
デバイスコンフィギュレーションファイ

ルの管理

この章は次のトピックで構成されています。

•デバイスコンフィギュレーションファイル管理のセットアップ（1ページ）
•ファイルが最後にアーカイブされた時刻を確認する方法（6ページ）
•デバイスコンフィギュレーションファイルのアーカイブへのバックアップ（7ページ）
•アーカイブに保存されているデバイスコンフィギュレーションファイルの表示（9ペー
ジ）

•タグを使用した重要なコンフィギュレーションファイルのラベル付け（11ページ）
•実行デバイスコンフィギュレーションとスタートアップデバイスコンフィギュレーショ
ンの同期（11ページ）

•デバイスコンフィギュレーションファイルの比較（12ページ）
•デバイスへの外部コンフィギュレーションファイルの展開（13ページ）
•実行コンフィギュレーションによるスタートアップコンフィギュレーションの上書き（
14ページ）

•アーカイブされたバージョンへのデバイス設定のロールバック（15ページ）
•コンフィギュレーションファイルのダウンロード（16ページ）
•設定アーカイブ操作に関するネットワーク監査の確認（17ページ）

デバイスコンフィギュレーションファイル管理のセット

アップ
•アーカイブのトリガー方法の制御（2ページ）
•イベントトリガーアーカイブをセットアップする（3ページ）
•コンフィギュレーションファイルの変更を確認する場合に除外する項目の指定（3ペー
ジ）

•設定アーカイブ操作のタイムアウトの制御（4ページ）
•アーカイブサマリーの更新頻度の制御（4ページ）
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•並行してアーカイブできるファイル数の制御（4ページ）
•エクスポート中に設定ファイルのコンテンツをマスクするかどうかの制御（4ページ）
•データベースからデバイスコンフィギュレーションファイルを消去するタイミングの制
御（6ページ）

アーカイブのトリガー方法の制御

デフォルトでは、 Prime Infrastructureは次のタイミングでデバイスコンフィギュレーション
ファイルをアーカイブに保存します。

•新しいデバイスが Prime Infrastructureに追加された場合

•デバイスの変更通知を受信した場合

管理者権限を持つユーザはこれらの設定を変更できます。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]の順に選択
し、[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ（IConfiguration Archive）]を選択しま
す。

ステップ 2 次の条件に従って、アーカイブ設定を調整します。

ファイルをアーカイブする条件：このチェックボックスをオンした場合：

新しいデバイスが追加された場合（デフォル

トで有効にされます）

「すぐに使える設定をアーカイブしますか?
（Archive configuration out-of-box?）」

インベントリ収集後に変更が検出された場合

（デフォルトで無効にされます）

「インベントリ同期後の設定をアーカイブし

ますか?（Archive configuration after inventory
sync?）」

設定の変更通知が送信された場合（デフォル

トで有効にされます）。次を参照：イベント

トリガーアーカイブをセットアップする（3
ページ）

「受信設定変更イベントの設定をアーカイブ

しますか?（Archive configuration on receiving
configuration change events?）」

ステップ 3 デバイスのグループ（または単一のデバイス）に対して定期的なアーカイブをスケジュールす
るには、次の手順に従います。

a) [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]の順に選択します。

b) [デバイス（Devices）]タブで、定期的にアーカイブする複数のデバイスまたはデバイスグ
ループを選択しします。

c) [アーカイブのスケジュール（Schedule Archive）]をクリックし、[定例（Recurrence）]領
域でスケジュールを設定します。多数のデバイスに対してこの操作が行われるようにする
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場合、実稼働に影響を与える可能性が最も少ない時間にアーカイブをスケジュールしてく

ださい。

イベントトリガーアーカイブをセットアップする

デフォルトで、 Prime Infrastructureは、変更通知イベントを受信するたびに、デバイスのコン
フィギュレーションファイルをバックアップします。この機能は、デバイスが適切に設定され

ている場合にのみ動作します。たとえば、Cisco IOSXRとCisco IOSXEを実行しているデバイ
スの場合は、次の設定を構成する必要があります。

logging server-IP

Prime Infrastructureは設定変更イベントを受信すると、さらに設定変更イベントを受信した場
合に備えて 10分間（デフォルト）待機してからアーカイブを実行します。これにより、複数
の収集プロセスの同時実行が回避されます。この設定をチェックまたは変更するには、[管理
（Administration）]> [設定（Settings）]> [システム設定（SystemSettings）]を選択してから、
[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）]を選択し、ホール
ドオフタイマーを調整します。

イベントトリガーアーカイブをオフにするには、[管理（Administration）]> [設定（Settings）]>
[システム設定（System Settings）]を選択してから、[インベントリ（Inventory）] > [設定アー
カイブ（Configuration Archive）]を選択し、[設定変更イベントの受信時に設定をアーカイブ
するか?（Archive configuration on receiving configuration change events?）]チェックボックスをオ
フにします。

WLCでは設定変更イベントに関するSyslogメッセージが送信されないため、この機能はWLC
ではサポートされていません。

（注）

コンフィギュレーションファイルの変更を確認する場合に除外する項

目の指定

Prime Infrastructureは、異なるバージョンのデバイスコンフィギュレーションファイルを比較
して変更を特定する際に、ファイルの一部の行を除外する必要があります。デフォルトでは、

Prime Infrastructureはルータやスイッチのクロック設定など、一部の行を除外します。管理者
権限がある場合は、除外される行を確認した上で、除外する行を追加できます。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]を選択し、
[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）]を選択します。

デバイスコンフィギュレーションファイルの管理

3

デバイスコンフィギュレーションファイルの管理

イベントトリガーアーカイブをセットアップする



ステップ 2 [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 3 [製品ファミリ（Product Family）]リストで、コマンドの除外を適用するデバイスまたはグルー
プを選択します。

ステップ 4 [コマンド除外リスト（Command Exclude List）]に、その選択で除外するカンマ区切りのコン
フィギュレーションコマンドのリストを入力します。これらは、コンフィギュレーションの変

更についてデバイスを確認する際に Prime Infrastructureが無視するパラメータです。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

設定アーカイブ操作のタイムアウトの制御

既定では、アーカイブ、ロールバック、およびデバイスから構成を取得などの構成をアーカイ

ブ操作は6分 (360)デバイスが応答しない場合にタイムアウトをします。この設定を調整する、
選択 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] 、
選択 [在庫（Inventory）] > [構成アーカイブ（Configuration Archive） ]で設定を変更し、
[タイムアウト（Timeout）] フィールド。

アーカイブサマリーの更新頻度の制御

選択すると [在庫（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [構成アーカイブ
（Configuration Archive）] 、 Prime Infrastructureを集めて構成アーカイブ一覧が表示されま
す。新しいアーカイブを収集するたびに、この集計データが更新されます。既定ではサマリの

更新タイマーによると少なくとも 30分も更新されます。選択して時間設定を変更することが
できます [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]
、選択 [在庫（Inventory）] > [構成アーカイブ（Configuration Archive）] 調整と、 [概要更
新ホールド・オフ時間（Summary refresh hold-off time）]。

並行してアーカイブできるファイル数の制御

Prime Infrastructureは、コンフィギュレーションファイルをアーカイブにコピーするために 10
個のスレッドプールを使用します。1,000を超えるデバイスが関わる変更をアーカイブする場
合は、数が大きいほど役立ちます。ただし、数が大きすぎると、システムのパフォーマンスに

悪影響を与える可能性があります。この数を変更するには、[管理（Administration）] > [設定
（Settings）] > [システム設定（System Settings）]を選択して、[インベントリ（Inventory）] >
[設定アーカイブ（Configuration Archive）]を選択し、[スレッドプールタイマー（Thread Pool
Timer）]を調整します。

エクスポート中に設定ファイルのコンテンツをマスクするかどうかの

制御

Prime Infrastructure起動および実行構成ファイルをローカルファイルシステムにエクスポート
をサポートします。既定では、これらのファイルの内容は、彼らがエクスポートされるときに
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マスクされます。構成ファイルをエクスポートするのには参照してくださいコンフィギュレー

ションファイルのダウンロード（5ページ） 。マスクの設定を変更する場合は、選択 [管
理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] 、選択 [在
庫（Inventory）] > [構成をアーカイブ（Configuration Archive）] を調整し、 [セキュリティ
コンテンツをマスクエクスポート中（Mask security content while exporting）] オプション。

コンフィギュレーションファイルのダウンロード

同時に最大 1000台までのデバイスの起動および実行コンフィギュレーションファイルをロー
カルシステムにダウンロードできます。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]の順に選択します。

ステップ 2 [エクスポート（Export）]ドロップダウンリストから、コンフィギュレーションファイルをダ
ウンロードするための次のいずれかのオプションを選択します。

1. [サニタイズ（Sanitized）]：デバイスのクレデンシャルパスワードがダウンロードしたファ
イル内でマスクされます。

2. [非サニタイズ（Unsanitized）]：デバイスのクレデンシャルパスワードがダウンロードファ
イル内に表示されます。

このオプションは、サポートされているすべての設定を csvファイルとしてデバイスからダウ
ンロードします。デバイスからスタートアップコンフィギュレーションまたは実行コンフィ

ギュレーションのみを指定してダウンロードするには、次の代替ステップを使用します。

[非サニタイズ（Unsanitized）]オプションは、ロールベースアクセスコントロール（RBAC）
で設定されているユーザ権限に基づいて表示されます。

また、次の手順を実行しても、設定をダウンロードすることができます。

• [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]ページで、設定ファイルをダウンロードするデバイスをクリッ
クするか、または [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] >
[ネットワークデバイス（NetworkDevices）]ページで設定ファイルをダウンロードするデ
バイスをクリックし、[設定アーカイブ（ConfigurationArchive）]タブをクリックします。

• [展開（Expand）]アイコンを使用して、必要な設定の詳細をアーカイブから表示します。

• [詳細（Details）]をクリックします。

• [サニタイズ（Sanitized）]または [非サニタイズ（Unsanitized）]を [エクスポート（Export）]
ドロップダウンリストから選択します。
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データベースからデバイスコンフィギュレーションファイルを消去

するタイミングの制御

デバイスコンフィギュレーションファイルをデータベースから手動で削除することはできま

せん。これを消去できるのは、Cisco Prime Infrastructure Prime Infrastructureのみです。管理者権
限を持つユーザは、コンフィギュレーションファイルが消去されるタイミングを次のように調

整できます。コンフィギュレーションファイルを一切消去しない場合は、次の手順に従う際、

両方のフィールドを空にしてください。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]を選択し、
[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）]を選択します。

ステップ 2 次の条件に従って、アーカイブ設定を調整します。

ファイルを消去する条件オンにするチェックボックス：

デバイスのコンフィギュレーションファイルの数がこの設

定（デフォルトは 5）を超えた場合。
[コンフィギュレーションアー
カイブの最大数（Max
configuration archives）]

コンフィギュレーションファイルの存続期間がこの設定（デ

フォルトは 7）を超えた場合。
[最大保持日数（Max. days
retained）]

ファイルが最後にアーカイブされた時刻を確認する方法

手順

ステップ 1 デバイスの実行コンフィギュレーションファイルがアーカイブにバックアップされた最終日を
検出するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定
アーカイブ（Configuration Archive）]を選択し、[デバイス（Devices）]タブをクリックしま
す。[最新のアーカイブ（Latest Archive）]列に、最新のアーカイブが最初に示された各デバイ
スのアーカイブタイムスタンプのリストが表示されます。[作成者（Created By）]列には、
アーカイブのトリガー（たとえば、syslog）が表示されます。

ステップ 2 デバイスの最新のアーカイブ済み実行コンフィギュレーションファイルの内容を表示するに
は、タイムスタンプのハイパーリンクをクリックします。[実行コンフィギュレーション
（Running Configuration）]ウィンドウにファイルの内容が表示されます。
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ステップ 3 デバイスのアーカイブ間で加えられた変更を表示するには、デバイスコンフィギュレーション
ファイルの比較（12ページ）を参照してください。

デバイスコンフィギュレーションファイルのアーカイブ

へのバックアップ
•データベースにバックアップされる内容（7ページ）
•コンフィギュレーションファイルをバックアップ（アーカイブ）する（8ページ）

データベースにバックアップされる内容

設定アーカイブは、デバイスコンフィギュレーションファイルのコピーを保持し、それらを

データベースに保存します。ほとんどのコンフィギュレーションファイルは、デバイスから受

信したものとして読み取り可能な形式に保存され、以前のバージョンと比較できます。デバイ

ス設定は、アーカイブに保存されているファイルを使用して、前の状態に復元できます。

デバイス上の実行コンフィギュレーションとスタートアップコンフィギュレーションが同じ場

合、 Prime Infrastructureは実行コンフィギュレーションのみをデータベースにコピーします。
そのため、イメージリポジトリを表示するときに、実行コンフィギュレーションのアーカイブ

のみが表示されることがあります。

コンフィギュレーションファイルが最後のバックアップから変更されていない場合、 Prime
Infrastructureはファイルをアーカイブしません。 Prime Infrastructureはジョブが成功したこと
を報告し、ジョブの結果には AlreadyExistsと表示されます。

Prime Infrastructureは、次のデバイスコンフィギュレーションファイルを収集およびアーカイ
ブします。

バックアップ内容デバイス/デバイス
OS

最新のスタートアップコンフィギュレーション、実行コンフィギュレー

ション、および VLAN設定。
Cisco IOSおよび
Cisco IOS XE

•最新の実行コンフィギュレーション。アクティブなパッケージが含
まれます。デバイスは、システムユーザが管理する必要がありま

す。これは、システムユーザ以外のユーザはコマンドラインイン

ターフェイス（CLI）で copyコマンドを使用できないためです。

•データベース設定（バイナリファイル）

CiscoNCS4000デバイスの場合、データベースは、ローカ
ルマシン上のファイルシステムに .tgzファイルとしてバッ
クアップされます。

（注）

Cisco IOS XR
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コンフィギュレーションファイルをバックアップ（アーカイブ）する

コンフィギュレーションファイルをバックアップすると、 Prime Infrastructureがデバイスから
コンフィギュレーションファイルのコピーを取得して、設定アーカイブ（データベース）にコ

ピー（バックアップ）します。コピーをアーカイブに保存する前に、 Prime Infrastructureは、
取得したファイルをアーカイブ内の（同じタイプ（実行と実行、スタートアップとスタート

アップ）の）最新バージョンと比較します。 Prime Infrastructureは、2つのファイルが異なる
場合にだけファイルをアーカイブします。アーカイブ済みのバージョンの数が最大値（デフォ

ルトは 5）を超えると、最も古いアーカイブが消去されます。

実行コンフィギュレーションとスタートアップコンフィギュレーションの両方をサポートする

デバイスの場合は、 Prime Infrastructureがスタートアップコンフィギュレーションの最新バー
ジョンと実行コンフィギュレーションファイルの最新バージョンを比較することによって、

バックアッププロセス中に同期外れ（非同期）のデバイスを特定します。同期外れのデバイス

の詳細については、実行デバイスコンフィギュレーションとスタートアップデバイスコンフィ

ギュレーションの同期（11ページ）を参照してください。

次の表に、サポートされているバックアップ方式とそれらのトリガー方法の説明を示します。

デフォルト設定をチェックまたは調整するには、アーカイブのトリガー方法の制御（2ペー
ジ）を参照してください。

表 1 :バックアップ方式

注記説明バックアップ方式

該当なし[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]を選択して、デバイスを選択
し、ScheduleArchiveをクリックします（ジョブをすぐ
にまたは後で実行します）。

オンデマンド手動

バックアップ

該当なし[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]を選択して、デバイスを選択
し、ScheduleArchiveをクリックします。スケジューラ
で、Recurrenceを指定します。

定期的にスケ

ジュールされた

バックアップ

デフォルトで無

効

Prime Infrastructureは、インベントリ収集中に変更が検
出された場合に自動的にバックアップを実行します。

インベントリ収集

バックアップ

デフォルトで有

効

Prime Infrastructureは、自動的に新しいデバイスのバッ
クアップを実行します。

新しいデバイスの

バックアップ

デフォルトで有

効

Prime Infrastructureは、管理対象デバイスから syslogを
受信したときに自動的にバックアップを実行します。

イベントトリガー

バックアップ（デ

バイス変更通知）
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アーカイブに保存されているデバイスコンフィギュレー

ションファイルの表示
•すべてのアーカイブされたファイルを表示する（9ページ）
•特定のデバイスのアーカイブされたファイルを表示する（10ページ）

すべてのアーカイブされたファイルを表示する

データベースに保存されたコンフィギュレーションファイルを表示するには、[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）]を選択します。開始する場所に応じて、[アーカイブ（Archives）]タブまたは [デバ
イス（Devices）]タブをクリックします。

• Archivesタブ：アーカイブされたコンフィギュレーションファイルのリスト。最新のアー
カイブが先頭に表示されます。[アウトオブバンド（OutofBand）]列は、Prime Infrastructure
以外のアプリケーションによって変更が行われたかどうかを示します。左側の [グループ
（Groups）]リストを使用して、アーカイブをデバイスタイプ別とファミリ別で表示しま
す。グローバル設定に関して実行できることは次のとおりです。

•アーカイブされたバージョンへのデバイス設定のロールバック（15ページ）
•実行コンフィギュレーションによるスタートアップコンフィギュレーションの上書き
（14ページ）

•タグを使用した重要なコンフィギュレーションファイルのラベル付け（11ページ）

• Devicesタブ：アーカイブされた設定を含むデバイスのフラットなリスト。ここでは、次
の操作を実行できます。

•アーカイブへのバックアップをスケジュールします（デバイスコンフィギュレーショ
ンファイルのアーカイブへのバックアップ（7ページ）を参照）。

•デバイス名のハイパーリンクをクリックして、特定のデバイスのアーカイブされた
ファイルを表示します（特定のデバイスのアーカイブされたファイルを表示する（

10ページ）を参照）。

デフォルトで、 Prime Infrastructureは、ファイルの最大 5つのバージョンを保存し、7日前よ
り古いファイルをすべて削除します。デバイスコンフィギュレーションファイルは、データ

ベースから手動で削除することはできません（現在の消去設定をチェックするには、データ

ベースからデバイスコンフィギュレーションファイルを消去するタイミングの制御（6ペー
ジ）を参照してください）。
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特定のデバイスのアーカイブされたファイルを表示する

実行コンフィギュレーションファイルだけが表示され、スタートアップファイルが表示され

ないのは、この 2つのファイルが同じものだからです。 Prime Infrastructureは、実行コンフィ
ギュレーションと異なっている場合にしか、スタートアップコンフィギュレーションをバック

アップしません。

（注）

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]を選択し、[デバイス（Devices）]タブをクリックします。

ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックします。 Prime Infrastructureに、タイムスタンプに基
づいてアーカイブされたファイルが一覧表示されます。

アーカイブされた設定ファイルの rawコンテンツの表示
この手順を使用して、設定アーカイブに保存されているスタートアップコンフィギュレーショ

ンファイル、実行コンフィギュレーションファイル、VLAN（サポートされている場合）コ
ンフィギュレーションファイル、データベースコンフィギュレーションファイルおよび管理

コンフィギュレーションファイルを表示します。タイムスタンプに応じてバージョンを選択

し、それらを別のバージョンと比較できます。

設定アーカイブに保存されている実行コンフィギュレーションファイルの内容を表示するに

は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]を選択し、[デバイス（Devices）]タブをクリックします。

ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックします。 Prime Infrastructureに、タイムスタンプに基
づいてアーカイブされたファイルが一覧表示されます。

ステップ 3 タイムスタンプを展開して、その時点でアーカイブされたファイルを表示します。実行コン
フィギュレーション、スタートアップコンフィギュレーション、管理コンフィギュレーショ

ン、VLANコンフィギュレーション、およびデータベースコンフィギュレーションの詳細が
表示されます。これらのカテゴリの下にある [詳細（Details）]ハイパーリンクをクリックし、
詳細を表示します。

デバイスコンフィギュレーションファイルの管理
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実行コンフィギュレーションファイルだけが表示され、スタートアップファイルが

表示されないのは、この 2つのファイルが同じものだからです。 Prime Infrastructure
は、実行コンフィギュレーションと異なっている場合にしか、スタートアップコン

フィギュレーションをバックアップしません。

（注）

ステップ 4 [設定タイプ（Configuration Type）]の下にあるファイルをクリックし、その rawデータを表示
します。[Rawコンフィギュレーション（Raw Configuration）]タブの上から下へとファイルの
内容が一覧表示されます。

ステップ 5 別のファイルの内容と比較するには、[比較対象（Compare With）]列の下にある任意のハイ
パーリンクをクリックします。選択肢は、アーカイブにバックアップされたデバイスのタイプ

と設定ファイルの数によって異なります。カラーコードは、更新、削除、または追加されたも

のを示します。

タグを使用した重要なコンフィギュレーションファイル

のラベル付け
コンフィギュレーションファイルにタグを割り当てることは、重要な設定を識別し、必要な情

報を伝えるためのわかりやすい方法です。タグは、[設定アーカイブ（Configuration Archive）]
ページでファイルの一覧とともに表示されます。また、次の手順を使用して、タグを編集およ

び削除することもできます。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]の順に選択します。

ステップ 2 ラベル付けするコンフィギュレーションファイルを見つけて、表の上部にある [タグの編集
（EditTag）]をクリックします。

ステップ 3 [タグの編集（Edit Tag）]ダイアログボックスに内容を入力するか、既存のタグを編集または
削除して、[保存（Save）]をクリックします。

実行デバイスコンフィギュレーションとスタートアップ

デバイスコンフィギュレーションの同期
スタートアップコンフィギュレーションファイルと実行コンフィギュレーションファイルを

持つデバイスは、同期が取れていない（非同期）場合があります。スタートアップファイル

（デバイスの再起動時に読み込まれる）が実行コンフィギュレーションと異なる場合、デバイ

スは同期が取れていないと判断されます。変更された実行コンフィギュレーションはスタート

デバイスコンフィギュレーションファイルの管理
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アップコンフィギュレーションとしても保存しない限り、デバイスを再起動すると、実行コン

フィギュレーションの変更が失われます。上書き操作は、現在の実行コンフィギュレーション

でデバイスのスタートアップコンフィギュレーションを上書きして、ファイルを同期します。

このデバイスコンフィギュレーションファイルの同期操作は、デバイスの即時インベントリ

収集を実行する同期操作とは異なります。

（注）

手順

ステップ 1 同期が取れていないデバイスの特定。

a) Inventory > Device Management > Configuration Archiveの順に選択します。
b) [デバイス（Device）]タブで [スタートアップと実行の不一致（Startup/RunningMismatch）]
フィールドをオンにします。

c) いずれかのデバイスのリストが [はい（Yes）]の場合、書き留めておきます。

ステップ 2 デバイスを同期するには。

a) [アーカイブ（Archives）]タブをクリックします。
b) 同期が取れていないデバイスを選択し、[上書き（Overwrite）]をクリックします。（上書
き操作の詳細については、実行コンフィギュレーションによるスタートアップコンフィ

ギュレーションの上書き（14ページ）を参照してください）。

ステップ 3 ジョブの詳細を確認するには、Administration>JobDashboardの順に選択して、上書きジョブ
の詳細を表示します。

デバイスコンフィギュレーションファイルの比較
比較機能は、2つのコンフィギュレーションファイルを並べて表示し、追加、削除、および除
外された値を異なる色で示します。この機能を使用して、同期されていないデバイスの起動時

と実行時のコンフィギュレーションファイル間の違いを表示するか、または同様なデバイスの

設定が異なっているかどうかを検出します。

Prime Infrastructureは、NTPクロックレート（管理対象のネットワーク要素上で絶えず変化し
ていても、設定変更とは見なされない）のような、小型のコマンドセットをデフォルトで除外

します。コンフィギュレーションファイルの変更を確認する場合に除外する項目の指定（3
ページ）で説明するように、除外されたコマンドのリストは変更できます。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]の順に選択します。

デバイスコンフィギュレーションファイルの管理
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ステップ 2 [デバイス（Devices）]タブで、比較する設定を持つデバイスを見つけ、そのデバイス名のハイ
パーリンクをクリックします。

ステップ 3 タイムスタンプを展開して、その時点でアーカイブされたファイルを表示します。

ステップ 4 [比較対象（Compare With）]列の下にあるハイパーリンクのいずれかをクリックして比較ウィ
ンドウを起動します。選択肢は、アーカイブにバックアップされたデバイスのタイプと設定

ファイルの数によって異なります。カラーコードは、更新、削除、または追加されたものを示

します。

[設定の比較（Configuration Comparison）]ウィンドウでは、rawファイルに注目するか、また
はファイルの特定の部分（configlet）に注目することで、設定を調べることができます。下部
のウィンドウの色分けを使用して、何が更新、削除、または追加されたかを確認します。

デバイスへの外部コンフィギュレーションファイルの展

開
展開のスケジュール操作は、外部ファイルを使用してデバイスの設定を更新します。ロール

バックと定期展開の違いは、ロールバックではアーカイブから既存のファイルを使用するのに

対して、定期展開では外部ファイルを使用することです。

デバイスのタイプによっては、展開ジョブに次の設定を指定できます。

•現在のスタートアップコンフィギュレーションを新しいバージョンで書き換え、必要に応
じて展開後にデバイスを再起動します。

•新しいファイルと現在実行中の設定をマージし、必要に応じてファイルを新しいスタート
アップコンフィギュレーションとしてアーカイブします。

•データベースコンフィギュレーションファイルの展開を .tgz形式でスケジュール設定し
ます。

ローカルマシンにファイルを作成する場所があることを確認します。

手順

ステップ 1 デバイスの [デバイスの詳細（DeviceDetails）]ページを開き、そのページから展開操作を実行
します。

a) [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバ
イス（Network Devices）]を選択します。

b) デバイス名のハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）]ページを
開きます。

ステップ 2 [設定アーカイブ（Configuration Archive）]タブをクリックしてデバイスの [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]ページを開きます。

デバイスコンフィギュレーションファイルの管理
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ステップ 3 [定期展開（Schedule Deploy）]をクリックして展開ジョブダイアログボックスを開きます。

ステップ 4 [参照（Browse）]をクリックし、ファイルの場所まで移動してファイルを選択し、展開する
ファイルを選択します。

Cisco forNCS4000デバイスにデータベースコンフィギュレーションを展開するには、
ファイルを .tgz形式でアップロードする必要があります。

（注）

ステップ 5 展開するファイルのタイプに応じて、次のようにジョブパラメータを設定します。

• [スタートアップコンフィギュレーション（Startup configuration）]：[スタートアップコン
フィギュレーションの上書き（Overwrite Startup Configuration）]を選択します。展開操作
の後にデバイスを再起動する場合は、[再起動（Reboot）]チェックボックスをオンにしま
す。

• [実行コンフィギュレーション（Running configuration）]：MergewithRunningConfiguration
を選択します。また、スタートアップコンフィギュレーションとしてデバイスにファイル

を保存するには、SavetoStartupチェックボックスをオンにします。

• [データベースコンフィギュレーション（Database configuration）]：
DeployDatabaseConfigurationを選択し、データベースファイルを選択します（Cisco NCS
4000の場合は .tgz形式、Cisco NCS2000の場合は .cfg形式）。

• [管理コンフィギュレーション（Admin configuration）]：MergewithAdminConfigurationを
選択します。

ステップ 6 展開ジョブをすぐに実行するか、後で実行するようにスケジュールを設定し、Submitをクリッ
クします。

ステップ 7 Administration>JobDashboardを選択し、イメージアクティブ化ジョブに関する詳細を確認し
ます。

実行コンフィギュレーションによるスタートアップコン

フィギュレーションの上書き
上書き操作により、デバイスの実行コンフィギュレーションがデバイスのスタートアップコン

フィギュレーションにコピーされます。実行コンフィギュレーションに変更を加えた後、デバ

イスのスタートアップコンフィギュレーションを上書きしなければ、デバイスを再起動すると

その変更内容が失われます。

（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]を選択すると表示される）[アーカイブ（Archives）]タブの [上書
き（Overwrite）]ボタンで選択できるのはデバイスだけで、コンフィギュレーションファイル
を選択することはできないため、このボタンは使用しないでください。

（注）
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手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイ
ス（Network Devices）]の順に選択します。

ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして [デバイスの詳細（OrderDetails）]ページを開き、
[設定アーカイブ（Configuration Archive）]タブをクリックします。

ステップ 3 [上書きのスケジュール（Schedule Overwrite）]をクリックし、ジョブを即時に実行するか、後
で実行するかを設定してから、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 4 [管理（Administration）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）]の順に選択し、イメー
ジアクティブ化ジョブの詳細を表示します。

アーカイブされたバージョンへのデバイス設定のロール

バック
ロールバック操作により、アーカイブのファイルがデバイスにコピーされ、新しいファイルが

現在の設定になります。実行コンフィギュレーション、スタートアップコンフィギュレーショ

ン、VLAN設定をロールバックできます。デフォルトでは、この操作はファイルをマージして
実行されます。実行コンフィギュレーションをロールバックする場合、ファイルをマージする

のではなく、上書きするオプションを選択できます。コンフィギュレーションファイルを前の

バージョンにロールバックするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 Inventory > Device Management > Configuration Archiveの順に選択します。

ステップ 2 Archivesタブをクリックし、コンフィギュレーションファイルをロールバックするデバイス
を選択してから Rollbackをクリックします。

ステップ 3 ロールバックするファイルのタイプを選択します。[設定ロールバックのスケジュール（Schedule
Configuration Rollback）]ダイアログボックスで次の操作を行います。

a) [ロールバックのオプション（Rollback Options）]領域を展開します。
b) FilestoRollbackドロップダウンリストから、ファイルのタイプを選択します。Allを選択
すると、この操作がスタートアップコンフィギュレーションファイル、実行コンフィギュ

レーションファイル、VLAN設定ファイルのすべてに適用されます。

ステップ 4 ロールバック先の特定のコンフィギュレーションファイルのバージョンをクリックします。

ステップ 5 ScheduleRollbackをクリックし、以下の操作を行います。
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表 2 :デバイス設定のロールバック

説明オプション領域

[データベース設定（DatabaseConfiguration）]、
[実行コンフィギュレーション（Running
Configuration）]、[管理者設定（Admin
Configuration）]のいずれかを選択します。

[ロールバックするファイル
（Files to rollback）]

ロールバック

（Rollback）

（起動のみ）起動コンフィギュレーションを

ロールバックした後、デバイスを再起動する

と、起動コンフィギュレーションが実行コン

フィギュレーションになります。

[リブート（Reboot）]

（実行のみ）実行コンフィギュレーションを

ロールバックした後、その実行コンフィギュ

レーションを起動コンフィギュレーションに保

存します。

[スタートアップに保存（Save
to startup）]

ロールバック操作を開始する前に、選択された

ファイルをバックアップします。

[ロールバック前のアーカイブ
（Archive before rollback）]

古い実行コンフィギュレーションを（マージす

るのではなく）新しい実行コンフィギュレー

ションで上書きします。

[実行コンフィギュレーション
の上書き（Overwrite running
configuration）]

（[ロールバック前のアーカイブ（Archivebefore
rollback）]が選択されている場合）選択された
ファイルが正常にデータベースに保存されなく

てもロールバックを続行します。

[アーカイブの失敗時ロール
バックを続行（Continue rollback
on archive failure）]

データベース設定ファイルのロールバック操作

を開始します。

[データベース設定のロール
バック（Rollback Database
Configuration）]

ロールバック

（Rollback）

ロールバックを即時に実行するか、後でスケ

ジュールした時間に実行するかを指定します。

（Web GUIを参照）スケジュール

（Schedule）

ステップ 6 Submitをクリックします。

コンフィギュレーションファイルのダウンロード
同時に最大 1000台までのデバイスの起動および実行コンフィギュレーションファイルをロー
カルシステムにダウンロードできます。

デバイスコンフィギュレーションファイルの管理
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手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]の順に選択します。

ステップ 2 [エクスポート（Export）]ドロップダウンリストから、コンフィギュレーションファイルをダ
ウンロードするための次のいずれかのオプションを選択します。

1. [サニタイズ（Sanitized）]：デバイスのクレデンシャルパスワードがダウンロードしたファ
イル内でマスクされます。

2. [非サニタイズ（Unsanitized）]：デバイスのクレデンシャルパスワードがダウンロードファ
イル内に表示されます。

このオプションは、サポートされているすべての設定を csvファイルとしてデバイスからダウ
ンロードします。デバイスからスタートアップコンフィギュレーションまたは実行コンフィ

ギュレーションのみを指定してダウンロードするには、次の代替ステップを使用します。

[非サニタイズ（Unsanitized）]オプションは、ロールベースアクセスコントロール（RBAC）
で設定されているユーザ権限に基づいて表示されます。

また、次の手順を実行しても、設定をダウンロードすることができます。

• [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）]ページで、設定ファイルをダウンロードするデバイスをクリッ
クするか、または [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] >
[ネットワークデバイス（NetworkDevices）]ページで設定ファイルをダウンロードするデ
バイスをクリックし、[設定アーカイブ（ConfigurationArchive）]タブをクリックします。

• [展開（Expand）]アイコンを使用して、必要な設定の詳細をアーカイブから表示します。

• [詳細（Details）]をクリックします。

• [サニタイズ（Sanitized）]または [非サニタイズ（Unsanitized）]を [エクスポート（Export）]
ドロップダウンリストから選択します。

設定アーカイブ操作に関するネットワーク監査の確認
デバイスのソフトウェアイメージの変更に関する履歴情報を取得するには、ネットワーク監査

を確認します。
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手順

ステップ 1 Inventory>NetworkAuditの順に選択します。イメージ管理の操作だけが表示されるように結果
をフィルタリングするには、[監査コンポーネント（Audit Component）]フィールドに archive
と入力します。

ステップ 2 イベントドロワーを展開して、デバイスの変更に関する詳細を表示します。たとえば、ステッ
プ1の図「ネットワーク監査イベント：設定アーカイブ」で強調表示されているドロワーを展
開すると、その時点でデバイスの実行コンフィギュレーションファイルが正常にアーカイブに

バックアップされていることがわかります。

Success
Unsupported operation
Unsupported operation
Success
Success
<189>308716: *Jan 27 01:25:41.622: %SYS-5-CONFIG_I:
Configured from console by vty0 (10.127.101.52)

Archive configuration
Fetch DATABASE configuration
Fetch VLAN configuration
Fetch running configuration
Fetch startup configuration
Syslog Message
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