨事項
バックアップ操作を作成する前に、次のことを考慮してください。
バックアップの場所
バックアップ場所とは、Cisco UCS Central でバックアップ ファイルをエクスポートするネッ
トワーク上の宛先またはフォルダのことです。 バックアップ操作は、バックアップ ファイ
ルを保存する場所ごとに 1 つしか保持できません。
バックアップ ファイルを上書きする可能性
ファイル名を変更しないでバックアップ操作を再実行すると、サーバ上にすでに存在する
ファイルが Cisco UCS Central によって上書きされます。 既存のバックアップ ファイルが上
書きされるのを回避するには、バックアップ操作内のファイル名を変更するか、既存のファ
イルを別の場所にコピーします。
複数種類のバックアップ
同じ場所に対して複数種類のバックアップを実行し、エクスポートできます。 バックアッ
プ操作を再実行する前に、バックアップ タイプを変更する必要があります。 バックアップ
タイプの識別を容易にし、また既存のバックアップ ファイルが上書きされるのを回避する
ために、ファイル名を変更することを推奨します。
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スケジューリング バックアップ
バックアップ操作を前もって作成し、そのバックアップの実行準備が整うまで管理状態を
ディセーブルのままにしておくことはできます。 Cisco UCS Central は、バックアップ操作
の管理状態がイネーブルに設定されるまで、バックアップ操作を実行したり、コンフィギュ
レーション ファイルを保存したり、エクスポートしたりしません。
Cisco UCS Central を使用して、Cisco UCS Central 自体または Cisco UCS Manager をバックアッ
プおよび復元できます。 バックアップと復元のポリシーをスケジュールするか、またはバッ
クアップ操作をただちに実行できます。 スケジュールされたバックアップ操作または即時
バックアップ操作には、次の 2 種類があります。
• Cisco UCS Central のバックアップと復元機能ポリシー（スケジュールされた）および
即時操作。
• ポリシーが Cisco UCS Central から解決された場合の、Cisco UCS Manager のバックアッ
プと復元機能ポリシー（スケジュールされた）および即時操作。
ポリシーには、スケジュールされた all-config バックアップ ポリシーおよびスケジュールさ
れた db バックアップ ポリシーの 2 種類があります。 これらのポリシーは、ローカルまたは
Cisco UCS Central のいずれかで定義できます。
差分バックアップ
Cisco UCS の差分バックアップは実行できません。
完全な状態のバックアップの暗号化
パスワードなどの機密情報がクリア テキストでエクスポートされることがないように、完
全な状態のバックアップは暗号化されます。

インポートの設定
Cisco UCS からエクスポートされたコンフィギュレーション ファイルをインポートできます。
ファイルは、同じ Cisco UCS からエクスポートされたものである必要はありません。
インポート機能は、すべてのコンフィギュレーションファイル、システムコンフィギュレーショ
ン ファイル、および論理コンフィギュレーション ファイルで使用できます。 インポートは、シ
ステムがアップ状態で、稼働中に実行できます。 インポート操作によって情報が変更されるの
は、管理プレーンだけです。 インポート操作によって行われる一部の変更（サーバに割り当てら
れた Virtual Network Interface Card [vNIC; 仮想ネットワーク インターフェイス カード] に対する変
更など）により、サーバのリブートまたはトラフィックを中断する他の動作が行われることがあ
ります。
インポート操作はスケジュールできません。 ただし、インポート操作を前もって作成し、そのイ
ンポートの実行準備が整うまで管理状態をディセーブルのままにしておくことはできます。Cisco
UCS では、管理状態がイネーブルに設定されるまで、コンフィギュレーション ファイルでイン
ポート操作が実行されません。
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インポート操作は、コンフィギュレーション バックアップ ファイルを保存する場所ごとに 1 つし
か保持できません。

インポート方法
次のいずれかの方法を使用して、Cisco UCS によるシステム設定のインポートおよびアップデー
トを実行できます。
• [Merge]：インポートされたコンフィギュレーション ファイルの情報は、既存の設定情報と
比較されます。 矛盾が存在する場合、インポートされたコンフィギュレーション ファイル
の情報で Cisco UCS ドメインの情報が上書きされます。
• [Replace]：現在の設定情報が、インポートされたコンフィギュレーション ファイルの情報で
一度に 1 つのオブジェクトについて置き換えられます。

システムの復元
この復元機能は、ディザスタ リカバリに使用できます。
Cisco UCS からエクスポートされた任意の完全な状態のバックアップ ファイルからシステム設定
を復元できます。 このファイルは、復元するシステム上の Cisco UCS からエクスポートされたも
のでなくてもかまいません。別のシステムからエクスポートされたバックアップファイルを使用
して復元する場合、ファブリック インターコネクト、サーバ、アダプタ、および I/O モジュール
または FEX 接続を含めて、同じまたは同様のシステム設定およびハードウェアを持つシステムを
使用することを強く推奨します。 ハードウェアまたはシステム設定が一致しない場合、復元され
たシステムが完全には機能しないことがあります。 2 つのシステムの I/O モジュール リンク間ま
たはサーバ間に不一致がある場合、復元操作後にシャーシまたはサーバまたはその両方を承認し
ます。
この復元機能は、完全な状態のバックアップファイルにだけ使用できます。完全な状態のバック
アップ ファイルはインポートできません。 復元は、初期システム セットアップで実行します。

バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザ ロール
バックアップ操作とインポート操作を作成し、実行するには、管理ロールを持つユーザ アカウン
トが必要です。

バックアップ操作
Cisco UCS Central のバックアップの作成
このタスクは、Cisco UCS Central 自体の即時バックアップ操作を実行する場合に使用します。
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はじめる前に
バックアップ サーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャルを取得します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Backup and Import] を展開します。

ステップ 3

[UCS Central System] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Create System Backup] をクリックします。

ステップ 5

[Create System Backup] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Backup State] フィールド

次のいずれかになります。
• [enabled]：必要に応じて変更できるように、Cisco UCS
Central GUI によって、選択したバックアップ操作のプロパ
ティ フィールドがロック解除されます。 [OK] をクリック
すると、Cisco UCS Centralがバックアップ操作を再実行し
ます。
• [disabled]：Cisco UCS Central GUI によってバックアップ操
作のプロパティが表示されますが、変更はできません。
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名前

説明

[Type] フィールド

バックアップ コンフィギュレーション ファイルに保存された情
報。 次のいずれかになります。
• [full-state]：システム全体のスナップショットが含まれるバ
イナリ ファイル。 このバックアップにより生成されたファ
イルを使用して、ディザスタ リカバリ時にシステムを復元
できます。 このファイルは、インポートには使用できませ
ん。
• [config-all]：すべてのシステム設定と論理設定が含まれる
XML ファイル。 このファイルは、システムの復元には使
用できません。 このファイルには、ローカル認証された
ユーザのパスワードは含まれません。
• [config-logical]：サービス プロファイル、VLAN、VSAN、
プール、およびポリシーなど、すべての論理設定が含まれ
ている XML ファイル。 このバックアップにより生成され
たファイルを使用して、これらの設定を元のファブリック
インターコネクトまたは別のファブリック インターコネク
トにインポートできます。 このファイルは、システムの復
元には使用できません。
• [config-system]：ユーザ名、ロール、およびロケールなど、
すべてのシステム設定が含まれている XML ファイル。 こ
のバックアップにより生成されたファイルを使用して、こ
れらの設定を元のファブリック インターコネクトまたは別
のファブリック インターコネクトにインポートできます。
このファイルは、システムの復元には使用できません。

[Location of the Image File]
フィールド

インポートするバックアップ ファイルが置かれている場所。 次
のいずれかになります。
• [Local File System]：バックアップ XML ファイルはローカ
ルに保存されます。 バックアップ作業が完了したらファイ
ルをダウンロードできます。
• [Remote File System]：バックアップ XML ファイルはリモー
ト サーバに保存されます。 Cisco UCS Central GUI によっ
て次に示すフィールドが表示され、リモート システムのプ
ロトコル、ホスト、ファイル名、ユーザ名、パスワードを
指定できます。
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名前

説明

[Protocol] フィールド

リモート サーバの通信プロトコル。 次のいずれかになります。
• FTP
• TFTP
• SCP
• SFTP

[Hostname] フィールド

リモート サーバのホスト名または IP アドレス。 これは、サー
バ、ストレージ アレイ、ローカル ドライブ、または Cisco UCS
Central がネットワーク経由でアクセス可能な読み取り/書き込み
メディアなどにすることができます。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されていないか、DNS
管理が [local] に設定されている場合、DNS サーバを
Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されており、DNS 管理
が [global] に設定されている場合、DNS サーバを Cisco
UCS Central に設定します。

[User] フィールド

Cisco UCS Central がリモート サーバへのログインに使用する必
要のあるユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィール
ドは適用されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。

[Absolute Path Remote File]
フィールド

パスとファイル拡張子を含む、リモート サーバ上のファイルの
完全修飾名。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

Cisco UCS Central に確認ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。
[Backup State] をイネーブルに設定すると、Cisco UCS Central によって、選択した設定タイプのス
ナップショットが取得され、ファイルがネットワークの場所にエクスポートされます。 [Backup
Configuration] ダイアログボックスの [Backup Operations] テーブルに、バックアップ操作が表示さ
れます。

ステップ 8

（任意） バックアップ操作または各モジュールのエクスポート操作の進捗を表示するには、[work]
ペインで [Properties] をクリックし、次に [Status] タブをクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックし、[Backup Configuration] ダイアログボックスを閉じます。
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バックアップ操作は完了するまで実行し続けます。 進捗を表示するには、[Backup Configuration]
ダイアログボックスを再度開きます。

Cisco UCS Central のバックアップ操作の実行
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Backup and Import] を展開します。

ステップ 3

[UCS Central System] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Backup] テーブルで、実行するバックアップ操作をクリックします。

ステップ 5

[Properties] をクリックします。
a) [General] タブをクリックし、[Enabled] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Central は、選択された設定タイプのスナップショットを作成し、ファイルをネットワー
クの場所にエクスポートします。 バックアップ操作の進捗を表示するには、[Properties] ダイアロ
グボックスの [Task] タブをクリックします。

Cisco UCS Central のバックアップ操作の削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Backup and Import] を展開します。

ステップ 3

[UCS Central System] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Backup] テーブルで、削除するバックアップ操作をクリックします。 操作の管理状態が [Enabled]
に設定されている場合、テーブルでバックアップ操作をクリックすることはできません。

ステップ 5

[Backup Configuration] ダイアログボックスの [Backup Operations] テーブルで、削除するバックアッ
プ操作をクリックします。
ヒント
操作の管理状態が [Enabled] に設定されている場合、テーブルでバックアップ操作をク
リックすることはできません。
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ステップ 6

[Backup Operations] テーブルのアイコン バーの [Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 7

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 8

[Backup Configuration] ダイアログボックスで [Yes] をクリックし、バックアップ操作を削除しま
す。

ドメイン グループの Full State バックアップ ポリシーの作成
Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれる Cisco UCS ドメインに関連付ける Full State バック
アップ ポリシーを指定できます。

（注）

ルート ドメイン グループ下で作成されたすべてのポリシーは、Cisco UCS Central 自体に適用
されます。 ルート グループCisco UCS Centralは、その内部のバックアップ リポジトリに対し
てもセルフ バックアップを実行します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Backup/Export Policy] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Full-State Backup Policy] をクリックします。

ステップ 5

[+Create] をクリックします。

ステップ 6

[Create] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Create] ボタン

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインに関連付ける、完全な状態のバックアップ ポリシーを
指定できます。
ここで定義されるバックアップ ポリシーは、継承されたポリ
シーがある場合、親グループから継承されたポリシーよりも優
先されます。
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名前

説明

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Backup State] フィールド

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインの完全な状態のバックアップを Cisco UCS が自動的に
作成するかどうか。 次のいずれかになります。
• [disable]：Cisco UCS は自動バックアップを作成しません。
• [enable]：Cisco UCS UCS は、指定されたスケジュールを使
用して完全な状態のバックアップを自動的に作成します。
完全な状態のバックアップはシステム全体のスナップショッ
トが含まれるバイナリ ファイル。 このバックアップによ
り生成されたファイルを使用して、ディザスタ リカバリ時
にシステムを復元できます。 このファイルは、インポート
には使用できません。

[Schedule] ドロップダウン リス 完全な状態のバックアップを作成する間に Cisco UCS が待機す
ト
る時間。
[Max Files] フィールド

Cisco UCS が保持するバックアップ ファイルの最大数。 この数
を超えると、Cisco UCS は最も古いバックアップ ファイルを上
書きします。

バックアップ ファイルは、Cisco UCS Central によって共有されているストレージ ロケーションに
保存されます。 Cisco UCS Central GUI を使用して表示可能なバックアップ ファイルのリストに、
使用されている名前が示されます。
ステップ 7

[Save] をクリックします。
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インポート操作
ドメイン グループ Config-All エクスポート ポリシーの作成
Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれる Cisco UCS ドメインに関連付けるコンフィギュレー
ション バックアップ ポリシーを指定できます。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Backup/Export Policy] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Config-All Export Policy] をクリックします。

ステップ 5

[+Create] をクリックします。

ステップ 6

[Create] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Create] ボタン

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインに関連付ける、コンフィギュレーション バックアップ
ポリシーを指定できます。
ここで定義されるコンフィギュレーション バックアップ ポリ
シーは、継承されたポリシーがある場合、親グループから継承
されたポリシーよりも優先されます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。
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名前

説明

[Export State] フィールド

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインの完全なコンフィギュレーション バックアップを Cisco
UCS が自動的に作成するかどうか。 次のいずれかになります。
• [disable]：Cisco UCS は自動コンフィギュレーション バッ
クアップを作成しません。
• [enable]：Cisco UCS UCS は、指定されたスケジュールを使
用して完全なコンフィギュレーション バックアップを自動
的に作成します。 完全なコンフィギュレーション バック
アップはすべてのシステム設定と論理設定が含まれるXML
ファイル。 このファイルは、システムの復元には使用でき
ません。 このファイルには、ローカル認証されたユーザの
パスワードは含まれません。

[Schedule] ドロップダウン リス 完全なコンフィギュレーション バックアップを作成する間に
ト
Cisco UCS が待機する時間。
[Max Files] フィールド

ステップ 7

Cisco UCS が保持するバックアップ ファイルの最大数。 この数
を超えると、Cisco UCS は最も古いバックアップ ファイルを上
書きします。

[Save] をクリックします。

Cisco UCS Central インポート操作の作成
Full State コンフィギュレーション ファイルはインポートできません。 次のコンフィギュレーショ
ン ファイルのいずれもインポートできます。
• すべてのコンフィギュレーション
• システム コンフィギュレーション
• 論理コンフィギュレーション

はじめる前に
コンフィギュレーション ファイルのインポートに必要な次の情報を収集します。
• バックアップ サーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャル
• バックアップ ファイルの完全修飾名
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Backup and Import] を展開します。

ステップ 3

[UCS Central System] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Import] タブをクリックします。

ステップ 5

[Create Import Operation] をクリックします。

ステップ 6

[Create Import Operation] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Configuration File] ドロップダ
ウン リスト

登録済みの Cisco UCS ドメインに適用するコンフィギュレーショ
ン ファイル。

[UCS Name] ドロップダウン リ インポートされた設定情報を適用する Cisco UCS ドメイン。
スト
（注）
インポート操作を保存した後に、ドメインを変更する
ことはできません。
[Import State] フィールド

次のいずれかになります。
• [enabled]：Cisco UCS は、ユーザが [OK] をクリックすると
すぐにインポート操作を実行します。
• [disabled]：Cisco UCS は、ユーザが [OK] をクリックしても
インポート操作を実行しません。 後日手動でインポートを
実行するには、[Import] タブでそれを選択し、[Properties]
をクリックします。

[Action] ドロップダウン リスト 次のいずれかになります。
• [merge]：Cisco UCS はインポート ファイルの設定情報と既
存の設定情報をマージします。 競合がある場合、Cisco UCS
は現在の設定をインポート設定ファイルの情報に置き換え
ます。
• [replace]：Cisco UCS はインポート設定ファイル内の各オブ
ジェクトを採用し、現在の設定内の対応するオブジェクト
を上書きします。
[Hostname] フィールド

コンフィギュレーション ファイルが保存されているサーバの IP
アドレス。
これは Cisco UCS Central の IP アドレスである必要があります。

[Remote File] フィールド

リモート サーバのコンフィギュレーション ファイルの完全修飾
名。
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名前

説明

[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。
このプロトコルは変更できません。

ステップ 7

（任意） [Local File System] を選択した場合は、タスクの終了後にファイルをダウンロードする必
要があります。 [Download into backup file library] をクリックします。

ステップ 8

（任意） [Choose file] をクリックし、バックアップ ファイルのライブラリでアップロードおよび
インポートするファイルを参照します。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

ステップ 10

確認ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
[Import State] をイネーブルに設定した場合、Cisco UCS Central は、ネットワークの場所から設定
をインポートします。 選択した処理に応じて、ファイル内の情報が既存の設定と結合されるか、
既存の設定と置き換えられます。 インポート操作は、[Import Configuration] ダイアログボックス
の [Import Operations] テーブルに表示されます。

ステップ 11

（任意） インポート操作の進捗および個々のモジュールのステータスを表示するには、次の手順
を実行します。
a) [Properties] 領域にインポート操作が自動的に表示されない場合は、[Import Operations] テーブル
でインポート操作をクリックします。
b) [Properties] 領域で、[FSM Details] バーの下矢印をクリックします。
[FSM Details] 領域が展開され、操作のステータスが表示されます。

ステップ 12

[OK] をクリックして、[Import Configuration] ダイアログボックスを閉じます。
インポート操作は、終了するまで実行されます。 進捗状況を表示するには、[Import Configuration]
を再度開きます。

Cisco UCS Manager インポート操作の作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Backup and Import] を展開します。

ステップ 3

[UCS System] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Import] タブをクリックします。

ステップ 5

[+Create Import Operation] をクリックします。

ステップ 6

[Create Import Operation] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[Configuration File] ドロップダ
ウン リスト

登録済みの Cisco UCS ドメインに適用するコンフィギュレーショ
ン ファイル。

[UCS Name] ドロップダウン リ インポートされた設定情報を適用する Cisco UCS ドメイン。
スト
（注）
インポート操作を保存した後に、ドメインを変更する
ことはできません。
[Import State] フィールド

次のいずれかになります。
• [enabled]：Cisco UCS は、ユーザが [OK] をクリックすると
すぐにインポート操作を実行します。
• [disabled]：Cisco UCS は、ユーザが [OK] をクリックしても
インポート操作を実行しません。 後日手動でインポートを
実行するには、[Import] タブでそれを選択し、[Properties]
をクリックします。

[Action] ドロップダウン リスト 次のいずれかになります。
• [merge]：Cisco UCS はインポート ファイルの設定情報と既
存の設定情報をマージします。 競合がある場合、Cisco UCS
は現在の設定をインポート設定ファイルの情報に置き換え
ます。
• [replace]：Cisco UCS はインポート設定ファイル内の各オブ
ジェクトを採用し、現在の設定内の対応するオブジェクト
を上書きします。
[Hostname] フィールド

コンフィギュレーション ファイルが保存されているサーバの IP
アドレス。
これは Cisco UCS Central の IP アドレスである必要があります。

[Remote File] フィールド

リモート サーバのコンフィギュレーション ファイルの完全修飾
名。

[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。
このプロトコルは変更できません。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
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インポート操作の実行
[UCS Central System] オプションを選択し、Cisco UCS Central のインポート操作を実行します。
[UCS Central] オプションを使用して、Cisco UCS Manager のインポート操作を実行します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Backup and Import] を展開します。

ステップ 3

[UCS Central System] ノードをクリックし、Cisco UCS Central のインポート操作を実行します。

ステップ 4

（任意） [UCS Central] ノードをクリックし、Cisco UCS Manager のインポート操作を実行します。

ステップ 5

[Import] テーブルで、インポートするホスト名およびリモート ファイル名をクリックします。

ステップ 6

[Properties] をクリックします。
a) [General] タブをクリックし、[Enabled] オプション ボタンをクリックします。
b) [merge] または [replace] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Central は、選択したバックアップ コンフィギュレーション ファイルをインポートしま
す。 バックアップ操作の進捗を表示するには、[Properties] ダイアログボックスの [Task] タブをク
リックします。

インポート操作の削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Backup and Import] を展開します。

ステップ 3

[UCS Central System] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Import] タブをクリックします。

ステップ 5

[Import] テーブルで、削除するインポート操作をクリックします。 操作の管理状態が [Enabled] に
設定されている場合、テーブルでバックアップ操作をクリックすることはできません。

ステップ 6

[Import] テーブルで、削除するインポート操作をクリックします。
ヒント
操作の管理状態が [Enabled] に設定されている場合、テーブルでインポート操作をクリッ
クすることはできません。

ステップ 7

[Import] テーブルのアイコン バーの [Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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部

システムのモニタ
• インベントリのモニタ, 187 ページ
• Call Home の設定, 197 ページ
• システム イベント ログの管理, 211 ページ
• 障害、イベント、およびログの設定, 217 ページ

第

15

章

インベントリのモニタ
この章の内容は、次のとおりです。
• インベントリ管理, 187 ページ
• インベントリ データ収集スケジュールの設定, 188 ページ
• インベントリ詳細の表示, 189 ページ
• 個々の Cisco UCS ドメインの詳細の表示, 191 ページ
• サービス プロファイルの表示, 194 ページ
• サービス プロファイルの詳細の表示, 194 ページ
• サービス プロファイル テンプレートの表示, 196 ページ

インベントリ管理
Cisco UCS Central は、すべての登録済み Cisco UCS ドメインからインベントリ詳細を収集します。
ドメイン管理パネルから、登録Cisco UCS ドメインのコンポーネントを表示およびモニタできま
す。
Cisco UCS ドメインが正常に登録されると、Cisco UCS Central は次の詳細の収集を開始します。
• 物理インベントリ
• サービス プロファイルとサービス プロファイル テンプレート
• 障害情報
デフォルトのデータ収集間隔は 10 分です。 要件に基づいて、間隔をカスタマイズできます。 Cisco
UCS ドメインと Cisco UCS Central 間の接続に失敗した場合、切断された Cisco UCS ドメインが再
度検出されるたびに、Cisco UCS Central は、現在のデータの収集を開始し、ドメイン管理パネル
に表示します。
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[Domain Management] パネルの [General] タブには、登録済み Cisco UCS ドメインのリストが表示
されます。タブをクリックすると、各コンポーネントの詳細を表示できます。また、このパネル
からサーバの個別の Cisco UCS Manager または KVM コンソールも起動できます。

物理インベントリ
Cisco UCS ドメインのコンポーネントの物理インベントリ詳細は、ドメイン下に編成されていま
す。 いずれのドメイン グループにも属していない Cisco UCS ドメインは、グループ化されていな
いドメイン下に配置されます。 ドメイン管理パネルに、詳細な装置のステータスおよびコンポー
ネントの次の物理的な詳細を表示できます。
• ファブリック インターコネクト：スイッチ カード モジュール
• サーバ：ブレード/ラック マウント サーバ
• シャーシ：IO モジュール
• ファブリック エクステンダ

サービス プロファイルとテンプレート
[Servers] タブから、登録済み Cisco UCS ドメインで使用可能なサービス プロファイルとサービス
プロファイル テンプレートの完全なリストを表示できます。 [Service Profile] パネルには、サービ
ス プロファイルの集約されたリストが表示されます。 同じ名前のサービス プロファイルは、割
り当てられている組織下でグループ化されます。サービスプロファイル名の横のインスタンス数
は、特定のサービス プロファイルが Cisco UCS ドメインで使用される回数を示します。
[Service Profile Template] パネルから、使用可能なサービス プロファイル テンプレート、組織、お
よび各サービス プロファイル テンプレートが Cisco UCS ドメインで使用される回数を表示できま
す。

インベントリ データ収集スケジュールの設定
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Management] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブで、[Summary] > [Polling Interval] を選択し、ドロップダウン オプ
ションをクリックします。
オプションから間隔を選択します。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
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インベントリ詳細の表示
[UCS Domains] ペインには、すべての登録済み Cisco UCS ドメインの完全なリストが表示されま
す。

ヒント

個々のドメインの詳細を表示するには、[UCS Name] カラムで、Cisco UCS ドメインの名前を
クリックして選択し、[Properties] をクリックします。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインに、次の情報が表示されます。
オプション

説明

全般

登録済み Cisco UCS ドメインのサーバの概要を示します。
• [Summary]：[In Use] のパーセンテージ レベルおよび登録済
み UCS ドメインの [Available] サーバを表示します。
• [Servers]：使用中および使用可能なサーバの概要を示しま
す。
• [Polling Interval]：Cisco UCS Central システムがすべての登
録済み Cisco UCS ドメインからデータを収集する、指定さ
れた間隔を表示します。

UCS ドメイン

登録済み Cisco UCS ドメインに関して次の詳細を表示します。
• [Systems]：登録されたシステムの名前およびその他の関連
する詳細を表示します。
• [Firmware]：Cisco UCS ドメインの名前、サイト、およびド
メインで使用されるファームウェア バージョンを表示しま
す。
• [Usage]：Cisco UCS ドメインによって管理されるサーバ数、
使用可能なサーバ数、および使用中のサーバ数を表示しま
す。
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オプション

説明

ファブリック インターコネク 登録済み Cisco UCS ドメインに接続されている FI に関して次の
ト
詳細を表示します。
• [Status]：登録済み UCS ドメインのすべての FI の FI ID、接
続された Cisco UCS ドメイン名、ステータス、操作性、お
よびその他の関連する詳細を表示します。
• [Hardware]：FI に関連するすべてのハードウェアを表示しま
す。
• [Firmware]：FI で使用されるファームウェア バージョンを
表示します。
サーバ

接続された Cisco UCS ドメイン内のすべてのサーバに関して次の
詳細を表示します。
• [Status]：サーバのサーバ番号、接続された Cisco UCS ドメ
イン名、ステータス、電源、可用性、およびその他の関連
する詳細を表示します。
• [Hardware]：サーバ内のアダプタおよびアダプタのモデル番
号を含むすべてのハードウェアの詳細を表示します。
• [Firmware]：サーバで使用されるファームウェア バージョ
ンを表示します。

シャーシ

接続された Cisco UCS ドメイン内のすべてのシャーシに関して次
の詳細を表示します。
• [Status]：サーバのシャーシ ID、接続された Cisco UCS ドメ
イン名、設定の詳細、およびその他の関連する詳細を表示
します。
• [Hardware]：接続の詳細を含むすべてのハードウェアの詳細
を表示します。

FSM のステージ ステータス

設定、サーバのディスカバリ、およびサービス プロファイルな
どの FSM のステージを表示します。
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個々の Cisco UCS ドメインの詳細の表示
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[UCS Domains] タブをクリックします。

ステップ 4

[UCS Name] カラムの下の Cisco UCS ドメイン名のリストから、詳細を表示するドメインを選択し
ます。
Cisco UCS ドメインを選択すると、[Filter] の横のメニュー バーに 2 つのメニュー項目が表示され
ます。

ステップ 5

メニュー バーで、[Properties] をクリックします。
[Properties] ダイアログボックスには、選択した Cisco UCS ドメインに関する次の詳細が表示され
ます。
オプション

説明

Fault Summary

選択した Cisco UCS ドメイン内の障害数を各重大度の下に表示し
ます。 Cisco UCS Central は、接続された Cisco UCS ドメインか
らの障害情報を 1 分間の間隔で更新します。
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オプション

説明

プロパティ

選択した Cisco UCS ドメインに関する次の詳細を提供します。
• [Servers]：使用中のサーバと使用可能なサーバの数のグラ
フィック表現。
• [Management IP]：この Cisco UCS ドメインの管理 IP アドレ
ス。 Cisco UCS Manager は、この IP アドレスを使用して
Cisco UCS Manager GUI を起動します。
• [FW Version]：Cisco UCS ドメインで実行する Cisco UCS
Manager のファームウェア バージョン。
• [Description]：Cisco UCS ドメインの説明（存在する場合）。
• [FW Status]：Cisco UCS ドメインのファームウェアのステー
タス。
• [Site]：Cisco UCS ドメインに関連付けられているサイト（存
在する場合）。
• [Domain Group]：Cisco UCS ドメインが含まれているドメイ
ン グループ（存在する場合）。
• [Owner]：
• [Last Refresh]：
Cisco UCS Central が Cisco UCS ドメインの情報を更新した
最終日時。

ファブリック インターコネク この Cisco UCS ドメインに接続されている FI に関して次の詳細
ト
を表示します。
• [Status]：接続された FI の FI ID、ステータス、操作性、お
よびその他の関連する詳細を表示します。
• [Hardware]：FI に関連するすべてのハードウェアを表示しま
す。
• [Firmware]：FI で使用されるファームウェア バージョンを
表示します。
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オプション

説明

サーバ

Cisco UCS ドメイン内のすべてのサーバに関して次の詳細を表示
します。
• [Status]：サーバのサーバ番号、ステータス、電源、可用性、
およびその他の関連する詳細を表示します。
• [Hardware]：サーバ内のアダプタおよびアダプタのモデル番
号を含むすべてのハードウェアの詳細を表示します。
• [Firmware]：サーバで使用されるファームウェア バージョ
ンを表示します。

シャーシ

Cisco UCS ドメイン内のすべてのシャーシに関して次の詳細を表
示します。
• [Status]：サーバのシャーシ ID、設定の詳細、およびその他
の関連する詳細を表示します。
• [Hardware]：接続の詳細を含むすべてのハードウェアの詳細
を表示します。

IO モジュール

Cisco UCS ドメイン内の IO モジュールに関して次の詳細を表示
します。
• [Status]：サーバのシャーシ ID、IO モジュール、およびその
他の関連する詳細を表示します。
• [Hardware]：この IO モジュールが接続される FI を含むすべ
てのハードウェアの詳細、およびその他の関連する詳細を
表示します。
• [Firmware]：IO モジュールで使用されるファームウェア バー
ジョンを表示します。

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
OL-28305-01-J

193

サービス プロファイルの表示

サービス プロファイルの表示
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Service Profiles] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインに、次の情報が表示されます。
名前

説明

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表示
します。

[Name] カラム

サービス プロファイル名。

[Org] カラム

サービス プロファイルに関連付けられた組織。

[Status] カラム

サービス プロファイルのステータスの簡単な説明。

[Instances] カラム

登録されているすべての Cisco UCS ドメインで、この名前のサー
ビス プロファイルが使用される回数。

[UCS Name] フィールド

Cisco UCS ドメインのシステム名。

a) （任意）[Instances] カラムの数値をクリックし、このサービス プロファイルが登録済み Cisco
UCS ドメインで使用される回数を表示します。

サービス プロファイルの詳細の表示
また、インスタンスカラムの数値をクリックして、サービスプロファイルの詳細を表示すること
もできます。 この手順では、ナビゲーション ペインで各サービス プロファイルの詳細情報にア
クセスする方法について説明します。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Servers] > [Service Profile] > [Root] を展開し、サービス プロファイル名を
クリックします。

ステップ 3

[Work] ペインに、次の情報が表示されます。
名前

説明

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表示
します。

[UCS Name] フィールド

Cisco UCS ドメインのシステム名。

[Status] カラム

サービス プロファイルの全体的なステータスの簡単な説明。

[Association State] カラム

サーバとサービス プロファイルとの関係。 次のいずれかになり
ます。
• [Associated]：サービス プロファイルはサーバに割り当てら
れます。これは、Cisco UCS ドメインによる要求どおりに
サーバを使用できることを意味します。
• [Associating]：サービス プロファイルがこのサーバに割り
当てられていますが、アソシエーションの処理はまだ完了
していません。 状態が [Associated] に変わると、サーバが
使用可能な状態になります。
• [Disassociating]：以前割り当てられていたサービス プロファ
イルがこのサーバから削除されます。 処理が完了すると、
状態が [Unassociated] に変わります。
• [Unassociated]：サービス プロファイルはこのサーバに割り
当てられていません。これは、Cisco UCS でサーバを使用
できないことを意味します。

[Associated Server] カラム

このプロファイルが割り当てられているサーバの名前（存在す
る場合）。

[Template] カラム

関連付けられているサービス プロファイル テンプレートの名前
（存在する場合）。
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サービス プロファイル テンプレートの表示
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Service Profile Templates] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインに、次の情報が表示されます。
名前

説明

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表示
します。

[Name] カラム

サービス プロファイル テンプレート名。

[Org] カラム

サービス プロファイルのテンプレートに関連付けられた組織。

[Placement Count] カラム

登録されているすべての Cisco UCS ドメインで、この名前のサー
ビス プロファイルが使用される回数。
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章

Call Home の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• Call Home ポリシー, 197 ページ
• Call Home ポリシーの設定, 198 ページ
• Call Home ポリシーの削除, 203 ページ
• Call Home ポリシーのプロファイルの設定, 204 ページ
• Call Home プロファイルへの電子メール受信者の追加, 207 ページ
• Call Home ポリシーのプロファイルの削除, 207 ページ
• Call Home ポリシーのポリシーの設定, 208 ページ
• Call Home ポリシーのポリシーの削除, 209 ページ

Call Home ポリシー
Cisco UCS Central は、Call Home プロファイルで定義されているすべての電子メール受信者に特定
の Cisco UCS Manager のイベントを通知するためのグローバル Call Home ポリシーをサポートして
います （このリリースでは、Cisco UCS Central に対する Call Home はサポートされていません）。
プロファイルは、アラート通知（フル テキスト、ショート テキスト、または XML 形式で最大値
に定義されたメッセージ サイズ）を受信する電子メール受信者のリスト、および通知をトリガー
するためのアラート条件を定義します。
アラート通知は、アラート レベル（やや重大、比較的重大でない、通常、通知、および警告）、
および通知をトリガーするイベント（診断、環境、インベントリ、ライセンス、およびその他の
事前定義されたイベント）を識別する選択されたアラート グループに基づいて、事前定義された
コンテンツ付きで送信されます。 個別の電子メール受信者は、既存のプロファイルに個別に追加
される可能性があります。 登録済み Cisco UCS ドメイン では、そのクライアントのポリシー解決
コントロール内でセキュリティ ポリシーを定義するようにしている場合、すべての Call Home ポ
リシーについて Cisco UCS Central への登録に従うことになります。
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Call Home ポリシーの設定
Call Home ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから作成されます。
ドメイン グループ ルート下にある Call Home ポリシーは、システムによってすでに作成されてお
り、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[CallHome] をクリックします。

ステップ 5

（任意） [Actions] 領域で、[Create] をクリックします。
ドメイン グループ ルート下にある Call Home ポリシーは、システムによって作成されており、デ
フォルトで設定できる状態です

ステップ 6

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、該当するすべてのフィールドに入力します。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。
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名前

説明

[State] フィールド

Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている Cisco UCS
ドメインに Call Home が使用されるかどうか。 次のいずれかに
なります。
• [Off]：Cisco UCS ドメインで Call Home は使用されません。
• [On]：Cisco UCS では、ドメイン グループで定義されてい
る Call Home ポリシーおよびプロファイルに基づいて Call
Home アラートが生成されます。
（注）

[Throttling] フィールド

Cisco UCS Central GUI では、このフィールドを [On]
に設定すると、このタブに残りのフィールドが表示さ
れます。

同じイベントについて受信する重複メッセージの数を制限する
かどうかを指定します。 次のいずれかになります。
• [On]：送信される重複メッセージの数が 2 時間以内に 30
件を超えると、そのアラート タイプに関するそれ以降の
メッセージは破棄されます。
• [Off]：検出された数に関係なく、すべての重複メッセージ
が送信されます。

[Phone] フィールド

主要連絡先の電話番号。
+（プラス記号）と国番号から始まる国際形式の番号を入力しま
す。 ハイフンは使用できますが、カッコは使用できません。

[Email] フィールド

主要連絡先の電子メール アドレス。
Cisco Smart Call Home によってこの電子メール アドレスに登録
メールが送信されます。
（注）

[Address] フィールド

電子メール アドレスに #（ハッシュ）、スペース、ま
たは &（アンパサンド）などの特殊文字が含まれてい
ると、電子メール サーバは電子メール メッセージを
そのアドレスに配信できない場合があります。 シス
コでは、RFC2821 および RFC-2822 に従い、7bit ASCII
文字のみを含む電子メール アドレスを使用すること
を推奨します。

主要連絡先の住所。
255 文字以下の ASCII 文字で入力します。

[From] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される電子メール アドレス。
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名前

説明

[Reply To] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される返信電子メール アドレス。

[Switch Priority] ドロップダウン 次のいずれかになります。
リスト
• Alerts
• Critical
• Debugging
• Emergencies
• Errors
• Information
• Notifications
• Warnings
[Hostname] フィールド

Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロ
トコル）サーバの IP アドレスまたはホスト名。
（注）

[Port] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されていないか、DNS
管理が [local] に設定されている場合、DNS サーバを
Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されており、DNS 管理
が [global] に設定されている場合、DNS サーバを Cisco
UCS Central に設定します。

SMTP サーバとの通信に使用されるポート番号。
1 ～ 65535 の整数を入力します。 デフォルトは 25 です。

[Customer ID] フィールド

ライセンス上のサポート契約の契約番号を含む Cisco Connection
Online（CCO）ID。
510 文字以下の ASCII 文字で入力します。

[Contract ID] フィールド

お客様の Call Home 契約番号。
510 文字以下の ASCII 文字で入力します。

[Site] フィールド

お客様のサイトに固有の Call Home ID。
510 文字以下の ASCII 文字で入力します。
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ステップ 8

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 9

[Actions] 領域で、該当するすべてのフィールドに入力します。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Create Profile] ボタン

Call Home プロファイルを作成できます。

[Add Email Recipient] ボタン

既存の Call Home プロファイルに電子メール受信者を追加でき
ます。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表示
します。

[Delete] ボタン

テーブルで選択したオブジェクトを削除します。

[Name] カラム

Call Home プロファイルの名前。

[Level] カラム

プロファイルをトリガーする最小障害レベル。
Cisco UCS はこのレベル以上である各エラーに対して Call Home
アラートを生成します。

[Alert Groups] カラム

この Call Home プロファイルに基づいて警告されるグループ。

ステップ 10

[Work] ペインの [Policies] タブをクリックします。

ステップ 11

[Actions] 領域で、該当するすべてのフィールドに入力します。
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名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを適
用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Create Policy] ボタン

新しい [Call Home] ポリシーを作成できます。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表示
します。

[Delete] ボタン

テーブルで選択したオブジェクトを削除します。

[Cause] カラム

このアラートをトリガーするイベント。 各ポリシーは、アラー
トがいずれかのタイプのイベントに送信されるかどうかを定義
します。

[Call Home Policy State] カラム

これが [enabled] の場合、Cisco UCS は関連付けられた原因と一
致するエラーが発生した場合にこのポリシーを使用します。 そ
れ以外の場合、一致するエラーが発生しても、Cisco UCS はこ
のポリシーを無視します。
デフォルトでは、すべてのポリシーがイネーブルになります。

ステップ 12

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 13

[Actions] 領域で、該当するすべてのフィールドに入力します。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。
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名前

説明

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Send Periodically] フィールド

このフィールドを [on] に設定すると、Cisco UCS によってシス
テム インベントリが Call Home データベースに送信されます。
この情報がいつ送信されるかは、この領域の他のフィールドに
よって決まります。

[Send Interval] フィールド

自動システム インベントリ データ収集の間隔（日数）。
1 ～ 30 の整数を入力します。

[Hour of Day to Send] フィール
ド

データを送信する時間（24 時間時計形式）。

[Minute of Hour to Send] フィー データを送信する時間（分数）。
ルド

ステップ 14

[Save] をクリックします。

Call Home ポリシーの削除
Call Home ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削除されます。
ドメイン グループ ルート下の Call Home ポリシーは、削除できません。
Call Home ポリシーを削除すると、そのポリシー内のすべてのプロファイル、ポリシー、およびシ
ステム インベントリ設定が削除されます。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[CallHome] をクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 6

[Save] をクリックします。

Call Home ポリシーのプロファイルの設定
はじめる前に
ドメイン グループ ルート下のドメイン グループの Call Home ポリシーのプロファイルを設定する
前に、最初にこのプロファイルとポリシーを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[CallHome] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create Profile] をクリックし、すべての該当するフィールドに入力します。
a) [Create Profile] ダイアログボックスで、次のフィールドをクリックして値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

このプロファイルのユーザ定義名。
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名前

説明

[Level] フィールド

プロファイルをトリガーする最小障害レベル。 Cisco UCS は
このレベル以上である各障害に対して Call Home アラートを
生成します。
次のいずれかになります。
• critical
• debug
• disaster
• fatal
• major
• minor
• normal
• notification
• warning

b) [Alert Groups] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Alert Groups] フィールド

この Call Home プロファイルに基づいて警告されるグループ。
これは次のいずれか、または複数の値になります。
• ciscoTac
• diagnostic
• environmental
• inventory
• license
• lifeCycle
• linecard
• supervisor
• syslogPort
• system
• test

c) [Email Configuration] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[Format] フィールド

次のいずれかになります。
• [xml]：Extensible Markup Language（XML）と Adaptive
Messaging Language（AML）XML Schema Definition
（XSD）を使用するマシンが読み取り可能な形式。 この
形式により、Cisco Systems Technical Assistance Center と
の通信が可能になります。
• [fullTxt]：人間が判読するのに適している完全にフォー
マットされたメッセージ（詳細な情報付き）。
• [shortTxt]：ポケットベルまたは印刷されたレポートに適
している 1 ～ 2 行の障害の説明。

[Max Message Size] フィールド 指定された Call Home 受信者に送信される最大メッセージ サ
イズ。
1 ～ 5000000 の整数を入力します。 デフォルトは 5000000 で
す。
フルテキスト メッセージおよび XML メッセージの推奨最大
サイズは 5000000 です。 ショートテキスト メッセージの推奨
最大サイズは 100000 です。 Cisco TAC アラート グループの
場合、最大メッセージ サイズは 5000000 である必要がありま
す。

d) [Email Recipients] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Filter] ボタン

テーブル内のデータをフィルタリングできます。 フィルタを
適用すると、このボタン名は [Filter (on)] に変わります。

[Add Email Recipients] ボタン

電子メール受信者を追加できます。

[Properties] ボタン

テーブルで選択されたオブジェクトの詳細なプロパティを表
示します。

[Delete] ボタン

テーブルで選択したオブジェクトを削除します。

[Email] カラム

受信者の電子メール アドレス。
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e) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

Call Home プロファイルへの電子メール受信者の追加
はじめる前に
電子メール受信者を Call Home ポリシーのプロファイルに追加する前に、最初にこのプロファイ
ルを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[CallHome] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、電子メール受信者を追加する既存のプロファイルをクリックします。

ステップ 7

[Action] 領域で、[Add Email Recipients] をクリックします。

ステップ 8

[Add Email Recipients] ダイアログボックスで、受信者の電子メール アドレスを入力します。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

ステップ 10

[Save] をクリックします。

Call Home ポリシーのプロファイルの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
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• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Work] ペインで、[CallHome] をクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、Call Home 内の削除するプロファイルをクリックします。
また、Call Home 内の削除するプロファイルを右クリックして、そのオプションにアクセスするこ
ともできます。削除されたプロファイルは、再設定されるまでドメイングループの親からの設定
を継承します。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
Call Home ポリシーのプロファイルを削除すると、すべての電子メール受信者、およびそのプロ
ファイルに定義されたその他の設定が削除されます。

ステップ 7

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

Call Home ポリシーのポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で Call Home ポリシーのポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作
成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にある Call Home ポリシーのポリシーは、シ
ステムによってすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[CallHome] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインの [Policies] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Create Policy] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
a) [Create Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドをクリックして値を入力します。
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名前

説明

[State] フィールド

これが [enabled] の場合、Cisco UCS は関連付けられた原因と
一致するエラーが発生した場合にこのポリシーを使用します。
それ以外の場合、一致するエラーが発生しても、Cisco UCS
はこのポリシーを無視します。
デフォルトでは、すべてのポリシーがイネーブルになります。

[Cause] フィールド

このアラートをトリガーするイベント。 各ポリシーは、ア
ラートがいずれかのタイプのイベントに送信されるかどうか
を定義します。
ポリシーを保存した後に、原因を変更することはできません。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Save] をクリックします。

Call Home ポリシーのポリシーの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[CallHome] をクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、Call Home 内の削除するポリシーをクリックします。
また、Call Home 内の削除するポリシーを右クリックして、そのオプションにアクセスすることも
できます。削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイングループの親から設定を継承しま
す。

ステップ 7

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

システム イベント ログの管理
この章の内容は、次のとおりです。
• システム イベント ログ ポリシー, 211 ページ
• システム イベント ログ, 211 ページ
• SEL ポリシーの設定, 212 ページ
• SEL ポリシーの削除, 215 ページ

システム イベント ログ ポリシー
Cisco UCS Central は、グローバル システム イベント ログ（SEL）ポリシーをサポートしていま
す。

システム イベント ログ
システム イベント ログ（SEL）は、NVRAM 内の CIMC に存在します。 過不足の電圧、温度イベ
ント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、ほとんどのサーバ関連イベントが記録され
ます。 SEL は、主にトラブルシューティングのために使用します。
SEL ファイルのサイズは約 40KB で、ファイルがいっぱいになるとそれ以上イベントを記録でき
ません。 新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があり
ます。
SEL ポリシーを使用して、SEL をリモート サーバにバックアップできます。また、必要に応じ
て、バックアップ操作後に SEL をクリアすることもできます。 バックアップ操作は、特定のアク
ションに基づいて起動するか、定期的に実行できます。 SEL のバックアップやクリアは、手動で
行うこともできます。
バックアップ ファイルは、自動的に生成されます。 このファイル名の形式は、
sel-SystemName-ChassisID-ServerID-ServerSerialNumber-Timestamp です。たとえば、
sel-UCS-A-ch01-serv01-QCI12522939-20091121160736 となります。
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ヒント

各サーバの SEL を表示する方法や SEL ポリシーの設定方法などの SEL の詳細については、
Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap で、Cisco UCS Manager の設定ガイドを参照
してください。

SEL ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で SEL ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作成する必要があり
ます。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってすでに作成されており、
設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[SEL Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
a) [General] 領域で、次の情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

Server Event Log（SEL）ポリシーの名前は「sel」にする必要
があります。

[Type] フィールド

このポリシーのタイプは「SEL」にする必要があります。
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名前

説明

[Description] フィールド

ポリシーのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等
号）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引
用符）以外のすべての文字またはスペースを使用できます。

b) [Backup Configuration] 領域で、次の情報を入力します。
名前

説明

[Protocol] フィールド

リモート サーバの通信プロトコル。 次のいずれかになりま
す。
• FTP
• TFTP
• SCP
• SFTP

[Hostname] フィールド

リモート サーバのホスト名または IP アドレス。 これは、サー
バ、ストレージ アレイ、ローカル ドライブ、または Cisco
UCS Central がネットワーク経由でアクセス可能な読み取り/
書き込みメディアなどにすることができます。
バックアップ ファイルの名前は、Cisco UCS によって生成さ
れます。 名前の形式は次のようになります。
sel-system-name-chchassis-id-servblade-id-blade-serial
-timestamp
（注）

[Remote Path] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。

リモート サーバ上のファイルへの絶対パス。
SCP を使用する場合、絶対パスは常に必要です。 他のプロト
コルを使用する場合は、ファイルがデフォルトのダウンロー
ド フォルダにあれば、リモート パスを指定する必要はありま
せん。 ファイル サーバの設定方法の詳細については、システ
ム管理者に問い合わせてください。
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名前

説明

[Backup Interval] ドロップダウ 自動バックアップ間の待機時間。 [Never] を選択すると、Cisco
ン リスト
UCS は自動 SEL データ バックアップを実行しません。
（注）

[Format] フィールド

システムによって自動バックアップを作成する場合
は、[Action] オプション ボックス内の [Timer] チェッ
クボックスがオンになっていることを確認してくだ
さい。

バックアップ ファイルに使用する形式。 次のいずれかになり
ます。
• ASCII
• 2 進数

[Clear on Backup] チェックボッ オンにすると、Cisco UCS はバックアップ後にすべてのシス
クス
テム イベント ログをクリアします。
[User] フィールド

Cisco UCS Central がリモート サーバへのログインに使用する
必要のあるユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィー
ルドは適用されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。

[Action] オプション ボックス

オンにした各ボックスでは、イベントが発生したときに、
Cisco UCSは SEL のバックアップを作成します。
• [Log Full]：ログが許容される最大サイズに到達。
• [On Change of Association]：サーバとそのサービス プロ
ファイルの間のアソシエーションが変化。
• [On Clear]：システム イベント ログがユーザによって手
動でクリア。
• [Timer]：[Backup Interval] ドロップダウン リストで指定
された時間間隔に到達。

ステップ 8

[Save] をクリックします。
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SEL ポリシーの削除
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[SEL Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

[Save] をクリックします。
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障害、イベント、およびログの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• グローバル障害ポリシーの設定, 217 ページ
• TFTP Core Export ポリシーの設定, 220 ページ
• Syslog ポリシーの設定, 223 ページ

グローバル障害ポリシーの設定
グローバル障害デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイングループ下でグローバル障害デバッグポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを
作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってす
でに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [Global Fault Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Flapping Interval] フィールド

障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが
発生します。 これを防止するため、Cisco UCS では、最後に状
態が変更されてからこの時間が経過するまで、障害が発生して
も状態は変更されません。
フラッピング間隔中に同じ条件が再発生した場合は、障害がア
クティブ状態に戻ります。 フラッピング間隔中に同じ条件が再
発生しない場合は、障害がクリアされます。 その時点で何が発
生するかは、[Clear Action] フィールドの設定によって異なりま
す。
5 ～ 3,600 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 10 です。

[Initial Severity] フィールド

次のいずれかになります。
• info
• condition
• warning
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名前

説明

[Action on Acknowledgment]
フィールド

次のいずれかになります。
• delete-on-clear
• initial-severity

[Clear Action] フィールド

エラーがクリアされるときにシステムが実行するアクション。
次のいずれかになります。
• [retain]：クリアされた障害は [Retention Interval] フィールド
に指定された期間保持されます。
• [delate]：クリアされた障害は即時に削除されます。

[Clear Interval] フィールド

Cisco UCS が、経過時間に基づいて障害にクリアのマークを自
動的に付けるかどうか。 次のいずれかになります。
• [Never]：障害は自動的にはクリアされません。
• [Other]：Cisco UCS は関連する間隔フィールドに指定され
た期間が経過した後、障害メッセージを自動的にクリアし
ます。 dd:hh:mm:ss の形式を使用して間隔を指定します。

[Retention Interval] フィールド

[Clear Action] フィールドが [Retain] に設定されている場合、こ
れは、クリア済みとマークされた後に Cisco UCS が障害を保持
する時間です。 次のいずれかになります。
• [Forever]：Cisco UCS は経過時間に関係なく、クリアされ
たすべての障害メッセージを保持します。
• [Other]：Cisco UCS は関連する間隔フィールドに指定され
た期間、クリアされた障害メッセージを保持します。
dd:hh:mm:ss の形式を使用して間隔を指定します。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

グローバル障害デバッグ ポリシーの削除
グローバル障害デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから
削除されます。 ドメイン グループ ルート下のグローバル障害デバッグ ポリシーは、削除できま
せん。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [Global Fault Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

TFTP Core Export ポリシーの設定
Core File Exporter
Cisco UCS コア ファイルが発生すると、ただちに Core File Exporter が使用され、それらのファイ
ルが TFTP を介してネットワーク上の指定の場所にエクスポートされます。 この機能を使用する
ことにより、tar ファイルをコア ファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。

TFTP Core Export デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で TFTP Core Export デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [TFTP Core Export Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Admin State] フィールド

次のいずれかになります。
• [enabled]：エラーによってサーバでコア ダンプが実行され
た場合に、TFTP を介して所定の場所にコア ダンプ ファイ
ルが送信されます。 Cisco UCS Central GUI では、このオプ
ションを選択するとこの領域にその他のフィールドが表示
され、TFTP エクスポート オプションを指定できるように
なります。
• [disabled]：コア ダンプ ファイルは自動的にエクスポート
されません。

[Description] フィールド

ポリシーのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり記号）、<（小なり記号）、および '（一重引用符）以
外のすべての文字またはスペースを使用できます。
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名前

説明

[Port] フィールド

Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコ
ル）を介してコア ダンプ ファイルをエクスポートするときに使
用されるポート番号。

[Hostname] フィールド

TFTP を介して接続されるホスト名または IP アドレス。
（注）

[Path] フィールド

ステップ 8

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されていないか、DNS
管理が [local] に設定されている場合、DNS サーバを
Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されており、DNS 管理
が [global] に設定されている場合、DNS サーバを Cisco
UCS Central に設定します。

リモート システムにコア ダンプ ファイルを保存するときに使
用するパス。

[Save] をクリックします。

TFTP Core Export デバッグ ポリシーの削除
TFTP Core Export デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループか
ら削除されます。 ドメイン グループ ルート下の TFTP Core Export デバッグ ポリシーは、削除で
きません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [TFTP Core Export Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。
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ステップ 8

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

Syslog ポリシーの設定
syslog コンソール デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で syslog コンソール デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Console] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。
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名前

説明

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Console Access] フィールド

Cisco UCS でコンソールに Syslog メッセージが表示されるかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Enabled]：Syslog メッセージはコンソールに表示され、ロ
グに追加されます。
• [Disabled]：Syslog メッセージはログに追加されますが、コ
ンソールには表示されません。

[Severity] フィールド

このオプションが [enabled] である場合、表示する最も低いメッ
セージ レベルを選択します。 Cisco UCS にはそのレベル以上の
メッセージが表示されます。 次のいずれかになります。
• Emergencies
• Alerts
• Critical

ステップ 9

[Save] をクリックします。

syslog コンソール デバッグ ポリシーの削除
syslog コンソール デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループか
ら削除されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog コンソール デバッグ ポリシーは、削除で
きません。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Console] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 9

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 10

[Save] をクリックします。

syslog モニタ デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で syslog モニタ デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを
作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってす
でに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Monitor] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
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[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。

[Monitor Access] フィールド

Cisco UCS でモニタに Syslog メッセージが表示されるかどうか。
次のいずれかになります。
• [Enabled]：Syslog メッセージはモニタに表示され、ログに
追加されます。
• [Disabled]：Syslog メッセージはログに追加されますが、モ
ニタには表示されません。

[Severity] フィールド

このオプションが [enabled] である場合、表示する最も低いメッ
セージ レベルを選択します。 モニタにはそのレベル以上のメッ
セージが表示されます。 次のいずれかになります。
• Emergencies
• Alerts
• Critical
• Errors
• Warnings
• Notifications
• Information
• Debugging
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ステップ 9

[Save] をクリックします。

syslog モニタ デバッグ ポリシーの削除
syslog モニタ デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削
除されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog モニタ デバッグ ポリシーは、削除できませ
ん。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Monitor] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 9

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 10

[Save] をクリックします。

syslog リモート宛先デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で syslog リモート宛先デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリ
シーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによっ
てすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
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• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Remote Destination] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[State] フィールド

Cisco UCS が外部ログにコンポーネント メッセージを保存する
かどうか。 次のいずれかになります。
• [enabled]：コンポーネント メッセージは外部ファイルに記
録されます。
• [disabled]：コンポーネント メッセージは外部ファイルに記
録されません。

[Forwarding Facility] ドロップダ リモート宛先に関連付けられたファシリティ。
ウン リスト
[Level] ドロップダウン リスト システムに保存するメッセージの最も低いレベルを選択します。
リモート ファイルにそのレベル以上のメッセージが保存されま
す。 次のいずれかになります。
• alerts
• critical
• debugging
• emergencies
• errors
• information
• notifications
• warnings
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名前

説明

[Hostname] フィールド

リモート ログ ファイルが存在するホスト名または IP アドレス。
（注）

ステップ 9

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されていないか、DNS
管理が [local] に設定されている場合、DNS サーバを
Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されており、DNS 管理
が [global] に設定されている場合、DNS サーバを Cisco
UCS Central に設定します。

[Save] をクリックします。

syslog リモート宛先デバッグ ポリシーの削除
syslog リモート宛先デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループ
から削除されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog リモート宛先デバッグ ポリシーは、削
除できません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Remote Destination] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 9

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 10

[Save] をクリックします。
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syslog ソース デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で syslog ソース デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを
作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってす
でに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Source] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。
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名前

説明

[Audits] ドロップダウン リスト このフィールドが [enabled] の場合、Cisco UCS はすべてのシス
テム障害をログに記録します。
[Events] ドロップダウン リスト このフィールドが [enabled] の場合、Cisco UCS はすべての監査
ログ イベントをログに記録します。
[Faults] ドロップダウン リスト このフィールドが [enabled] の場合、Cisco UCS はすべてのシス
テム イベントをログに記録します。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

syslog ソース デバッグ ポリシーの削除
syslog ソース デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削
除されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog ソース デバッグ ポリシーは、削除できませ
ん。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[Source] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 9

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 10

[Save] をクリックします。

Cisco UCS Central GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
OL-28305-01-J

231

Syslog ポリシーの設定

syslog ログファイル デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で syslog ログファイル デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリ
シーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによっ
てすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

[Domain Groups root] ノードの下で、次のいずれかを行います。
• [Operational Policies] をクリックして、ドメイン グループのルートにポリシーを設定します。
• [Operational Policies] をクリックして、特定のドメイン グループにポリシーを設定し、そのド
メイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[LogFile] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Create] をクリックし、該当するすべてのフィールドに入力します。
[Domain Group root] ノード下の [Operational Policies] では、[Create] をクリックして該当するすべて
のフィールドに入力する必要はありません。
名前

説明

[Create] ボタン

選択したドメイン グループに含まれるすべての Cisco UCS ドメ
インで使用されるポリシーのインスタンスを作成します。

[Import] ボタン

Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメインの 1 つから
ポリシーをインポートできます。

[Delete] ボタン

選択したドメイン グループに定義されているポリシーのインス
タンスを削除します。
ポリシーを削除した後、[Save] をクリックするまでグレーのま
まになります。 これを行うと、Cisco UCS Central は指定した可
能性のあるポリシーとすべての設定データを削除します。 後で
ポリシーの新しいインスタンスを作成できますが、削除された
インスタンスからの設定データを復元することはできません。
削除要求をキャンセルするには、[Reset] をクリックします。
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名前

説明

[System Log File] フィールド

Cisco UCS がファブリック インターコネクトでシステム ログ
ファイルにメッセージを保存するかどうか。 次のいずれかにな
ります。
• [Enabled]：メッセージはログ ファイルに保存されます。
• [Disabled]：メッセージは保存されません。

[Level] ドロップダウン リスト システムに保存するメッセージの最も低いレベルを選択します。
Cisco UCS は、ファブリック インターコネクトのファイル内に、
そのレベル以上のメッセージを保存します。 次のいずれかにな
ります。
• Emergencies
• Alerts
• Critical
• Errors
• Warnings
• Notifications
• Information
• Debugging
[Name] フィールド

メッセージが記録されるファイルの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後に、この名前を変更することはできませ
ん。

[Size] フィールド

ファイルの可能最大サイズ（バイト単位）。ファイルがこのサ
イズを超えると、Cisco UCS によって最も古いメッセージから
最新メッセージへの上書きが開始されます。
4096 ～ 4194304 の整数を入力します。

ステップ 9

[Save] をクリックします。
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syslog ログファイル デバッグ ポリシーの削除
syslog ログファイル デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループ
から削除されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog ログファイル デバッグ ポリシーは、削
除できません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Operations Management] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Groups] > [Domain Group root] を展開します。

ステップ 3

削除するポリシーを含むドメイン グループのノードを展開します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Operational Policies] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Debug] をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[Syslog Policy] タブをクリックします。

ステップ 7

[Work] ペインで、[LogFile] タブをクリックします。

ステップ 8

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。
削除されたポリシーは、再設定されるまでドメイン グループの親から設定を継承します。

ステップ 9

Cisco UCS Central GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 10

[Save] をクリックします。
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