
Cisco仮想マネージドサービスでのロール
ベースのアクセス

Cisco仮想マネージドサービス (VMS)でのユーザのアクセス許可は、ロールベースのアクセス
コントロール（RBAC）を使用して管理されます。RBACはユーザによるシステムへのアクセ
スを、ユーザロールに基づいて制限または許可します。ユーザは、管理者により自分に割り当

てられたアクセス許可に基づいて、自分のサービスをどのような方法でカスタマに提供するか

を定義し、カスタマイズすることができます。アクセス許可は、テナントの管理、通知、BSS
システムとの統合、アナウンスなど、サービスワークフローの様々な面をカスタマイズするこ

とを許可します。ロールベースのアクセス権限は、次のカテゴリに分類されます:

•サービスパック固有のアクセス許可:サービスパックのさまざまな設定を制御するための
アクセス許可が含まれます。

•サービス、設定、およびデバイス固有のアクセス許可 :デバイスとサービスのさまざまな
設定を構成するアクセス許可が含まれます。

•統合、設定、およびログ固有のアクセス許可 :統合、ログ、およびSSOの設定を制御する
ためのアクセス許可が含まれます。

•ユーザ、ロール、およびテナント固有のアクセス許可 :ユーザ、リモートユーザ、テナン
ト、ロール、プロバイダーの設定などを構成するためのアクセス許可が含まれます。

Cisco仮想マネージドサービス (VMS)で使用可能なアクセス許可と、VMSで様々な操作を行
うための必要最小限のアクセス許可については、『Cisco仮想マネージドサービス (VMS) 3.3
プラットフォームおよびサービスパックのアクセス許可に関する付録』を参照してください。

この 3.3のドキュメンテーションにアクセスするには、Ciscoの顧客またはCiscoの従業員とし
ての権限が必要です。

（注）

VMSは、デフォルトで適用されているアクセス許可があり、設定済みロールを提供します。
これら設定済みロールと関連付けられているアクセス許可を変更することもできますし、新し

いロールを追加することもできます。これらのアクセス許可についての説明は、「Cisco仮想
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マネージドサービスのアクセス許可とその説明」のセクションに記されているテーブルを参照

してください。

次に、VMSの設定済みロールについて説明します:

• Service Provider Operatorsサービス情報と設定の維持、表示、SP-DNAプラットフォーム
の監視、顧客の基本的な問題の修正、および重大な問題のエスカレーションによって、複

数の顧客をサポートします。

• ServiceProviderAdministratorsオペレータのアクセス許可を持つとともに、価格プランの
管理、サービス定義のインポートとエクスポート、およびサービスプラットフォームの構

成といったより高度なタスクも実施できます。

• Service ProviderAPIAdministratorsアプリケーションやプラットフォームのWebインター
フェイスを通して利用可能な標準的な方法の代わりに、API呼び出しを使用してテナント
データを更新します。これは、テナントのRBACチェックをバイパスできる、強力なロー
ルです。

• Tenant Administratorsテナントオペレータのアクセス許可を持つとともに、サービスポ
リシーの管理と構成といったより高度なタスクも実施できます。

• SuperUserユーザ管理からサービス管理までの、またはオペレータのすべてのアクション
をサポートします。

新しいロールを追加する、または既存のロールを変更し、このロールをユーザに関連付ける方

法の詳細については、ユーザロールの管理およびユーザの管理を参照してください。

• VMSプラットフォーム固有のユーザロールの管理（2ページ）
•テナントとテナントグループの管理（5ページ）

VMSプラットフォーム固有のユーザロールの管理
Cisco VMSでは、新しい役割 (Tenant Operatorなど)を作成し、プラットフォームタスクの操作
に必要な権限を割り当てる必要があります。新しい役割を作成してユーザに割り当てるには、

次の手順を実行します。

表 1 :プラットフォーム固有のユーザロールを作成するための概要手順

リファレンストピックタスク

CiscoVMSポータルに (Admin/Superユーザと
して)ログインします。

1

テナントの管理（5ページ）テナントを作成します。2
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リファレンストピックタスク

• VMSプラットフォームおよびサービ
スパックのドキュメント化されたタ

スクを実行するために必要な基本ア

クセス許可の詳細については、

「Cisco Virtual Managed Services
(VMS) 3.3プラットフォームおよび
サービスパックのアクセス許可の補

足 (Cisco Virtual Managed Services
(VMS) 3.3 Platform and Service Pack
Permissions Addendum)」を参照して
ください。

•新規ユーザロールの作成の詳細につ
いては、ユーザロールの管理（3
ページ）を参照してください。

新しい役割 (Tenant Operatorなど)を作成し、
VMSアプリケーションとサービスパックの
操作に必要な権限を割り当てます。

3

新規ユーザの作成の詳細については、以

下を参照してくださいユーザの管理（

7ページ）

ユーザ (Tenant Operator Userなど)を作成し、
ステップ3で定義した役割をこのユーザに割
り当て、ユーザがアクセスする必要があるす

べてのテナントを選択します。

4

ユーザロールの管理

ユーザインターフェイスで表示できるものと操作できるものは、ユーザアカウント権限によっ

て制御されます。VM 3.1以降では、ロールベースアクセスコントロール（RBAC）を使用し
て、権限が管理されます。RBACはユーザーロールに基づいてユーザーのシステムアクセス
権の認証を制限します。ロールは、システムにおけるユーザーの権限を定義します。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アクセス権限がユーザーに与えられるのは、割り当てられたロー

ルによりアクセス権限が与えられている場合に限ります。たとえば、サービス拡張デザイナ

ロールを持つユーザーは、サービス拡張テンプレートをインポートし、サービス拡張パラメー

タを定義し、デフォルトのパラメータ値を定義するなどが可能です。ユーザへのユーザロール

の割り当ての詳細については、ユーザの管理（7ページ）を参照してください。

ユーザロールの追加

手順

ステップ 1 Cisco VMSポータルにログインします。

ステップ 2 左側のメニューから [ロール]をクリックします。
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[管理ロール]画面が表示されます。

ステップ 3 [ロールの追加]ボタンをクリックします。

ステップ 4 ロール名、表示名、および説明を入力します。

ステップ 5 ロールの権限を割り当てるには、[カテゴリ]をクリックし、ロールに付与する権限に対応する
ボックスを選択します。

VMSプラットフォームで特定のタスクを実行する必須の権限の詳細については、「Cisco仮想
マネージドサービス（VM）3.3プラットフォームおよびサービスパック権限附属書」を参照
してください。

VMS権限の完全なリストの詳細は、「 Cisco仮想マネージドサービス（VM）3.3プラット
フォームおよびサービスパック権限付属書」を参照してください。

付与する権限のタイプを示します。

説明権限

機能に読み取り専用アクセスのみを提供しま

す。

View

機能に関連した読み取りおよび管理タスクへ

のアクセス権を提供します。

Manage

ステップ 6 [Save（保存）]をクリックします。

既存のロールの変更

手順

ステップ 1 Cisco VMSポータルにログインします。

ステップ 2 [サービスインターフェイス]、の左ペインから [ロール]をクリックしてロールのリストを表示
します。

[管理ロール]画面が表示されます。

ステップ 3 変更するロールを選択し [編集]アイコンをクリックします。

ステップ 4 ロールの権限を割り当てまた取り消すには、[カテゴリ]をクリックするか、権限に対応する
チェックボックスをオフにします。

付与する権限のタイプを示します。

説明権限

機能に読み取り専用アクセスのみを提供しま

す。

View
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説明権限

機能に関連した読み取りおよび管理タスクへ

のアクセス権を提供します。

Manage

ステップ 5 [Save]をクリックします。

テナントとテナントグループの管理
VMSのマルチテナントアーキテクチャは、テナントに保存されているデータを分割する機能
を提供します。テナントを定義すると、データはテナントで分割されます。これはテナントご

とのデータのセキュリティとプライバシーを可能にします。その一方で、クラウドまたはマ

ネージドサービスプロバイダは、多くのより小さいカスタマ設定をインフラストラクチャサー

バのセットに統合するという柔軟性を持てます。

テナントを構成する際に知っておく必要がある主要なポイントとしては、次の事柄があります:

•テナントの管理者は、テナントオブジェクトによって、データにリンクされます。

•テナントオブジェクトは、すべてのクラスタ全体で一貫しており、一意である必要があり
ます。

•テナント管理者は、他のテナントのデータを表示または変更することはできません。

テナントの管理

VMSのマルチテナントアーキテクチャは、テナントに保存されているデータを分割する機能
を提供します。テナントを定義すると、データはテナントで分割されます。これはテナントご

とのデータのセキュリティとプライバシーを可能にします。その一方で、クラウドまたはマ

ネージドサービスプロバイダは、多くのより小さいカスタマ設定をインフラストラクチャサー

バのセットに統合するという柔軟性を持てます。

テナントを管理する際に知っておくべき主要なポイントとしては、次の事柄があります:

•テナントの管理者は、テナントオブジェクトによって、データにリンクされます。

•テナントオブジェクトは、すべてのクラスタ全体で一意である必要があります。

•テナント管理者は、他のテナントのデータを表示または変更することはできません。

•テナント管理者には、1つ以上のテナントを管理できます。

新しいテナントの詳細は、次の手順で追加できます。顧客のユーザを追加する際には、ユーザ

をテナントに関連付ける必要があります。

Cisco仮想マネージドサービスでのロールベースのアクセス
5

Cisco仮想マネージドサービスでのロールベースのアクセス

テナントとテナントグループの管理



手順

ステップ 1 Cisco VMSポータル (サービスインターフェイス)にログインします。

ステップ 2 左側のメニューから、[Tenants]をクリックして、[Manage Tenants]ページに既存のテナント
とその詳細のリストを表示します。

ステップ 3 [AddTenant]をクリックして、顧客の名前と説明、電子メールアドレス、WebサイトのURL、
および連絡先番号を入力します。

ステップ 4 [Save]をクリックします。新しい顧客の詳細が [Manage Tenants]ページに表示されます。

必要であれば、([Action]で)顧客の詳細を更新することもできます。

さらに、テナントの作成、変更または削除の機能を無効にすることもできます。詳細について

は、「統合の設定」を参照してください。

テナントは、すべてのユーザに関連付けられていない場合にのみ、削除することがで

きます。

（注）

テナントグループの管理

テナントを作成したら、テナントグループを設定できます。これは、サービス拡張のパラメー

タ値などのような、共通した機能のリストを割り当てるためにグループ化された、テナントの

集まりのことです。

テナントグループを管理するには、次の手順に従います:

始める前に

手順

ステップ 1 Cisco VMS Portalにログインします。

ステップ 2 左手側のメニューから、[テナントグループ (Tenant Groups)]をクリックして、[テナントグ
ループを管理 (Manage Tenant Groups)]ウィンドウでテナントグループの詳細を表示します。

ステップ 3 [テナントグループの追加 (Add Tenant Group)]をクリックします。

ステップ 4 テナントグループの名前と説明を入力します。

ステップ 5 テナントグループに追加するテナントを選択します。

テナントは、1つのテナントグループにしか関連付けることができません。[Tenant]
ドロップダウンリストには、どのテナントグループにも関連付けられていないテナ

ントだけが表示されます。

（注）

ステップ 6 [Save]をクリックします。
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ユーザの管理

この手順を使用して、新しいユーザの詳細を追加し、ユーザに適切な役割を割り当て、新しい

ユーザをテナントに関連付けることができます。

シングルサインオンを選択し、IDプロバイダを使用する場合は、ユーザの作成と変更を無効
にすることができます。次の手順では、ローカルユーザアカウントの使用について説明しま

す。

（注）

手順

ステップ 1 Cisco VMS Portalにログインします。

ステップ 2 左手側のメニューから、[ユーザ (Users)]をクリックすると、[ユーザの管理 (Manage Users)]
ウィンドウに詳細が表示されます。

ステップ 3 [ユーザの追加 (Add User)]をクリックし、名、姓およびユーザ ID、電子メールアドレス、連
絡先番号などの詳細を入力します。

ステップ 4 役割を割り当てるには、ドロップダウンの使用可能なオプションから、[割り当てられたロー
ル (Assigned Roles)]ドロップダウンから選択して選択します。1つ以上のロールをユーザに関
連付けることができます。

ステップ 5 [AssociateTenants]ドロップダウンリストからテナントを選択します。1人または複数のテナン
トをユーザに関連付けることができます。

ステップ 6 [Save (保存)]をクリックします。新しいユーザの詳細が [ユーザを管理 (Manage User)]ウィン
ドウに表示されます。
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