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概要

この資料に Cシリーズおよび E シリーズ サーバのための Cisco Integrated Management
Controller （IMC）スーパバイザを設定する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Cシリーズ サーバ●

Cisco E シリーズ サーバ ●

使用するコンポーネント



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

Internet Explorer 8 以降●

Google Chrome 4.1 以降●

Firefox 3.5 以上●

Safari 4.0 以降（Apple Mac または Microsoft Windows の場合）●

ブラウザには Adobe Flash Player プラグイン バージョン 11 以降がインストールされている
必要があります。

●

UCS C シリーズ サーバ

Cisco UCS C-220 M3●

Cisco UCS C-240 M3●

Cisco UCS C-220 M4●

Cisco UCS C-240 M4●

Cisco UCS C-22 M3●

Cisco UCS C-24 M3●

Cisco UCS C-420 M3●

Cisco UCS C-460 M4●

UCS E シリーズ サーバ

Cisco UCS E-140S M2●

Cisco UCS E-160D M2●

Cisco UCS EN120E M2●

Cisco UCS EN120S M2●

Cisco UCS E-180D M2●

Cisco UCS E-140S M1●

Cisco UCS E-140D M1●

Cisco UCS E-160D M1●

Cisco UCS E-140DP M1●

Cisco UCS E-160DP M1●

ファームウェアの最低バージョン

サーバ ファームウェアの最低バージョン
UCS C シリーズ サーバ 1.5(4) 以降
UCS E シリーズ サーバ 2.3.1 以降

サポートされる PCIe カード

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）1225●

Cisco UCS VIC 1225T●

サポートされるハイパーバイザのバージョン

ESXi 5.1●



本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

ラックマウント サーバを大規模に管理することを許可する Cisco IMC Supervisor は管理システム
です。

ラックマウント サーバのためのこれらのタスクを行うために Cisco IMC Supervisor を使用できま
す:

サーバの論理グループ化およびグループごとのサマリー表示のサポート●

サーバ インベントリの収集●

サーバおよびグループのモニタリング●

ファームウェア ダウンロード、アップグレードおよびアクティベーションを含むファームウ
ェア 管理

●

スタンドアロン サーバ操作を管理して下さい電源制御装置が、LED 制御、ログ 収集、キー
ボード/ビデオ/マウス（KVM）起動、CIMC ユーザインターフェイス起動および E メール ア
ラート含まれている

●

ロールはアクセスおよび機能を制限するためにアクセスコントロール（RBAC）を基づかせ
ていました

●

設定

導入 Cisco IMC Supervisor

1. Cisco IMC Supervisor を展開するためにこれらのステップを完了して下さい。

ステップ 1. Cisco IMC Supervisor のための ZIP ファイルを、移動イメージに示すように製品 > サ
ーバ:ユニファイド コンピューティング > Integrated Management Controller （IMC） スーパバイ
ザに Cisco.com からダウンロードするため。



ステップ 2.イメージに示すように IMC Supervisor 1.0 を選択して下さい。

ステップ 3.イメージに示すように『Download』 をクリック して下さい。



ステップ 4.開いたバーチャル アプライアンス（OVUM）を、移動イメージに示すようにファイル
>Deploy OVF テンプレートに配置するため。

ステップ 5.イメージに示すように開いた仮想化形式（OVF）テンプレートを配置するためにステ
ップバイステップ プロセスによって続けて下さい。





ディスク フォーマット ペインで、Radio ボタンの 1 つを選択し、イメージに示すように『
Next』 をクリック して下さい。

薄くして下さいプロビジョニングする-ストレージをオンデマンド式でデータとして割り当て
るためにディスクに書かれています

●

ゼロになる厚いプロビジョニングする不精-厚い形式のストレージをすぐに割り当てるため●

ゼロになる厚いプロビジョニングする熱望した-厚い形式のストレージを割り当てるため。 そ
れはこのオプションでディスクを作成するために時間がかかるかもしれません 

●

ステップ 6.イメージに示すように Virtual Machine （VM） ネットワークに適切なポート グルー



プを選択して下さい。

ステップ 7.イメージに示すように『Finish』 をクリック して下さい。

ステップ 8. VM のコンソールを開き、イメージに示すように使用許諾契約書を受け入れて下さい
。



ステップ 9： 終了したら、イメージに示すように静的な IP を設定するために y を入力して下さ
い。

ステップ 10： DHCP を使用したいと思う場合 IP アドレスが自動的に割り当てられるようにする
ために n を入力して下さい。  



ステップ 11： 静的IP アドレスを使用したいと思う場合 y を入力すればそれから IPv4 か IPv6 を
選択するためにプロンプト表示されます。 IPV4 を設定し、次にイメージに示すように情報を入
力するために V4 を入力して下さい:

IP アドレスネットマスクゲートウェイ●

注: 現在、IPv4 だけ静的な IP アドレスを設定するためにサポートされます。



ステップ 12： アプライアンスが起動した後、Login ページにアクセスするためにサポートされた
Webブラウザに Cisco IMC Supervisor IP アドレスを転送して下さい。

Login ページで、ユーザ名として admin およびパスワードとして admin を入力して下さい。



注: この初回ログインの後、admin パスワードを変更できます。

Cisco IMC Supervisor のユーザインターフェイス（UI）はイメージに示すようにあります。

デフォルトパスワードを変更して下さい

2. デフォルトパスワードを変更するためにこれらのステップを完了して下さい。

ステップ 1.管理 > Users への移動。

ステップ 2.ログイン Users タブをクリックして下さい。

ステップ 3 ユーザのリストから、イメージに示すようにパスワードを変更したいと思うユーザの
役割を選択して下さい。 

ステップ 4 新しいパスワードを規定 した後、イメージに示すように送信する結果で『SAVE』 を



クリック し、『OK』 をクリック して下さい。

ライセンス情報

3. Cisco IMC Supervisor はこの有効なライセンスがあるように要求します:

Cisco IMC Supervisor 基本ライセンス。●

イメージに示すように Cisco IMC Supervisor ベース ライセンスの後でインストールする
Cisco IMC Supervisor バルク エンドポイント enablement ライセンス。

●

注: これらのライセンスがなければ、ラック アカウント等にサーバをグループ化することの
ようなタスクは、実行されたことができません。

検出する サーバ

4. サーバを検出するためにこれらの操作を行って下さい。

ステップ 1.イメージに示すようにシステムに > 物理的 な アカウント > 検出されたデバイス ナビ
ゲートして下さい。



ステップ 2. 『Configure』 をクリック して下さい。

ステップ 3 ダイアログ ボックス ディスカバリ 設定の基準のでは、新しいプロファイルを作成す
るか、または既存のプロファイルを編集できます。

ステップ 4.新しいプロファイルの作成はイメージに示すようにあります。

ステップ 5 検索 基準では、サーバを検出するために適切なメソッドを選択する可能性があります
。

ステップ 6.この例のためのリストを、『IP address』 を選択 して下さい。

ステップ 7.検出したいと思うサーバの IP アドレスを入力して下さい。

ステップ 8.イメージに示すようにサーバに（CIMC 資格情報）ログインするのに使用するパスワ
ードおよびユーザネームを入力して下さい。



  

ステップ 9： プロファイルが作成されたら、検出するをクリックし、ドロップダウン リストから
イメージに示すように『Profile』 を選択 して下さい。

ステップ 10： 適切なプロファイルを選択した後、イメージに示すように送信する結果で『
SUBMIT』 をクリック し、『OK』 をクリック して下さい。

ステップ 11： プロファイルのデバイスが最小サポートされた基準を満たさない場合、検出され
ないイメージに示すように Status セクションでリストされているようにデバイスのための原因は
あります。

  



ラック グループを追加して下さい

5. 新しいラック グループを Cisco IMC Supervisor に追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1.システムへの移動 > 物理的 な アカウント > ラック グループ。

ステップ 2. 『Create』 をクリック して下さい。

ステップ 3.作成ラック グループ ボックスのグループ名および説明を規定 して下さい。

ステップ 4.イメージに示すように『Create』 をクリック して下さい。

ステップ 5 作成されて、グループ名はイメージに示すように出て来る必要があります。



ラック アカウントを追加して下さい

6. 新しいラック グループを Cisco IMC Supervisor に追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1：  メニュー バーから、システムを選択して下さい。
呼び出します。   タブをクリックして下さい。
ステップ 3  をクリックします。 .
ステップ 4   作成アカウント ダイアログ ボックスでは、これらのフィールドに入力して下さい:

フィールド 説明
フィールド ラック アカウントのわかりやすい名前
フィールド ラックマウント サーバの IP アドレス
[Description] フィール
ド

（オプションの）ラック アカウントの A 説明

チェックボックス 既に資格情報ポリシーを作成している場合（オプションの）、ドロップダウン
リストからポリシーを選択するためにこのボックスをチェックして下さい。

チェックボックスをチェックすれば
ドロップダウン リス
ト

ドロップダウン リストからポリシーを選択して下さい

チェックボックスのチェックを外せば
フィールド ラックマウント サーバのためのログイン ID
[Password] フィール
ド

ラックマウント サーバのログオン ID のためのパスワード

[Protocol] ドロップダ
ウンリスト

リストから https か http を選択して下さい

[Port ] フィールド ポート番号は指定プロトコルと関連付けました
[Rack Group] ドロッ
プダウンリスト

リストからラック グループを選択します。

[Contact] フィールド （オプションの）アカウントのための連絡先 eメールアドレス
[Location] フィールド （オプションの）アカウントの場所

ステップ 1： ラック グループのための廃棄リストでは、イメージに示すように先に定義されたグ
ループかデフォルト グループを選択できます。

呼び出します。 この操作が完了した、指定されたサーバーは選択するラック グループの下で落ち
る必要があります。



メール セットアップの設定

7. 設定メールを設定するためにこのプロシージャを行って下さい。

ステップ 1. Administration > Mail 設定への移動。

ステップ 2.要求される詳細を入力して下さい。

ステップ 3 送信テスト メール チェックボックスを選択し、イメージに示すように提供した Eメ
ールアドレスのテスト メールを受け取ったかどうかチェックする可能性があります。



ステップ 4 イメージに示すようにそれからテスト メールを受け取って下さい。



ステップ 5 同じセクションでは、アラート ルール設定を E-メールを送り、イメージに示すよう
に有効アラート チェックボックスをチェックする移動。

注: この時点で（Cisco IMC Supervisor のリリース 1.0 と）、重要な、高レベル エラーただ
のための通知サポートされます。

ステップ 6 システム遭遇がイメージに示すように重要なエラー、メールを受け取る必要があれば
メール設定がうまく働けば。



ファームウェアのアップグレード

8. ファームウェアをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。

ステップ 1.システムへの移動 > 物理的 な アカウント。

ステップ 2.タブをクリックして下さい。

ステップ 3.プロファイルを『Configure』 をクリック して下さい。

ステップ 4 ダウンロード ファームウェア ダイアログ ボックスでは、新しいプロファイルを作成
するか、または既存のプロファイルを編集できます。

フィールド 説明
ドロップダウン リストから『New』 を選択 して下さい。

フィールド プロファイルの記述名。
ドロップダウン リスト 次のオプションのいずれかを選択します。

ローカル HTTP サーバ- .iso イメージはローカル Cisco IMC
Supervisor で保存されます。

●

ネットワーク パス- .iso イメージはネットワークで保存されます。●

フィールド シスコのログイン ユーザ名を入力します。
フィールド シスコのログイン パスワードを入力します。
チェックボックス （オプションの）プロキシ コンフィギュレーションを有効に し、これ

らのフィールドに入力するためにこのチェックボックスをチェックして
下さい:

Host Name フィールド-プロキシ コンフィギュレーションのホスト
名を入力して下さい

●

Port フィールド-プロキシ コンフィギュレーションのためのポート
を入力して下さい

●

[Enable Proxy Authentication] チェッ
クボックス

（オプションの）プロキシ認証を有効に し、これらのフィールドに入力
するためにこのチェックボックスをチェックして下さい:

プロキシ User Name フィールド-プロキシ認証のプロキシ ユーザネ
ームを入力して下さい

●

プロキシ Password フィールド-プロキシ ユーザネームのためのパ
スワードを入力して下さい

●

[Platform] ドロップダウンリスト ドロップダウン リストからプラットフォームを選択します。
ドロップダウン リスト ドロップダウン リストから .iso イメージを選択します。



ステップ 5.イメージに示すように新しいプロファイルを設定して下さい。

ステップ 6.この例のためのダウンロード オプションとしてネットワーク パスを選択して下さい
。 （オプションとして CIFS と NFS があります。）

ステップ 7.イメージに示すように『SUBMIT』 をクリック して下さい。

ステップ 8.イメージを『Upgrade』 をクリック して下さい。

ステップ 9.イメージに示すようにアップグレードしたいと思うサーバを選択するために… 『
SELECT』 をクリック して下さい。



ステップ 10： 単一サーバはこの例に選択されます。

ステップ 11.イメージに示すように『SELECT』 をクリック して下さい。

ステップ 12： 選択したサーバが表示されます。

ステップ 13： イメージに示すように『SUBMIT』 をクリック して下さい。



注: Cisco IMC バージョン 2.0(x) をアップグレードする場合、デフォルト Cisco IMC パスワ
ードを変更して下さい。

ステップ 14： アップグレードのステータスをチェックするために、システム > コンポーネント
にナビゲートし、イメージに示すようにステータスを非難して下さい。

ステップ 15： [Rack Groups] を展開し、サーバが以前に含まれていた適切なグループを選択しま
す。

ステップ 16： ラック サーバをクリックし、適切なサーバを選択して下さい。

ステップ 17： これがされれば、リモート オプションの追加行はポップアップする必要がありま
す。

ステップ 18： この行からの KVM コンソールをクリックすればイメージに示すように操作のアッ
プグレードを表示できます。

リモートサーバへのエクスポート テクニカル サポート データ

9. テクニカル サポート データを抽出するためにこれらの操作を行って下さい。

ステップ 1.システム > コンポーネントへの移動およびデフォルト グループのためのエラー ステ
ータス。

ステップ 2.ラック グループを拡張し、ラック グループを選択して下さいサーバが含まれている
。

ステップ 3.イメージに示すようにラック サーバ タブを選択して下さい。



ステップ 4.詳細を表示するか、またはリストからの、そして右端のクリックするためにリストか
らのサーバを矢印からのサーバを、『View』 をクリック します イメージに示すように Details
をダブルクリックして下さい。

ステップ 5.テクニカルサポート タブをクリックして下さい。

ステップ 6.イメージに示すようにファイルをアップロードするために適切なネットワークの種類
を選択して下さい。



ステップ 7.この例のための TFTP を選択して下さい。

ステップ 8.イメージに示すように『SUBMIT』 をクリック して下さい。

ステップ 9： ここの急なショットはログが指定された位置に正常にアップロードされたことを示
します。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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