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新機能と変更された機能
この章では、『Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x』に記載されて
いる新機能および変更された機能について、リリース固有の情報を示します。このマニュアルの最新
バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Data Center Network Management（DCNM）Release 5.x の詳細は、『Cisco DCNM Release
Notes, Release 5.x』を参照してください。
表 1 には、
『Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x』に記載されてい
る新機能および変更された機能を要約し、その参照先を示しています。
表 1

リリース 5.x の新機能および変更された機能

変更された
リリース
記載箇所

機能

説明

コンフィギュレーショ
ン変更管理

Cisco Nexus シリーズのすべての管理対象ス
イッチにサポートが拡張されました。

5.0(2)

第 8 章「コンフィギュレーション
変更管理の使用」

コンフィギュレーショ
ン配信管理

この機能が導入されました。

5.0(2)

第 9 章「コンフィギュレーション
配信管理の使用」

デバイス OS 管理

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチと Cisco
Nexus 5000 シリーズ スイッチにサポートが追

5.0(2)

第 7 章「デバイス オペレーティン
グ システムの管理」

5.0(2)

第 6 章「LLDP の設定」

5.0(2)

第 3 章「コンポーネントの使用」

加されました。

LLDP

Link Layer Discovery Protocol（LLDP）を設
定して、デバイスに接続しているサーバを検出
できます。

電力消費量

管理対象 Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ
の電力消費量情報を表示できます。

仮想スイッチ

仮想スイッチ ドメインとサーバ接続を設定でき 5.0(2)
ます。

第 4 章「仮想スイッチの管理」
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はじめに
ここでは、『Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x』の対象読者、構
成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「対象読者」（P.xi）
• 「マニュアルの構成」（P.xi）
• 「表記法」（P.xii）
• 「関連資料」（P.xii）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xv）

対象読者
このマニュアルは、Cisco DCNM の設定およびメンテナンスを担当する、経験豊富なネットワーク管
理者が対象です。

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章

説明

第 1 章「概要」

このマニュアルで扱う機能の概要を説明します。

第 2 章「イベントの管理」

イベント ブラウザおよび機能固有の [Events] タ
ブの使用方法について説明します。

第 3 章「コンポーネントの使用」

コンポーネント機能の使用方法について説明し
ます。

第 4 章「仮想スイッチの管理」

仮想スイッチの管理方法について説明します。

第 5 章「SPAN の設定」

イーサネット Switched Port Analyzer（SPAN;
スイッチド ポート アナライザ）機能を設定する
方法を説明します。

第 6 章「LLDP の設定」

Link Layer Discovery Protocol（LLDP）の設定
方法について説明します。
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章

説明

第 7 章「デバイス オペレーティング システムの管 デバイス OS 管理機能の使用方法について説明
理」
します。
第 8 章「コンフィギュレーション変更管理の使用」 コンフィギュレーション変更管理機能の使用方
法について説明します。
第 9 章「コンフィギュレーション配信管理の使用」 コンフィギュレーション配信管理機能の使用方
法について説明します。

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。

（注） 「注釈」を意味します。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。

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。

関連資料
ここでは、Cisco DCNM および Cisco DCNM で管理するプラットフォームのために提供されている資
料について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Cisco DCNM のマニュアル」（P.xii）
• 「Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル」（P.xiii）
• 「Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender のマニュアル」（P.xiv）
• 「Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル」（P.xiv）
• 「Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル」（P.xiv）
• 「Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル」（P.xv）

Cisco DCNM のマニュアル
Cisco DCNM のドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_series_home.html
Cisco DCNM のマニュアル セットには、次のマニュアルが含まれています。
リリース ノート
『Cisco DCNM Release Notes, Release 5.x』
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xii
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コンフィギュレーション ガイド
『Quick Start Guide: Cisco DCNM Virtual Device Context Quick Start, Release 5.x』
『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide, Release 5.x』
『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x 』
『Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x』
『Cisco DCNM Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco DCNM Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x 』
『Cisco DCNM Security Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco DCNM Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco DCNM Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x 』
『Cisco DCNM Web Services API Guide, Release 5.x』

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアルは、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html
Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル セットには、次のマニュアルが含まれています。
リリース ノート
『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0(4)SV1(2)』

コンフィギュレーション ガイド
『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2) 』
『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2) 』
『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
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Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender のマニュアル
Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender のドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10110/tsd_products_support_series_home.html
Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender のマニュアル セットには、次のマニュアルが含まれています。
リリース ノート
『Cisco Nexus 5000 Series and Cisco Nexus 2000 Series Release Notes』

コンフィギュレーション ガイド
『Cisco NX-OS Licensing Guide』
『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide』

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10596/tsd_products_support_series_home.html
Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル セットには、次のマニュアルが含まれています。
リリース ノート
『Cisco Nexus 4001I and 4005I Switch Module for IBM BladeCenter NX-OS Release Notes, Release
4.1(2)E1(1b)』

コンフィギュレーション ガイド
『Cisco NX-OS Licensing Guide』
『Cisco Nexus 4001I and 4005I Switch Module for IBM BladeCenter NX-OS Configuration Guide』

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル セットには、次のマニュアルが含まれています。
リリース ノート
『Cisco Nexus 5000 Series and Cisco Nexus 2000 Series Release Notes, Releases 4.1(3)N1(1),
4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N2(1), and 4.1(3)N2(1a)』

コンフィギュレーション ガイド
『Cisco NX-OS Licensing Guide』
『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
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『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル セットには、次のマニュアルが含まれています。
リリース ノート
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, Release 5.x』

コンフィギュレーション ガイド
『Quick Start Guide: Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start, Release 5.x 』
『Cisco NX-OS Licensing Guide』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x 』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 5.x 』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 5.x』
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release 5.x』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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CH A P T E R

1

概要
この章では、Cisco Data Center Network Management（DCNM）の監視および管理に使用できるシス
テム管理機能を取り上げます。
この章では、次の内容について説明します。

• 「イベント」（P.1-2）
• 「コンポーネント」（P.1-2）
• 「仮想スイッチ」（P.1-2）
• 「スイッチド ポート アナライザ（SPAN）」（P.1-2）
• 「LLDP」（P.1-2）
• 「デバイス オペレーティング システムの管理」（P.1-2）
• 「コンフィギュレーション変更管理」（P.1-3）
• 「コンフィギュレーション配信管理」（P.1-3）
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概要

イベント

イベント
Cisco DCNM のイベント ブラウザと機能固有の [Events] タブを使用すると、最近のステータス イベン
トを表示および管理できます。イベントには、Cisco DCNM が管理対象デバイスから取得したステー
タスに関連するシステム メッセージと Cisco DCNM サーバで生成されたメッセージがあります。

コンポーネント
コンポーネント機能には、選択した管理対象デバイスと Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの電力消
費量で構成されるコンポーネントの情報が表示されます。詳細については、第 3 章「コンポーネント
の使用」を参照してください。
さらに、コンポーネント機能では、Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチなどの仮想スイッチの基本
システム パラメータを設定できます。詳細については、第 4 章「仮想スイッチの管理」を参照してく
ださい。

仮想スイッチ
Cisco DCNM では、Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチなどの仮想スイッチをネットワーク内で管
理したり、その情報を表示したりできます。仮想スイッチの管理には、ドメインやサーバ接続の設定な
どがあります。

スイッチド ポート アナライザ（SPAN）
Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）機能では、Cisco NX-OS デバイスの
送信元ポート間のトラフィックを分析します。この分析は、外部のアナライザを SPAN セッション ト
ラフィックに添付して宛先ポートに送信して行われます。SPAN セクションで監視される送信元ポート
と宛先ポートは、ローカル デバイス上で設定できます。

LLDP
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）はベンダーに依存しない、単一方向のデバイス ディスカバリ
プロトコルです。このプロトコルでは、ネットワーク上の他のデバイスにネットワーク デバイスから
固有の情報をアドバタイズできます。このプロトコルはデータリンク レイヤで実行されるため、異な
るネットワーク レイヤ プロトコルを実行している 2 つのシステムでも情報を交換できます。LLDP は
グローバルにイネーブルにすることも、インターフェイスごとにイネーブルにすることもできます。

デバイス オペレーティング システムの管理
デバイス OS 管理機能では、Cisco DCNM の管理対象デバイスにインストールされているソフトウェア
イメージを管理します。この機能を使用すると、ソフトウェア イメージの詳細を表示したり、1 つ以上
の管理対象デバイスに対するソフトウェアのインストール ジョブを作成および管理したり、ソフト
ウェア イメージを転送してデバイス コンフィギュレーションのバックアップを作成するようにファイ
ル サーバを設定したりできます。
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コンフィギュレーション変更管理

コンフィギュレーション変更管理
コンフィギュレーション変更管理機能では、管理対象デバイスからのコンフィギュレーションのアーカ
イブを保存します。この機能を使用すると、アーカイブに保存されているコンフィギュレーションを表
示および比較したり、管理対象デバイスで実行コンフィギュレーションを、デバイスで使用可能な任意
のアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンにロールバックしたりできます。

コンフィギュレーション配信管理
コンフィギュレーション配信管理機能では、コンフィギュレーション配信ジョブを作成およびスケ
ジュール設定できます。各ジョブは 1 台以上のデバイスにデバイス コンフィギュレーション コマンド
を送信できます。
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2

イベントの管理
この章では、Cisco Data Center Network Management（DCNM）のイベント ブラウザと機能固有の
[Events] タブを使用する方法を取り上げます。
この章では、次の内容について説明します。

• 「イベントの概要」（P.2-1）
• 「イベント ブラウザのライセンス要件」（P.2-2）
• 「前提条件」（P.2-2）
• 「注意事項および制約事項」（P.2-2）
• 「プラットフォーム サポート」（P.2-3）
• 「イベント ブラウザおよび [Events] タブの使用」（P.2-3）
• 「イベントのフィールドの説明」（P.2-9）
• 「関連資料」（P.2-11）
• 「イベント ブラウザおよび [Events] タブの機能履歴」（P.2-11）

イベントの概要
Cisco DCNM では、最近のステータス イベントを表示および管理できます。イベントは次のいずれか
になります。

• Cisco DCNM が管理対象デバイスから取得したステータスに関連するシステム メッセージ。詳細
については、
『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
• Cisco DCNM サーバが生成したメッセージ。

Cisco DCNM クライアントにはイベント ブラウザと機能固有の [Events] タブがあります。それらは、
イベントが発生する可能性のある機能の [Details] ペインに表示されます。イベント ブラウザには最近
のステータス イベントがすべて表示され、機能固有の [Events] タブには機能に関連するステータス イ
ベントが表示されます。Cisco DCNM クライアントが新しいイベントをサーバから受信すると、イベ
ント ブラウザおよび [Events] タブは動的にアップデートされます。
イベント ブラウザおよび [Events] タブでは、イベントのステータスを変更したり、イベントに注釈を
追加したり、イベントを削除したりできます。
さらに、イベント ブラウザでは、イベントを重大度ごとに分けて、円グラフと棒グラフで表示できま
す。また、イベント データベースから個別のイベントを削除できます。
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イベント ブラウザのライセンス要件

（注）

Cisco DCNM サーバのログ設定が、管理対象 Cisco NX-OS デバイスのロギング レベルに影響を与える
ことはありません。

イベント ブラウザのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

イベント ブラウザにはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は Cisco
DCNM にバンドルされており、無料で提供されます。Cisco DCNM LAN エンタープライズ ライセンスの
取得およびインストールについては、
『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide, Release 5.x』を参照
してください。

前提条件
イベント機能を Cisco DCNM で使用するには、次の前提条件が必要です。機能固有の前提条件の詳細
については、プラットフォームごとのマニュアルを参照してください。

• イベント機能のシステム メッセージのロギング レベルは、Cisco DCNM の要件を満たすか、その
要件を上回る必要があります。デバイスのディスカバリ中、Cisco DCNM は不適切なロギング レ
ベルを検出し、そのレベルを最小要件まで引き上げます。Cisco NX-OS Release 4.0 を実行する
Cisco Nexus 7000 シリーズのスイッチは例外です。Cisco NX-OS Release 4.0 は、デバイスのディ
スカバリ前にコマンドライン インターフェイスを使用して、Cisco DCNM の要件を満たすか、そ
の要件を上回るようにロギング レベルを設定します。詳細については、『Cisco DCNM
Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
• 管理対象 Cisco NX-OS デバイスは、システム メッセージを Cisco DCNM サーバに送信するよう
に設定する必要があります。

注意事項および制約事項
イベント ブラウザ機能には、コンフィギュレーションに関する次の注意事項と制約事項があります。

• イベント ブラウザおよび機能固有の [Events] タブにはステータス イベントだけが表示されます。
これらは、機能またはオブジェクトのステータスが変更したときに生成されるイベントです。たと
えば、コンフィギュレーション イベントはイベント ブラウザおよび機能固有の [Events] タブには
表示されません。

• イベント ブラウザには、Cisco DCNM クライアントを起動してから 24 時間以内に生成されたイベ
ント メッセージだけを表示できます。デフォルトでは、Cisco DCNM クライアントは 1 時間以内
に生成されたサーバ メッセージを取得します。

• イベント ブラウザには最大 2000 個のイベントを表示できます。イベント データベースは、データ
ベースで使用可能な容量に制限されます。

• Cisco DCNM を使用して、管理対象 Cisco NX-OS デバイスのロギング レベルを制御することはで
きません。詳細については、
『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』を参
照してください。
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プラットフォーム サポート

• 不要なイベントや解決したイベントは削除することを推奨します。イベント データベースから古
いイベントを削除する方法の詳細については、
『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide,
Release 5.x』を参照してください。

プラットフォーム サポート
この機能は次のプラットフォームでサポートされていますが、異なる方法で実装される場合がありま
す。注意事項や制約事項、システムのデフォルト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラッ
トフォーム固有の情報については、対応するマニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric
Extender

Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender のマニュアル

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

イベント ブラウザおよび [Events] タブの使用
ここでは、次の内容について説明します。

• 「イベント ブラウザの表示」（P.2-3）
• 「イベント フィルタの適用と削除」（P.2-5）
• 「[Events] タブでのイベントの表示」（P.2-6）
• 「イベントのステータスの変更」（P.2-7）
• 「1 つ以上のイベントへの注釈の追加」（P.2-8）
• 「イベントの削除」（P.2-8）

イベント ブラウザの表示
イベント ブラウザを使用して、最近のイベントとこれらのイベントの概要グラフを表示できます。デ
フォルトでは、イベント ブラウザには Cisco DCNM クライアントを起動する 1 時間前までに発生した
イベントが表示されます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから [Event Browser] を選択します。
[Contents] ペインにイベントの表が表示されます。概要グラフは [Feature Selector] ペインの上部に表
示されます。

ステップ 2

（任意）[Feature Selector] の上部に表示されている概要グラフを変更する場合には、必要に応じて次の
いずれかの [Chart Type] オプションを選択します。

• [Bar Chart]
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• [Pie Chart]
グラフの色はイベントの重大度レベルに対応し、その凡例はグラフの上部に表示されます。
ステップ 3

（任意）イベントを並べ替えまたはフィルタリングする場合、次の表に示される 1 つ以上のフィルタリ
ング機能を使用できます。

イベントの並べ替えおよ
びフィルタリング機能
使用方法
カラムごとにアルファ
ベット順に並べ替え

カラムの見出しをクリックすると、次の並べ替えオプションが順番に表示
されます。

• [First click]：イベントはカラムの値でアルファベット順に昇順で並べ
替えられます。

• [Second click]：イベントはカラムの値でアルファベット順に降順で並
べ替えられます。

• [Third click]：イベントはカラムの値で並べ替えられません。
イベント フィルタ
カラムの値でフィルタ

「イベント フィルタの適用と削除」（P.2-5）を参照してください。

1. メニュー バーから [View] > [Filter] の順に選択します。
カラムの見出しがドロップダウン リストになります。

2. イベントのフィルタリングに使用する各カラムの見出しのリストから、
イベント ブラウザに表示されているイベントに含める値を選択します。
テキストでフィルタ

イベント ブラウザのツールバーで、イベントをフィルタリングするために
使用するテキストを入力します。
イベント ブラウザには入力するテキストが含まれるイベントだけが表示さ
れます。
ヒント クイック フィルタリング オプションを設定するには、イベント ブ
ラウザのツールバーのドロップダウン リストを使用します。

ステップ 4

（任意）特定のイベントの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

a. イベント リストでイベントを見つけます。
b. イベントをクリックします。
c. 必要に応じて、[Details] ペインを展開します。
選択したイベントの詳細が [Details] ペインに表示されます。

d. （任意）イベントのステータス変更に関する注意とメッセージを確認するには、[Action Log]
フィールドの情報を確認します。
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イベント フィルタの適用と削除
次の基準によってイベント ブラウザのイベントをフィルタリングできます。

• イベントの日時：デフォルトでは、Cisco DCNM クライアントには Cisco DCNM クライアントを
開始してから受信したイベントと、Cisco DCNM クライアントの開始前に、設定した時間内で発
生したイベントがすべて表示されます（詳細は、『Cisco DCNM Fundamentals Configuration
Guide, Release 5.x』を参照してください）。
• イベントの重大度：デフォルトでは、Cisco DCNM クライアントにはすべての重大度のイベント
が表示されます。

（注）

イベント フィルタを適用する場合、Cisco DCNM サーバがイベントを受信すると [Events] タブにはそ
れらのイベントが追加で表示されます。選択するフィルタ基準は、[Filtered Events] タブだけに影響し
ます。

作業を開始する前に

[Contents] ペインの上部に「Filter Applied」というメッセージが表示されている場合、Cisco DCNM
クライアントはイベント ブラウザにイベント フィルタを適用しています。

手順の詳細
ステップ 1

イベント ブラウザでイベントを表示する（「イベント ブラウザの表示」（P.2-3）を参照）。

ステップ 2

イベント フィルタを適用するには、次の手順を実行します。

a. メニュー バーから [View] > [Event Filter] の順に選択します。
b. [Apply Filter] チェックボックスを選択します。
c. フィルタ基準を設定します。
d. [OK] をクリックします。

[Filtered Events] タブがイベント ブラウザに表示されます。このタブには指定したフィルタ基準に一致
するイベントが表示されます。「Filter Applied」というメッセージが [Contents] ペインの上部に表示さ
れます。
ステップ 3

イベント フィルタを削除するには、次の手順を実行します。

a. メニュー バーから [View] > [Event Filter] の順に選択します。
b. [Apply Filter] チェックボックスの選択を解除します。
c. [OK] をクリックします。

[Filtered Events] タブが非表示になります。[Contents] ペインの上部に表示されているメッセージはあ
りません。
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[Events] タブでのイベントの表示
機能の [Details] ペインに表示される [Events] タブでは機能固有のイベントを表示できます。デフォル
トでは、[Events] タブには Cisco DCNM クライアントを起動する 1 時間前までに受信したイベントが
表示されます。

作業を開始する前に
一般的に、関連するイベントが発生する可能性のあるオブジェクトを選択すると、[Summary] ペイン
に [Events] タブが表示されます。たとえば、[Feature Selector] ペインから [Interfaces] > [Physical] >
[Ethernet] の順に選択すると、[Summary] ペインにはデバイスが表示されます。デバイスにはスロット
があり、スロットにはイーサネット ポートがあります。デバイス、スロット、ポートのいずれかを選
択すると、[Details] ペインには [Events] タブが表示されます。

[Summary] ペインで選択した項目によって、タブに表示されるイベントが決定されます。たとえば、
イーサネット インターフェイスの場合、[Events] タブのイベントの範囲は、次のいずれの項目を選択
するかによって異なります。

• [Device]：選択したデバイス、デバイス内のスロット、スロット内のイーサネット インターフェイ
スに関連するイベントです。

• [Slot]：選択したスロットとスロット内のイーサネット インターフェイスに関連するイベントです。
• [Port]：選択したイーサネット インターフェイスに関連するイベントです。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、イベントを表示する機能を選択します。
たとえば、[Interfaces] > [Physical] > [Ethernet] の順に選択します。

ステップ 2

[Summary] ペインで、オブジェクトを選択します。
[Events] タブが [Details] ペインに表示されます。[Events] タブに、イベントの表が表示されます。
（注）

[Events] タブが表示されない場合は、Cisco DCNM では選択したオブジェクトのイベントを表
示できません。

ステップ 3

（任意）イベントを並べ替えまたはフィルタリングする場合、次の表に示される 1 つ以上のフィルタリ
ング機能を使用できます。
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イベントの並べ替えおよ
びフィルタリング機能
使用方法
カラムごとにアルファ
ベット順に並べ替え

カラムの見出しをクリックすると、次の並べ替えオプションが順番に表示
されます。

• [First click]：イベントはカラムの値でアルファベット順に昇順で並べ
替えられます。

• [Second click]：イベントはカラムの値でアルファベット順に降順で並
べ替えられます。

• [Third click]：イベントはカラムの値で並べ替えられません。
カラムの値でフィルタ

1. メニュー バーから [View] > [Filter] の順に選択します。
カラムの見出しがドロップダウン リストになります。

2. イベントのフィルタに使用する各カラムの見出しのリストから、
[Events] タブに表示されているイベントに含める値を選択します。
ステップ 4

（任意）特定のイベントの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

a. イベント リストでイベントを見つけます。
b. イベントをクリックします。
c. 必要に応じて、[Details] ペインを展開します。
選択したイベントの詳細が [Details] ペインに表示されます。

d. （任意）イベントのステータス変更に関する注意とメッセージを確認するには、[Action Log]
フィールドの情報を確認します。

イベントのステータスの変更
イベントのステータスを次のいずれかのステータスに変更できます。

• [Acknowledged]：緑のチェック マークとして表示されます。
• [Closed]：黄色のフォルダとして表示されます。
デフォルトでは、新しいイベントのステータスは [Open] です。これは赤の斜線が付いた緑のチェック
マークで [Annotation] カラムに表されています。

作業を開始する前に
イベント ブラウザまたは特定の機能の [Events] タブでイベントを選択します。詳細については、「イベ
（P.2-3）または「[Events] タブでのイベントの表示」
（P.2-6）を参照してください。
ント ブラウザの表示」

手順の詳細
ステップ 1

イベントの表で、選択したイベントを右クリックします。

ステップ 2

必要に応じて、[Acknowledge] または [Open] を選択します。
選択したイベントの新しいステータスが [Annotation] カラムに表示されます。
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[Details] ペインの [Action Log] フィールドには、ステータス変更に関するメッセージが表示されます。

1 つ以上のイベントへの注釈の追加
1 つ以上のイベントに注釈を追加できます。注釈には 1 文字から 1000 文字までを含めることができます。
作業を開始する前に
注釈を追加するイベントを見つけます。詳細については、「イベント ブラウザの表示」（P.2-3）または
「[Events] タブでのイベントの表示」（P.2-6）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

1 つ以上のイベントを選択します。次のいずれかを行います。
• イベントを 1 つ選択するには、選択するイベントをクリックします。
• 2 つ以上の隣接したイベントを選択するには、対象イベントをクリックしてドラッグします。
• 2 つ以上のイベントを選択するには、Ctrl キーを押しながら各イベントをクリックします。

ステップ 2

選択したイベントのうち、いずれか 1 つを右クリックして [Add Notes] を選択します。

[Notes] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 3

注釈を入力します。1000 文字までの英数字を入力できます。これらの文字は大文字小文字が区別され
ます。

ステップ 4

[OK] をクリックします。
[Action Log] フィールドに、選択した各イベントの注釈が表示されます。

イベントの削除
イベント ブラウザまたは機能固有の [Events] タブから 1 つ以上のイベントを削除できます。削除した
イベントはイベント ブラウザまたは機能固有の [Events] タブには表示されなくなりますが、そのイベ
ントはイベント データベースに保存されています。
イベント データベースから古いイベントを削除する方法の詳細については、『Cisco DCNM

Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
作業を開始する前に
イベント ブラウザまたは特定の機能の [Events] タブでイベントを選択します。詳細については、
「イベン
ト ブラウザの表示」（P.2-3）または「[Events] タブでのイベントの表示」（P.2-6）を参照してください。
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手順の詳細
イベントの表で、削除する 1 つ以上のイベントを選択します。

ステップ 1

（注）

複数のイベントを選択するには、対象イベントをクリックしてドラッグするか、または Ctrl
キーを押したまま各イベントをクリックします。

ステップ 2

選択したイベントを右クリックします。

ステップ 3

[Remove Event] を選択します。
選択したイベントがイベント ブラウザから削除されます。

イベントのフィールドの説明
このセクションでは、イベントの次のフィールドを説明します。

• 「イベントの表」（P.2-9）
• 「イベントの詳細」（P.2-10）

イベントの表
イベントの表はイベント ブラウザおよび機能固有の [Events] タブに表示されます。
表 2-1

イベントの表

フィールド

説明

[Device]

表示専用フィールド。イベントが関連するデバイスの名前と IP アドレスです。

[Source]

表示専用フィールド。イベント メッセージの生成元です。ソースは管理対象
Cisco NX-OS デバイスの機能または Cisco DCNM サーバのいずれかです。

[Feature]

表示専用フィールド。イベントが関連する Cisco NX-OS または Cisco DCNM
サーバ機能の名前です。

[Time]

表示専用フィールド。イベントが発生した日時です。

[Severity]

表示専用フィールド。イベントの重大度です。重大度の値は次のとおりです。

• [Emergency]
• [Alert]
• [Critical]
• [Error]
• [Warning]
• [Notification]
• [Informational]
• [Debug]

[Message]

表示専用フィールド。イベントのテキストです。
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表 2-1

イベントの表 （続き）

フィールド

説明

[Annotation]

イベントのステータスです。ステータスの値は次のとおりです。

• [Open]：イベントのデフォルトのステータスです。イベントに Open のス
テータスを割り当てることはできません。

• [Acknowledged]
• [Closed]

イベントの詳細
イベント ブラウザおよび機能固有の [Events] タブのイベントの表の下に、イベントの詳細が表示され
ます。
表 2-2

イベントの詳細

フィールド

説明

[Event Type]

表示専用フィールド。イベントのタイプです。イベント タイプは、イベン
トの一般的な性質を示す分類です。イベント タイプの値は次のとおりです。

• [Communication]
• [Environmental]
• [Equipment]
• [Processing Error]
• [Quality of Service]
• [Security]
• [Unknown]

[Action Log]

イベントで実行されたすべてのアクションと、イベントに追加されたすべ
ての注釈を表示します。

[Life Cycle Type]

表示専用フィールド。イベントのライフサイクルのタイプです。ライフサ
イクル タイプの値は次のとおりです。

• [State Change]
• [Attribute Value Change]
• [Instance Creation]
• [Instance Deletion]
• [Informational]
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関連資料
マニュアル タイトル

関連項目

Cisco NX-OS ロギング レベルの最小要件

『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x 』

Cisco DCNM サーバ ログ設定

『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x 』

イベント データベースからのイベントの削除

『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x 』

Cisco NX-OS システム メッセージ

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

イベント ブラウザおよび [Events] タブの機能履歴
表 2-3 は、この機能のリリースの履歴です。
表 2-3

イベント ブラウザおよび [Events] タブの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

イベント ブラウザおよび [Events] タブ

5.0(2)

リリース 4.2 からの変更はありません。
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CH A P T E R

3

コンポーネントの使用
この章では、Cisco Data Center Network Manager （DCNM）のコンポーネント機能の使用方法につい
て説明します。
この章では、次の内容を説明します。

• 「コンポーネントの概要」（P.3-1）
• 「コンポーネントのライセンス要件」（P.3-2）
• 「前提条件」（P.3-2）
• 「プラットフォーム サポート」（P.3-2）
• 「コンポーネント情報の表示」（P.3-3）
• 「電力消費量の表示」（P.3-5）
• 「フィールドの説明」（P.3-6）
• 「コンポーネント機能の履歴」（P.3-8）

コンポーネントの概要
コンポーネント機能は、管理された Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの選択された管理デバイスお
よび電力消費量の情報を構成するコンポーネントに関する情報を表示します。さらに、コンポーネント
機能を使用すると、Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチなどの仮想スイッチの基本システム パラ
メータを設定できます。仮想スイッチの設定については第 4 章「仮想スイッチの管理」を参照してく
ださい。
ここで説明する内容は、次のとおりです。

• 「コンポーネントの概要」（P.3-1）
• 「電力消費量の概要」（P.3-2）

コンポーネントの概要
コンポーネント機能は、管理デバイスのシャーシ、モジュール、ファン トレイ、電源に関するサマ
リーおよび詳細情報を表示します。
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電力消費量の概要
Cisco DCNM は、管理対象の Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチすべての電力消費量および特定デバ
イスのサマリー情報の集約、および選択されたデバイスのグラフィカル情報を含む、管理対象の Cisco
Nexus 7000 シリーズ スイッチの電力消費量に関する情報を表示します。
最大 6 つの管理デバイスの電力消費量の統計情報を収集するように Cisco DCNM を設定できます。

コンポーネントのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

コンポーネントにはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は Cisco DCNM
にバンドルされており、無料で提供されます。Cisco DCNM LAN エンタープライズ ライセンスの取得お
よびインストールについては、
『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide, Release 5.x』を参照してく
ださい。

前提条件
Cisco DCNM でコンポーネント機能を使用するには、次の前提条件が必要です。機能固有の前提条件
の詳細については、プラットフォームごとのマニュアルを参照してください。
• LLDP 機能のシステム メッセージ ロギング レベルは、Cisco DCNM 要件を満たすか上回る必要が
あります。デバイスのディスカバリ中、Cisco DCNM は不適切なロギング レベルを検出し、その
レベルを最小要件まで引き上げます。Cisco NX-OS Release 4.0 を実行する Cisco Nexus 7000 シ
リーズのスイッチは例外です。Cisco NX-OS Release 4.0 は、デバイスのディスカバリ前にコマン
ドライン インターフェイスを使用して、Cisco DCNM の要件を満たすか、その要件を上回るよう
にロギング レベルを設定します。詳細については、『Cisco DCNM Fundamentals Configuration
Guide, Release 5.x』を参照してください。

プラットフォーム サポート
この機能は次のプラットフォームでサポートされていますが、異なる方法で実装される場合がありま
す。注意事項や制約事項、システムのデフォルト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラッ
トフォーム固有の情報については、対応するマニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ
Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

1

1

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

1. 電力消費量機能がサポートされるのは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチだけです。
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コンポーネント情報の表示
コンポーネント機能は、管理デバイスのシャーシ、モジュール、ファン トレイ、電源に関するサマ
リーおよび詳細情報を表示します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「シャーシ情報の表示」（P.3-3）
• 「モジュール情報の表示」（P.3-3）
• 「電源情報の表示」（P.3-4）
• 「ファン トレイ情報の表示」（P.3-5）

シャーシ情報の表示
Cisco DCNM は、シャーシのサマリー情報、詳細情報、環境情報、およびイベント情報を表示します。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理デバイスのサマリー シャーシ情報が表示されます。

ステップ 2

シャーシに関するその他の情報を表示するには、デバイスをクリックしてください。

[Details] タブが選択された状態で、[Details] ペインにタブが表示されます。
ステップ 3

次のいずれかのタブをクリックします。

• [Details]：ハードウェアおよびソフトウェアの詳細情報を表示します。
• [Environmental Status]：電力消費量および冗長情報を表示します。
• [CPU Utilization]：ユーザ機能およびカーネル機能専用の利用パーセンテージを示す、収集された
統計情報を表示します。この機能に関する統計情報の収集の詳細については、『Cisco DCNM
Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
• [Memory Utilization]：特定のしきい値内のメモリ利用率を示す、収集された統計情報を表示しま
す。この機能に関する統計情報の収集の詳細については、『Cisco DCNM Fundamentals
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
• [Events]：シャーシ イベントを表示します。イベントの送信元、時間、重大度、メッセージ、およ
びステータスもあわせて表示します。イベントの詳細を表示するには、[Details] ペインのイベント
を選択し、[Details] ペインの最下部にある下矢印をクリックします。

モジュール情報の表示
Cisco DCNM は、スーパーバイザ モジュール、I/O モジュール、およびファブリック モジュールのサ
マリー情報、詳細情報、環境情報、およびイベント情報を表示します。
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手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] を選択します。
[Summary] ペインに表示される各管理デバイスのモジュール説明、製品 ID、シリアル番号、ハード
ウェア バージョン、ソフトウェア バージョン、ステータス、温度、およびイベントを含む、サマリー
シャーシ情報。

ステップ 2

[Summary] ペインからデバイスを拡張します。
シャーシ内の各モジュール、電源、およびファン トレイのサマリーが含まれるように、デバイスの一
覧表示が拡張されます。

ステップ 3

モジュールをクリックします。

[Details] タブが選択された状態で、[Details] ペインにタブが表示されます。
ステップ 4

次のいずれかのタブをクリックします。

• [Details]：選択されたモジュール タイプの一般識別情報および特別な情報を表示します。
• [Environmental Status]：選択されたスーパーバイザ モジュール、I/O モジュール、またはファブ
リック モジュールの環境ステータス情報を表示します。文字による温度情報を表示するには、

[Temperature Status Table] セクションを拡張します。図による温度情報を表示するには、
[Temperature Status Thermometer] セクションを拡張します。
• [TCAM Statistics]：モジュールの TCAM 使用率に関する収集された情報を表示します。この機能
に関する統計情報の収集の詳細については、『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide,
Release 5.x』を参照してください。
• [Events]：選択されたスーパーバイザ モジュール、I/O モジュール、またはファブリック モジュー
ルのイベント情報を表示します。イベントの詳細を表示するには、イベントを選択し、ペインの最
下部にある上矢印ボタンをクリックします。

電源情報の表示
Cisco DCNM は、電源のサマリー情報、一般詳細、およびイベントを表示します。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理デバイスのサマリー シャーシ情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインからデバイスを拡張します。
シャーシ内の各モジュール、電源、およびファン トレイのサマリーが含まれるように、デバイスの一
覧表示が拡張されます。

ステップ 3

電源をクリックします。

[Details] タブが選択された状態で、[Details] ペインにタブが表示されます。
ステップ 4

次のいずれかのタブをクリックします。

• [Details]：一般識別情報、電力（ワット）、および電流（アンペア）などの情報を表示します。
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• [Events]：イベント情報を表示します。イベントの送信元、時間、重大度、メッセージ、およびス
テータスの情報もあわせて表示します。イベントの詳細を表示するには、イベントを選択し、ペイ
ンの最下部にある上矢印ボタンをクリックします。フィールドが開いて、詳細イベント情報が表示
されます。

ファン トレイ情報の表示
Cisco DCNM は、ファン トレイのサマリー情報、一般詳細、およびイベントを表示します。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] を選択します。
デバイスのシャーシ サマリー情報が [Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインからデバイスを拡張します。
[Summary] ペインのデバイスの下にモジュール、電源、およびファン トレイが一覧表示されます。各
行には、コンポーネントのサマリー情報が含まれています。

ステップ 3

ファン トレイをクリックします。

[Details] タブが選択された状態で、[Details] ペインにタブが表示されます。
ステップ 4

次のいずれかのタブをクリックします。

• [Details]：ファン トレイの説明情報およびステータスを表示します。
• [Events]：イベント情報を表示します。イベントの送信元、時間、重大度、メッセージ、およびス
テータスもあわせて表示します。各イベントの詳細を表示できます。

電力消費量の表示
Cisco DCNM は、ネットワークの 1 つ以上の管理デバイスの電力消費量に関するサマリー情報および
詳細情報を表示します。Cisco DCNM は、すべての管理された Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの
集約電力消費量の情報も表示します。最大 6 つの管理デバイスの電力消費量の統計情報を収集するよう
に Cisco DCNM を設定できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「電力消費量のサマリー情報の表示」（P.3-5）
• 「電力消費量の詳細の表示」（P.3-6）
• 「電力消費量の統計情報の表示」（P.3-6）

電力消費量のサマリー情報の表示
Cisco DCNM は、すべての管理された Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイスと各管理デバイスの集約電
力消費量、および各管理デバイスに割り当てられた、また使用可能な総電力容量と消費電力に関するサ
マリー情報を表示します。

Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

3-5

第3章

コンポーネントの使用

フィールドの説明

手順の詳細
電力消費量サマリー情報を表示するには、[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Power Usage]
を選択します。[Summary] ペインに、すべての管理された Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの集約
電力消費量、および各管理デバイスの電力消費量情報が表示されます。

電力消費量の詳細の表示
ネットワークの 1 つ以上の管理デバイスの電力消費量に関するグラフィカルな詳細を表示できます。こ
のグラフィカルな情報には、棒グラフおよび円グラフが含まれます。棒グラフには、デバイスの消費電
力に基づいて、上位または下位の 5 つのデバイスの総容量（ワット）、総割り当て量（ワット）、および
総消費量（ワット）が表示されます。上位 5 つのデバイスは、最大電力を消費するデバイスから始まり
ます。円グラフでは、選択されたデバイスの消費電力および未使用電力の合計が表示されます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Power Usage] を選択します。
[Summary] ペインに、ネットワーク全体および各管理デバイスのサマリー電力消費量の情報が表示さ
れます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、ネットワーク全体または 1 つ以上のデバイスをクリックします。
[Details] タブに、選択されたデバイスの電力消費量に関するグラフィカルな詳細が表示されます。

電力消費量の統計情報の表示
次のウィンドウが [Statistics] タブに表示されます。

• [Power Usage Statistics Chart]：最大 6 つの管理デバイスの総容量（ワット）、総消費量（ワット）、
総割り当て量（ワット）、総使用可能量（ワット）を表示します。
この機能に関する統計情報の収集の詳細については、『Cisco DCNM Fundamentals Configuration
Guide, Release 5.x』を参照してください。

フィールドの説明
ここでは、コンポーネント機能および電力消費量機能の次のフィールドについて説明します。

• 「[Inventory]：[Details]：[Hardware] セクション」（P.3-7）
• 「[Inventory]：[Details]：[Software] セクション」（P.3-7）
• 「[Inventory]：[Power Usage]」（P.3-7）
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[Inventory]：[Details]：[Hardware] セクション
表 3-1

[Inventory]：[Details]：[Hardware] セクション

フィールド

説明

[Switch Name]

デバイスに割り当てられたホスト名。

[Description]

デバイスを説明する語または語句。

[Product ID]

デバイスの ID 番号。

[Serial Number]

デバイスのシリアル番号

[Inventory]：[Details]：[Software] セクション
表 3-2

[Inventory]：[Details]：[Software] セクション

フィールド

説明

[System Uptime]

デバイスが最後にアップロードされた日時。

[System Image]

[Image Name]

デバイス上で動作しているイメージの名前。

[Location]

システム イメージが存在するディレクトリ。

[Version]

デバイス上で動作しているイメージのバージョン番号。

[Kickstart Image]

[Image Name]

キックスタート イメージ ファイルの名前。

[Location]

キックスタート イメージが存在するディレクトリ。

[Version]

キックスタート イメージ ファイルのバージョン番号。

[Inventory]：[Power Usage]
表 3-3

[Inventory]：[Power Usage]

フィールド

説明

[Name]

デバイス グループまたはデバイスの名前。

[Total Capacity
(Watts)]

グループ内の全デバイスの総電力容量、または 1 つのデバイスの総電力容量。

[Total Drawn/Usage
(Watts)]

グループ内の全デバイスが使用する総電力使用量、または 1 つのデバイス内の
すべてのモジュールが使用する総電力使用量。

[Total Drawn/Usage
(%)]

グループ内の全デバイスが使用する電力のパーセンテージ、または 1 つのデバ
イス内の全モジュールが使用する電力のパーセンテージ。

[Total Allocated
(Watts)]

グループ内の全デバイスに割り当てられた総電力、または 1 つのデバイス内の
全モジュールに割り当てられた総電力。

[Total Available
(Watts)]

グループ内の全デバイスで使用可能な総電力、または 1 つのデバイス内の追加
モジュールで使用可能な総電力。

[Last Refresh Time]

Cisco DCNM で電力消費量情報が最後に更新された時間。
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コンポーネント機能の履歴
表 3-4 は、この機能のリリースの履歴です。
表 3-4

コンポーネント機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

電力消費量

5.0(2)

この機能が導入されました。

コンポーネント

4.2(1)

Nexus 5000 シリーズ スイッチおよび Nexus 2000 シリーズ
Fabric Extender に対するサポートが追加されました。
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仮想スイッチの管理
この章では、次の内容について説明します。

• 「仮想スイッチの概要」（P.4-1）
• 「仮想スイッチのライセンス要件」（P.4-3）
• 「前提条件」（P.4-4）
• 「プラットフォーム サポート」（P.4-4）
• 「ドメインの設定」（P.4-4）
• 「サーバ接続の設定」（P.4-9）
• 「ネイバー デバイスの表示」（P.4-12）
• 「制御インターフェイスの設定」（P.4-13）
• 「仮想スイッチのモニタリング」（P.4-13）
• 「フィールドの説明」（P.4-14）
• 「その他の関連資料」（P.4-16）
• 「仮想スイッチ機能の履歴」（P.4-16）

仮想スイッチの概要
Cisco Nexus 1000V は VMware vSphere 4.0 と連携する仮想アクセス ソフトウェア スイッチで、次の
コンポーネントで構成されます。
：スイッチのコントロール プレーンで、Cisco NX-OS システム
• Virtual Supervisor Module（VSM）
を実行する仮想マシン。

• Virtual Ethernet Module（VEM）：各 VMware vSphere（ESX）ホストに埋め込まれた仮想ライン
カード。
仮想スイッチの管理には、ドメインやサーバ接続の設定などがあります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ドメイン」（P.4-2）
• 「サーバ接続」（P.4-3）
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ドメイン
ドメインは、VMware vCenter サーバ内にデュアル冗長 Virtual Supervisor Module（VSM）および管
理対象の Virtual Ethernet Module （VEM）を含む Cisco Nexus 1000V デバイスのインスタンスです。
各ドメインは、ドメイン ID と呼ばれる一意の整数で識別する必要があります。

VSM と VEM 間の通信には、レイヤ 2 またはレイヤ 3 の転送制御モードを設定できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「レイヤ 2 制御」（P.4-2）
• 「レイヤ 3 制御」（P.4-2）

レイヤ 2 制御
レイヤ 2 は、VSM と VEM 間の通信に使用される転送制御モードです。ただし、作成および指定でき
るのは、使用する VLAN です。

レイヤ 3 制御
レイヤ 3 制御、つまり IP 接続は、制御トラフィックおよびパケット トラフィック用の VSM と VEM
間でサポートされています。レイヤ 3 制御を使用すると、VSM はレイヤ 3 でアクセス可能で、制御ホ
ストを個別のレイヤ 2 ネットワークに保管できます。ただし、VSM によって制御されるすべてのホス
トを同じレイヤ 2 ネットワークに引き続き保管する必要があります。VSM は、制御対象のレイヤ 2
ネットワークの外部にあるホストを制御できないため、保管されたホストは別の VSM によって制御さ
れる必要があります。
図 4-1 に、VSM0 が VEM_0_1 を制御し、次に VEM_0_1 が VSM1 および VSM2 をホスティングし、
VSM1 および VSM2 が他のレイヤ 2 ネットワークの VEM を制御するレイヤ 3 制御の例を示します。
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図 4-1

レイヤ 3 制御 IP 接続の例

VM

VSM 0

VSM 1

VM

VM

VM

VSM 2
VEM 1-2

ࠗࡗ 2
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ A

VM

VM

VM

VM

VEM 0-1

VEM 1-3

ࠗࡗ 3
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
VM

VM

VM

VEM 2-2
VM

VM

VM

VEM 2-3

VM

196104

ࠗࡗ 2
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ B

VM

サーバ接続
Nexus 1000V デバイスには、Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）および Virtual
Ethernet Module（VEM）へのホスト マッピングを管理するための VMware vCenter サーバへの接続
が必要です。

仮想スイッチのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
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前提条件

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

仮想スイッチ機能にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は Cisco
DCNM にバンドルされており、無料で提供されます。Cisco DCNM LAN エンタープライズ ライセンスの
取得およびインストールについては、
『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide, Release 5.x』を参照
してください。

Cisco NX-OS

仮想スイッチ機能にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能はすべて

Cisco NX-OS システム イメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。使用するプラット
フォームの Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細については、プラットフォームごとのライセンス ガイド
を参照してください。

前提条件
Cisco DCNM で仮想スイッチ機能を使用するには、次の前提条件が必要です。機能固有の前提条件の
詳細については、プラットフォームごとのマニュアルを参照してください。
• 仮想スイッチ機能のシステム メッセージ ロギング レベルは、Cisco DCNM 要件を満たすか上回る
必要があります。デバイスのディスカバリ中、Cisco DCNM は不適切なロギング レベルを検出し、
そのレベルを最小要件まで引き上げます。Cisco NX-OS Release 4.0 を実行する Cisco Nexus 7000
シリーズのスイッチは例外です。Cisco NX-OS Release 4.0 は、デバイスのディスカバリ前にコマ
ンドライン インターフェイスを使用して、Cisco DCNM の要件を満たすか、その要件を上回るよ
『Cisco DCNM Fundamentals Configuration
うにロギング レベルを設定します。詳細については、
Guide, Release 5.x』を参照してください。

プラットフォーム サポート
次のプラットフォームが、この機能をサポートしています。注意事項や制約事項、システムのデフォル
ト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラットフォーム固有の情報については、対応するマ
ニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル

ドメインの設定
Cisco DCNM ではドメインを設定できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「レイヤ 2 制御によるドメインの作成」（P.4-5）
• 「レイヤ 3 制御によるドメインの作成」（P.4-6）
• 「ドメインのレイヤ 3 制御への変更」（P.4-6）
• 「ドメインのレイヤ 2 制御への変更」（P.4-7）
• 「コントロール VLAN によるドメインの設定」（P.4-8）
• 「パケット VLAN によるドメインの設定」（P.4-8）
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レイヤ 2 制御によるドメインの作成
Virtual Supervisor Module（VSM）および Virtual Ethernet Module（VEM）を識別し、通信および管
理のためのコントロール VLAN およびパケット VLAN を追加する Cisco Nexus 1000V シリーズ ス
イッチ のドメイン名を作成できます。このプロセスは、初期インストレーション プロセスの一部で
す。初期セットアップ後にドメインを作成する必要がある場合は、この手順を使用して実行できます。

作業を開始する前に

• 複数の VSM が同じコントロール VLAN およびパケット VLAN、またはそのいずれかを共有して
いる場合、ドメインは各 VSM が管理している VEM の識別に役立ちます。
• この インスタンスには、一意のドメイン ID を指定する必要があります。
• 制御トラフィックに 1 つの VLAN を使用し、パケット トラフィックに異なる VLAN を使用するこ
とを推奨します。

• ドメインごとに個別の VLAN を使用することを推奨します。
• 2 番目の VSM を追加した後のドメイン ID の変更については、使用するプラットフォームのマ
ニュアルを参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、ドメインを作成するデバイスを選択します。

ステップ 3

[Details] ペインから、[Details] タブを選択します。

ステップ 4

[Domain Settings] セクションを拡張します。

ステップ 5

（任意）メニュー バーから、[Actions] > [Reset Domain Setting(s)] を選択します。

ステップ 6

[Domain ID] フィールドに、ドメインの ID 番号を入力します。

ステップ 7

制御モードのドロップダウン リストで、[L2] を選択します。
レイヤ 2 制御はデフォルトで、コントロール VLAN およびパケット VLAN に VLAN 1 を使用します。
必要に応じて、特定のコントロール VLAN およびパケット VLAN をドメインに設定できます。この設
定を実行するには、「コントロール VLAN によるドメインの設定」（P.4-8）および「パケット VLAN
によるドメインの設定」（P.4-8）を参照します。

ステップ 8

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。
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レイヤ 3 制御によるドメインの作成
Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチの Virtual Supervisor Module（VSM）および Virtual Ethernet
Module（VEM）を識別するドメイン名を作成できます。この処理は、ソフトウェアをインストールす
る際の初期セットアップの一部です。初期セットアップ後にドメインを作成する必要がある場合は、こ
の手順を使用して実行できます。

作業を開始する前に

• IP アドレスで使用する予定のインターフェイス（mgmt 0 または control 0）を設定します。詳細に
ついては、「制御インターフェイスの設定」（P.4-13）を参照してください。
『Cisco DCNM Interfaces Configuration Guide,
• レイヤ 3 制御のポート プロファイルを設定します。
Release 5.x』を参照してください。

• 各ホストに VMware kernel NIC インターフェイスを作成し、そのインターフェイスにレイヤ 3 制
御ポート プロファイルを適用します。詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。
• この インスタンスに一意のドメイン ID が指定されていることを確認します。
• 2 番目の VSM を追加した後のドメイン ID の変更については、使用するプラットフォームのマ
ニュアルを参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、ドメインを作成するデバイスを選択します。

ステップ 3

[Details] ペインから、[Details] タブを選択します。

ステップ 4

[Domain Settings] セクションを拡張します。

ステップ 5
ステップ 6
ステップ 7

（任意）メニュー バーから、[Actions] > [Reset Domain Setting(s)] を選択します。

[Domain ID] フィールドに、ドメインの ID 番号を入力します。
制御インターフェイスのドロップダウン リストで、使用するインターフェイスとして [mgmt0] または

[control0] のいずれかを選択します。
ステップ 8

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

ドメインのレイヤ 3 制御への変更
Virtual Supervisor Module（VSM）ドメインの制御トラフィックおよびパケット トラフィックの制御
モードをレイヤ 2 からレイヤ 3 に変更できます。
作業を開始する前に

IP アドレスで使用する予定のインターフェイス（mgmt 0 または control 0）を設定します。詳細につい
ては、「制御インターフェイスの設定」（P.4-13）を参照してください。
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（注）

この作業の各手順を順番に実行する必要があります。レイヤ 3 制御をイネーブルにする前に、コント
ロール VLAN およびパケット VLAN をディセーブルにする必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、ドメインを作成するデバイスを選択します。

ステップ 3

[Details] ペインから、[Details] タブを選択します。

ステップ 4

[Domain Settings] セクションを拡張します。

ステップ 5

[Control VLAN] フィールドで、コントロール VLAN として使用する VLAN の番号を削除します。

ステップ 6

[Packet VLAN] フィールドで、パケット VLAN として使用する VLAN の番号を削除します。

ステップ 7

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

ステップ 8

制御モードのドロップダウン リストで、[L3] を選択します。

ステップ 9

制御インターフェイスのドロップダウン リストで、使用するインターフェイスとして [mgmt0] または

[control0] のいずれかを選択します。
ステップ 10

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

ドメインのレイヤ 2 制御への変更
VSM ドメインの制御トラフィックおよびパケット トラフィックの制御モードをレイヤ 3 からレイヤ 2
に変更できます。

作業を開始する前に
コントロール VLAN およびパケット VLAN として使用する VLAN を作成します。詳細については、
『Cisco DCNM Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x 』を参照してください。

（注）

この作業の各手順を順番に実行する必要があります。コントロール VLAN およびパケット VLAN を割
り当てる前に、レイヤ 3 制御をディセーブルにする必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、ドメインを作成するデバイスを選択します。

ステップ 3

[Details] ペインから、[Details] タブを選択します。

ステップ 4

[Domain Settings] セクションを拡張します。

ステップ 5

制御モードのドロップダウン リストで、[L2] を選択します。
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ステップ 6

[Control VLAN] フィールドで、コントロール VLAN として使用する VLAN の番号を入力します。

ステップ 7

[Packet VLAN] フィールドで、パケット VLAN として使用する VLAN の番号を入力します。

ステップ 8

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

コントロール VLAN によるドメインの設定
コントロール VLAN によりドメインを制御できます。

作業を開始する前に
『Cisco DCNM Layer
• コントロール VLAN として使用する VLAN を作成します。詳細については、
2 Switching Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

• ご使用の Virtual Supervisor Module（VSM）でレイヤ 3 制御が設定されている場合、コントロー
ル VLAN によりドメインを設定できません。まずレイヤ 3 制御をディセーブルにする必要があり
ます。

• 『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』を使用して、必要な
VLAN インターフェイスを設定してイネーブルにします。VLAN インターフェイスは、複数の
VLAN 間の通信を可能にします。
• VLAN への番号の割り当て方法の概要 詳細については、『Cisco DCNM Layer 2 Switching
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
• 新規に作成した VLAN は、レイヤ 2 ポートが割り当てられるまでは未使用の状態になります。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、ドメインを作成するデバイスを選択します。

ステップ 3

[Details] ペインから、[Details] タブを選択します。

ステップ 4

[Domain Settings] セクションを拡張します。

ステップ 5

制御モードのドロップダウン リストで、[Layer 2] を選択します。

ステップ 6

[Control VLAN] フィールドで、コントロール VLAN として使用する VLAN の番号を入力します。

ステップ 7

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

パケット VLAN によるドメインの設定
パケット VLAN によりドメインを設定できます。

作業を開始する前に

• パケット VLAN として使用する VLAN を作成します。詳細については、使用するプラットフォー
ムのマニュアルを参照してください。

Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

4-8

第4章

仮想スイッチの管理
サーバ接続の設定

• 『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』を使用して、必要な
VLAN インターフェイスを設定してイネーブルにします。VLAN インターフェイスは、複数の
VLAN 間の通信を可能にします。
• VLAN への番号の割り当て方法の概要 詳細については、『Cisco DCNM Layer 2 Switching
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
• 新規に作成した VLAN は、レイヤ 2 ポートが割り当てられるまでは未使用の状態になります。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、ドメインを作成するデバイスを選択します。

ステップ 3

[Details] ペインから、[Details] タブを選択します。

ステップ 4

[Domain Settings] セクションを拡張します。

ステップ 5

制御モードのドロップダウン リストで、[L2] を選択します。

ステップ 6

[Packet VLAN] フィールドで、パケット VLAN として使用する VLAN の番号を入力します。

ステップ 7

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

サーバ接続の設定
Cisco DCNM を使用してサーバ接続を管理できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「vCenter Server 接続の設定」（P.4-9）
• 「vCenter Server 接続の削除」（P.4-10）
• 「vCenter Server への接続」（P.4-11）
• 「vCenter Server からの切断」（P.4-11）
• 「vCenter Server からの DVS の削除」（P.4-11）
• 「モジュールからのホスト マッピングの削除」（P.4-12）

vCenter Server 接続の設定
Cisco Nexus 1000V を vCenter Server に接続するためのパラメータを設定できます。
作業を開始する前に

• 次の情報を用意します。
– データセンター名
– vCenter サーバ IP アドレスまたはホスト名
• vCenter Server 管理ステーションがインストールされて実行されていることを確認します。
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• ESX サーバがインストールして実行されていることを確認します。
• 管理ポートが設定されていることを確認します。
• vCenter Server が到達可能であることを確認します。
•

アプライアンスがインストールされていることを確認します。

• ホスト名を使用して接続を設定している場合は、DNS がすでに設定されていることを確認します。
• vCenter Server に拡張がすでに登録されていることを確認します。この拡張には、Virtual
Supervisor Module（VSM）用の拡張キーおよび公開証明書が含まれます。vCenter Server は、こ
のキーおよび証明書を使用して VSM から受信される要求の信憑性を確認します。拡張の追加およ
び登録の手順については、使用するプラットフォームのマニュアルを参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、vCenter Server 接続を設定するデバイスを選択します。

ステップ 3

[Details] ペインから、[Details] タブを選択します。

ステップ 4

[Connection Settings] セクションを拡張します。

ステップ 5

[Connection Name] フィールドに接続の名前を入力します。

ステップ 6

[Server Name/IP Address] フィールドに、サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

ステップ 7

[Data Center Name] フィールドに、分散仮想スイッチ（DVS）として が作成される vCenter Server の
データセンター名を入力します。データセンター名は、 にローカルに格納されます。

ステップ 8

プロトコル ドロップダウン リストで、[VMWARE-VIM] を選択します。

ステップ 9

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

vCenter Server 接続の削除
設定した vCenter Server 接続パラメータを削除できます。
たとえば、vCenter Server 設定の修正後に vCenter Server から切断できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、所定のデバイスを選択します。

ステップ 3

メニュー バーから、[Actions] > [Delete Connection] を選択します。

ステップ 4

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

4-10

第4章

仮想スイッチの管理
サーバ接続の設定

vCenter Server への接続
vCenter Server または ESX Server に接続できます。
作業を開始する前に

vCenter Server 接続を作成します。
詳細手順
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、所定のデバイスを選択します。

ステップ 3

メニュー バーから、[Actions] > [Connect to vCenter] を選択します。

vCenter Server からの切断
たとえば、vCenter Server 設定の修正後に vCenter Server から切断できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、所定のデバイスを選択します。

ステップ 3

メニュー バーから、[Actions] > [Disconnect from vCenter] を選択します。

vCenter Server からの DVS の削除
vCenter Server から分散仮想スイッチ（DVS）を削除できます。
作業を開始する前に

• vCenter Server 接続を設定します。
• vCenter Server に接続します。
• Server Administrator により、接続されているすべてのホストが VI クライアントから削除されて
いることを確認します。詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。
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ステップ 2

[Summary] ペインから、所定のデバイスを選択します。

ステップ 3

メニュー バーから、[Actions] > [Delete VMware DVS] を選択します。

ステップ 4

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

モジュールからのホスト マッピングの削除
モジュールからホスト サーバへのマッピングを削除できます。

（注）

この機能が実行できるのは、[Absent] 状態がディセーブルになっているモジュールだけです。

作業を開始する前に

vCenter Server 上の DVS からホストを削除します。
手順の詳細

ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理デバイスのサマリー シャーシ情報が表示されます。

ステップ 2

所定の Cisco Nexus 1000V デバイスを拡張します。
デバイスに関連付けられたすべてのモジュールが表示されます。

ステップ 3

ホスト マッピングを削除するモジュールを右クリックし、[Delete Host Mapping from Module] を選択
します。

ネイバー デバイスの表示
選択された Cisco Nexus 1000V デバイスに隣接しているデバイスに関する情報を表示できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、所定のデバイスを選択します。

ステップ 3

[Neighbors] セクションを拡張します。
ネイバー デバイスが表示されます。
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制御インターフェイスの設定
レイヤ 3 制御に使用される制御インターフェイスを設定できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、所定のデバイスを選択します。

ステップ 3

[Control Interface] セクションを拡張します。

ステップ 4

[IP Address] フィールドに、レイヤ 3 制御に使用するインターフェイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 5

[Wildcard Mask] フィールドに、ワイルドカード マスクを入力します。

ステップ 6

管理ステータス ドロップダウンリストで、[Up] を選択してインターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 7

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

仮想スイッチのモニタリング
Cisco DCNM では、仮想スイッチ情報を監視できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「仮想スイッチ サマリー情報の表示」（P.4-13）
• 「仮想スイッチの詳細の表示」（P.4-13）

仮想スイッチ サマリー情報の表示
管理ネットワークの仮想スイッチに関するサマリー情報を表示できます。

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。[Summary] ペインに、各
管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。

仮想スイッチの詳細の表示
管理ネットワークの仮想スイッチに関する詳細を表示できます。この情報には、ドメイン設定および
vCenter 接続設定に関する詳細が含まれます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Inventory] > [Virtual Switch] を選択します。
[Summary] ペインに、各管理対象の仮想スイッチのサマリー情報が表示されます。
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ステップ 2

[Summary] ペインから、ドメイン、サーバ、ネイバー デバイス、および制御インターフェイスに関す
る詳細、ならびにイベントを表示するデバイスを選択します。

フィールドの説明
ここでは、仮想スイッチ機能の次のフィールドの説明を記述します

• 「[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Domain Settings] セクション」（P.4-14）
• 「[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Connection Settings] セクション」（P.4-14）
• 「[Inventory]：[Virtual] [Switch]：[Details]：[Neighbors] セクション」（P.4-15）
• 「[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Control Interface] セクション」（P.4-15）

[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Domain Settings] セク
ション
表 4-1

[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Domain Settings] セクション

フィールド

説明

[Domain ID]
[Sync Status]

ドメインの ID 番号。

[Control Mode]

ドメインの制御モード。有効な選択肢は [Layer 2] または [Layer 3] です。

コンフィギュレーションの vCenter Server との同期ステータス。

[Control Interface] [Control Mode] が [Layer 3] の場合だけアクティブ。制御トラフィックおよびパ
ケット トラフィック用に Virtual Supervisor Module（VSM）によって使用され
るレイヤ 3 インターフェイス。
[Control VLAN]
制御トラフィックに使用される VLAN の ID 番号。
[Packet VLAN]

パケット トラフィックに使用される VLAN の ID 番号。

[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Connection Settings] セク
ション
表 4-2

[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Connection Settings] セクション

フィールド

説明

[Connection
Name]

接続の名前。

[Server Name/IP
Address]

vCenter Server のホスト名または IP アドレス。

[Data Center
Name]

分散仮想スイッチ（DVS）として が作成される vCenter Server のデータセン
ター名。データセンター名は、 にローカルに格納されます。

[Config Status]

コンフィギュレーションのステータス。有効な選択肢は [Enabled] または

[Disabled] です。
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表 4-2

[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Connection Settings] セクション （続き）

フィールド

説明

[Certificate
Filename]

接続に使用されるデジタル証明書のファイル名。

[Version]

VMware vCenter サーバのバージョン。

[Protocol]

vCenter Server でセッションを確立するために使用されるプロトコル。有効な選
択肢は [VMWARE VIM] または [EMPTY] です。

[Port Number]

vCenter サーバとの接続に使用される TCP ポート。

[DVS UUID]

分散仮想スイッチ（DVS）の Universally Unique Identifier（UUID）。

[Oper Status]

接続のステータス。

[Sync Status]

コンフィギュレーションの vCenter Server との同期ステータス。

[Inventory]：[Virtual] [Switch]：[Details]：[Neighbors] セクション
表 4-3

[Inventory]：[Virtual] [Switch]：[Details]：[Neighbors] セクション

フィールド

説明

[Last Updated
Time]

スイッチから情報が最後に取得された時間。[Get Latest Info] をクリックする
と、スイッチから最新情報が取得されます。

[Source MAC
Address]

表示専用フィールド。受信されたフレームの MAC 送信元アドレス。

[Type]

表示専用フィールド。ネイバー ノードが VSM または VEM であることを示す
設定

[Domain ID]

表示専用フィールド。ドメインの識別番号。

[Node ID]

表示専用フィールド。ネイバー ノードの識別番号。

[Last Learnt Time] 表示専用フィールド。MAC アドレスが最後に学習された時間。

[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Control Interface] セク
ション
表 4-4

[Inventory]：[Virtual Switch]：[Details]：[Control Interface] セクション

フィールド

説明

[IP Address]

制御インターフェイスの IP アドレス。

[Wildcard Mask]

制御インターフェイスのワイルドカード マスク。

[Admin Status]

制御インターフェイスの管理ステータス。有効な選択肢は [Up] または [Down]
です。

[Operation Status]

現在の動作ステータスで、[Up] または [Down] です。
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その他の関連資料
仮想スイッチの実装に関連する情報については、次を参照してください。

• 「関連資料」（P.4-16）
• 「標準規格」（P.4-16）

関連資料
マニュアル タイトル

関連項目
ドメインの設定

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide,
Release 4.0(4)SV1(2)』

サーバ接続の管理

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide,
Release 4.0(4)SV1(2)』

標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—

仮想スイッチ機能の履歴
ここでは、仮想スイッチのリリース履歴を示します。
機能名

リリース

機能情報

仮想スイッチ

5.0(2)

この機能が導入されました。
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SPAN の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上のポート間のトラフィックを分析するようにイーサネット
Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）を設定する方法について説明します。

（注）

管理デバイス上で動作している Cisco NX-OS リリースは、この章で説明されているすべての機能または
設定の一部をサポートしていない場合があります。最新の機能情報および警告については、使用するプ
ラットフォームおよびソフトウェア リリースのマニュアルおよびリリース ノートを参照してください。
この章では、次の内容について説明します。

• 「SPAN の概要」（P.5-1）
• 「SPAN のライセンス要件」（P.5-3）
• 「前提条件」（P.5-4）
• 「プラットフォーム サポート」（P.5-4）
• 「SPAN の設定」（P.5-4）
• 「SPAN のフィールドの説明」（P.5-9）
• 「その他の関連資料」（P.5-10）
• 「SPAN 機能の履歴」（P.5-10）

SPAN の概要
SPAN は、外付けアナライザが接続された宛先ポートに SPAN セッション トラフィックを送ることで、
送信元ポート間のすべてのトラフィックを分析します。
ローカル デバイス上で、SPAN セッションで監視する送信元と宛先を定義できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SPAN ソース」（P.5-2）
• 「SPAN 宛先」（P.5-2）
• 「SPAN セッション」（P.5-2）
• 「仮想 SPAN セッション」（P.5-2）
• 「マルチ SPAN セッション」（P.5-3）
• 「ハイ アベイラビリティ」（P.5-3）
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SPAN の概要

SPAN ソース
トラフィックを監視できる監視元インターフェイスのことを SPAN ソースと呼びます。送信元では、
監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックをコピーするかどう
かを指定します。SPAN 送信元には次のものが含まれます。

• イーサネット ポート
• VLAN：VLAN が SPAN 送信元として指定されている場合、VLAN でサポートされているすべて
のインターフェイスが SPAN 送信元となります。
• Remote SPAN（RSPAN; リモート SPAN）VLAN

SPAN 宛先
SPAN 宛先とは、送信元ポートを監視するインターフェイスを指します。宛先ポートは SPAN 送信元か
らコピーされたトラフィックを受信します。

SPAN セッション
SPAN セッションを作成し、送信元と宛先を指定できます。
図 5-1 に、SPAN の設定を示します。3 つのイーサネット ポート上のパケットが宛先ポート イーサ
ネット 2/5 にコピーされます。コピーされるのは、指定した方向のトラフィックだけです。
SPAN の設定

E 2/5
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図 5-1

ࡀ࠶࠻ࡢࠢ ࠕ࠽ࠗࠩ

仮想 SPAN セッション
仮想 SPAN セッションを作成すると、複数の VLAN 送信元を監視し、複数の宛先ポートでの送信に関
係する VLAN だけを選択できます。たとえば、トランク ポート上で SPAN を設定して、異なる複数の
VLAN からのトラフィックを異なる複数の宛先ポート上で監視したりできます。
図 5-2 に、仮想 SPAN の設定を示します。仮想 SPAN セッションでは、3 つの VLAN から指定した 3
つの宛先ポートへトラフィックがコピーされます。各宛先ポートで許可する VLAN を選択することに
よって、そのポートでデバイスが送信するトラフィックを制限できます。図 5-2 では、デバイスは各宛
先ポートへ、1 つの VLAN からのパケットを送信します。
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（注）

仮想 SPAN セッションでは、パケットが宛先で必要かどうかに関係なく、すべての送信元パケットが
すべての宛先にコピーされます。VLAN トラフィックのフィルタリングは、出力側の宛先ポート レベ
ルで行われます。
図 5-2

仮想 SPAN の設定
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仮想 SPAN セッションの設定については、
「仮想 SPAN セッションの設定」
（P.5-6）を参照してください。

マルチ SPAN セッション
複数の SPAN セッションを定義できます。未使用の SPAN セッションをシャットダウンできます。

SPAN セッションのシャットダウンについては、「SPAN セッションのシャットダウンまたは再開」
（P.5-8）を参照してください。

ハイ アベイラビリティ
SPAN 機能はステートレス リスタートおよびステートフル リスタートをサポートします。リブートま
たはスーパーバイザ スイッチオーバーの後に、 は実行コンフィギュレーションを適用します。

SPAN のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
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前提条件

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

SPAN にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は Cisco DCNM にバンド
ルされており、無料で提供されます。Cisco DCNM のライセンス方式の詳細については、『Cisco DCNM
Installation and Licensing Guide, Release 5.x』を参照してください。

Cisco NX-OS

SPAN にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能はすべて Cisco NX-OS
システム イメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。使用するプラットフォームの

Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細については、プラットフォームごとのライセンス ガイドを参照してく
ださい。

前提条件
Cisco DCNM 上で SPAN 機能を使用するには、次の前提条件が必要です。機能固有の前提条件の詳細
については、プラットフォームごとのマニュアルを参照してください。
• SPAN 機能のシステム メッセージ ロギング レベルは、Cisco DCNM 要件を満たすか上回る必要が
あります。デバイスのディスカバリ中、Cisco DCNM は不適切なロギング レベルを検出し、その
レベルを最小要件まで引き上げます。Cisco NX-OS Release 4.0 を実行する Cisco Nexus 7000 シ
リーズのスイッチは例外です。Cisco NX-OS Release 4.0 は、デバイスのディスカバリ前にコマン
ドライン インターフェイスを使用して、Cisco DCNM の要件を満たすか、その要件を上回るよう
にロギング レベルを設定します。詳細については、『Cisco DCNM Fundamentals Configuration
Guide, Release 5.x』を参照してください。

プラットフォーム サポート
次のプラットフォームが、この機能をサポートしています。注意事項や制約事項、システムのデフォル
ト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラットフォーム固有の情報については、対応するマ
ニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

SPAN の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SPAN セッションの設定」（P.5-5）
• 「仮想 SPAN セッションの設定」（P.5-6）
• 「RSPAN VLAN の設定」（P.5-8）
• 「SPAN セッションのシャットダウンまたは再開」（P.5-8）
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SPAN セッションの設定
SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。
送信元には、イーサネット ポート、ポート チャネル、VLAN、および RSPAN VLAN を指定できます。
SPAN 送信元ではプライベート VLAN（プライマリ、分離、およびコミュニティ）を指定できます。
宛先ポートには、アクセス モードまたはトランク モードのイーサネット ポートまたはポートチャネル
を指定できます。すべての宛先ポートでモニタ モードをイネーブルにする必要があります。

作業を開始する前に

• アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートが設定されている必要があります。詳細につ
いては、『Cisco DCNM Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Interfaces] > [Traffic Monitoring] > [SPAN] を選択します。使用でき
るデバイスが [Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、SPAN セッションで設定するデバイスをダブルクリックすると、設定された
SPAN セッションが表示されます。

ステップ 3

（任意）使用しない SPAN セッションを削除するには、SPAN セッションを右クリックして、[Delete]
を選択します。

ステップ 4

（任意）新しい SPAN セッションを設定するには、メニュー バーから、[File] > [New Local SPAN
Session] を選択します。

a. （SPAN セッションを初めて作成したときだけ）[Summary] ペインから、SPAN セッションで設定
するデバイスをダブルクリックすると、設定された SPAN セッションが表示されます。
b. （任意）セッション番号を変更するには、[Summary] ペインから、[Session Id] フィールドをダブ
ルクリックして、1 ～ 18 のセッション番号を入力します。

（注）

セッションを作成した直後にセッション番号だけを変更できます。

ステップ 5

[Summary] ペインから、設定する SPAN セッションを選択します。

ステップ 6

必要に応じて、[Details] ペインから [Configuration] タブをクリックして、[Session Settings] セクショ
ンを拡張します。

ステップ 7

（任意）SPAN セッションの説明を追加するには、その説明を [Description] フィールドに指定します。

ステップ 8

（任意）[Filtered VLANs] フィールドで、下矢印をクリックして、設定された VLAN の表示と選択を
おこないます。

ステップ 9

次のように、送信元イーサネット ポートを SPAN セッションに追加します。

a. [Ports association] パネルからデバイスをダブルクリックし、所定のスロットをダブルクリックし
てポートを表示します。

b. ポートを選択し、ポート行を右クリックし、[Add to SPAN Source] を選択すると、このポートが
SPAN セッション送信元に追加されます。
ステップ 10

次のように、送信元 VLAN または RSPAN VLAN を SPAN セッション送信元に追加します。

a. [VLANs association] パネルからデバイスをダブルクリックして、設定された VLAN を表示します。

Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

5-5

第5章

SPAN の設定

SPAN の設定

b. VLAN を選択し、VLAN 行を右クリックし、[Add to SPAN Source] を選択すると、この VLAN が
SPAN セッション送信元に追加されます。
ステップ 11

次のように、宛先イーサネット ポートを SPAN セッションに追加します。

a. [Ports association] パネルからデバイスをダブルクリックし、所定のスロットをダブルクリックし
てポートを表示します。

b. アクセスまたはトランク ポートを選択します。
c. [Monitor] カラムでチェックボックスをオンにすると、このポートのモニタリングがイネーブルに
なります。

d. ポート行を右クリックし、[Add to SPAN Destination] を選択すると、このポートが SPAN セッ
ション宛先に追加されます。
ステップ 12 （任意）SPAN セッション送信元の設定を変更するには、次の手順を実行します。

a. 必要に応じて、[Details] ペインから [Configuration] タブをクリックして、[Source and
Destination] セクションを拡張します。
b. 送信元の入力または出力の選択を変更するには、[Ingress] チェックボックスまたは [Egress]
チェックボックスをオンまたはオフにして、監視する所定の方向をアクティブにします。

c. SPAN 送信元または SPAN 宛先を削除するには、送信元エントリまたは宛先エントリを選択して右
クリックし、[Delete] を選択します。
ステップ 13

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

仮想 SPAN セッションの設定
仮想 SPAN セッションを設定すると、送信元ポート、VLAN、および RSPAN VLAN からローカル デ
バイス上の宛先ポートへのパケットをコピーできます。
送信元には、ポート、VLAN または RSPAN VLAN を指定できます。
宛先ポートにはイーサネット ポートを指定できます。各宛先ポートで許可する VLAN を選択すること
によって、そのポートでデバイスが送信するトラフィックを制限できます。

作業を開始する前に

• トランク モードで宛先ポートが設定されています。詳細については、『Cisco DCNM Interfaces
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Interfaces] > [Traffic Monitoring] > [SPAN] を選択します。使用でき
るデバイスが [Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、SPAN セッションで設定するデバイスをダブルクリックすると、設定された
SPAN セッションが表示されます。

ステップ 3

（任意）使用しない SPAN セッションを削除するには、SPAN セッションを右クリックして、[Delete]
を選択します。
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ステップ 4

（任意）新しい SPAN セッションを設定するには、メニュー バーから、[File] > [New Local SPAN
Session] を選択します。

a. （SPAN セッションを初めて作成したときだけ）[Summary] ペインから、SPAN セッションで設定
するデバイスをダブルクリックすると、設定された SPAN セッションが表示されます。
b. （任意）セッション番号を変更するには、[Summary] ペインから、[Session Id] フィールドをダブ
ルクリックして、1 ～ 18 のセッション番号を入力します。

（注）

セッションを作成した直後にセッション番号だけを変更できます。

ステップ 5

[Summary] ペインから、設定する SPAN セッションを選択します。

ステップ 6

必要に応じて、[Details] ペインから [Configuration] タブをクリックして、[Session Settings] セクショ
ンを拡張します。

ステップ 7

（任意）SPAN セッションの説明を追加するには、その説明を [Description] フィールドに指定します。

ステップ 8

（任意）VLAN を SPAN セッションの（SPAN セッションに含まれる）フィルタに追加するには、[Filtered
VLANs] フィールドで、下矢印をクリックして、選択可能な設定された VLAN を表示します。

ステップ 9

次のように、送信元イーサネット ポートを SPAN セッションに追加します。

a. [Ports association] パネルからデバイスをダブルクリックし、所定のスロットをダブルクリックし
てポートを表示します。

b. ポートを選択し、ポート行を右クリックし、[Add to SPAN Source] を選択すると、このポートが
SPAN セッション送信元に追加されます。
ステップ 10

次のように、送信元 VLAN または RSPAN VLAN を SPAN セッション送信元に追加します。

a. [VLANs association] パネルからデバイスをダブルクリックして、設定された VLAN を表示しま
す。

b. VLAN を選択し、VLAN 行を右クリックし、[Add to SPAN Source] を選択すると、この VLAN が
SPAN セッション送信元に追加されます。
ステップ 11

次のように、宛先イーサネット ポートを SPAN セッションに追加します。

a. [Ports association] パネルからデバイスをダブルクリックし、所定のスロットをダブルクリックし
てポートを表示します。

b. アクセスまたはトランク ポートを選択します。
c. [Monitor] カラムでチェックボックスをオンにすると、このポートのモニタリングがイネーブルに
なります。

d. ポート行を右クリックし、[Add to SPAN Destination] を選択すると、このポートが SPAN セッ
ション宛先に追加されます。
ステップ 12

次の手順を実行して、トランク ポートで許可される VLAN を制限します。

a. [Feature Selector] ペインから、[Interfaces] > [Physical] > [Ethernet] を選択します。使用できるデ
バイスが [Summary] ペインに表示されます。
b. [Summary] ペインからデバイスをダブルクリックし、設定するスロットをダブルクリックします。
c. 設定するトランク ポートを選択します。
d. 必要に応じて、[Details] ペインから [Port Details] タブをクリックして、[Port Mode Settings] セク
ションを拡張します。

e. [Allowed VLANs] フィールドをクリックしてトランクの VLAN を制限します。このフィールドに
は、選択可能な設定された VLAN が表示されます。
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ステップ 13

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

RSPAN VLAN の設定
リモート SPAN（RSPAN）VLAN を SPAN セッション送信元として指定できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Switching] > [VLAN] を選択します。使用できるデバイスが
[Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、設定するデバイスをダブルクリックします。

ステップ 3

設定する VLAN を選択します。

ステップ 4

必要に応じて、[Details] ペインから [VLAN Details] タブをクリックして、[Advanced Settings] セク
ションを拡張します。

ステップ 5

[RSPAN VLAN] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。

SPAN セッションのシャットダウンまたは再開
SPAN セッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断することがで
きます。このアクションにより、ハードウェア リソースを解放して他のセッションをイネーブルにで
きます。
SPAN セッションを再開（イネーブルに）すると、送信元から宛先へのパケットのコピーを再開できま
す。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの SPAN セッションをイネーブルにするには、
そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要があります。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Interfaces] > [Traffic Monitoring] > [SPAN] を選択します。
使用できるデバイスが [Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、デバイスをダブルクリックして、設定された SPAN セッションを表示します。

ステップ 3

[Summary] ペインから、設定する SPAN セッションを選択します。

ステップ 4

必要に応じて、[Details] ペインから [Configuration] タブをクリックして、[Session Settings] セクショ
ンを拡張します。

ステップ 5

[Admin Status] フィールドの [Up] を選択して、SPAN セッションを再開（イネーブルに）します。

ステップ 6

[Admin Status] フィールドの [Down] を選択して、SPAN セッションをシャットダウンします。
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（注）

監視セッションがイネーブルで動作状況がダウンの場合、セッションをイネーブルにするに
は、最初にセッションをシャットダウンした後にセッションを再開する必要があります。

SPAN のフィールドの説明
ここでは、次の SPAN のフィールド説明が含まれます。

• 「[Local SPAN Session]：[Configuration]：[Session Settings] セクション」（P.5-9）
• 「[Local SPAN Session]：[Configuration]：[Source and Destination] セクション」（P.5-9）

[Local SPAN Session]：[Configuration]：[Session Settings] セク
ション
表 5-1

[Local SPAN Session]：[Configuration]：[Session Settings] セクション

要素

説明

[Session Id]

ローカル SPAN セッション番号。セッションが初めて作成されたときだけ
指定できます。値の範囲は 1 ～ 18 です。

[Description]

このセッションの説明。

[Filtered VLANs]

クリックされたたときの設定された VLAN のリスト。

[Admin Status]

セッションの管理ステータス。

[Operational Status]

表示専用フィールド。セッションがシャットダウン（停止中）かイネーブル
（動作中）か。

[Status Description]

表示専用フィールド。ステータスの説明。

[Local SPAN Session]：[Configuration]：[Source and Destination]
セクション
表 5-2

[Local SPAN Session]：[Configuration]：[Source and Destination] セクション

要素

説明

[Source]
[Interface/VLAN]

表示専用フィールド。ポート番号または VLAN 番号。

[Description]

表示専用フィールド。ポートまたは VLAN の説明。

[Ingress]

入力パケットを監視するかどうかのステータス。

[Egress]

出力パケットを監視するかどうかのステータス。

[Destination]
[Interface]

表示専用フィールド。ポート番号。

[Description]

表示専用フィールド。ポートの説明。
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その他の関連資料
SPAN の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。
• 「関連資料」（P.5-10）
• 「標準規格」（P.5-10）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

仮想デバイス コンテキスト（VDC）

『Cisco DCNM Virtual Device Context Configuration Guide, Release
5.x』

標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—

SPAN 機能の履歴
表 5-3 は、この機能のリリースの履歴です。
表 5-3

SPAN 機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

スイッチド ポート アナライザ（SPAN）

5.0(2)

リリース 4.2 からの変更はありません。

スイッチド ポート アナライザ（SPAN）

4.2(1)

リリース 4.1 からの変更はありません。
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LLDP の設定
この章では、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに接続されているサーバを検出するための Link
Layer Discovery Protocol（LLDP）の設定方法について説明します。
この章では、次の内容について説明します。

• 「LLDP の概要」（P.6-1）
• 「LLDP のライセンス要件」（P.6-2）
• 「前提条件」（P.6-2）
• 「注意事項および制約事項」（P.6-2）
• 「プラットフォーム サポート」（P.6-3）
• 「LLDP の設定」（P.6-3）
• 「その他の関連資料」（P.6-5）
• 「LLDP 機能の履歴」（P.6-5）

LLDP の概要
ここでは、次の内容について説明します。

• 「LLDP の概要」（P.6-1）
• 「ハイ アベイラビリティ」（P.6-2）

LLDP の概要
Cisco Discovery Protocol （CDP）は、すべてのシスコ デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス サー
バ、およびスイッチ）上のレイヤ 2（データリンク層）で動作するデバイス ディスカバリ プロトコル
です。CDP を使用すると、ネットワーク管理アプリケーションは、ネットワークに接続されている他
のシスコ デバイスを検出して、そのデバイスについて学習できます。
他社製デバイスのディスカバリを許可するために、スイッチは、IEEE 802.1ab 規格で定義されている
ベンダー ニュートラルなデバイス ディスカバリ プロトコルである Link Layer Discovery Protocol
（LLDP）もサポートしています。LLDP を使用すると、ネットワーク デバイスはネットワーク デバイ
スに関する情報を、ネットワーク上の他のデバイスにアドバタイズできます。このプロトコルはデータ
リンク レイヤで実行されるため、異なるネットワーク レイヤ プロトコルを実行している 2 つのシステ
ムでも情報を交換できます。
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LLDP は、デバイスおよびそのインターフェイスの機能と現在のステータスに関する情報を送信する単
一方向のプロトコルです。LLDP デバイスはこのプロトコルを使用して、他の LLDP デバイスからだ
け情報を要求します。Cisco DCNM は LLDP を使用して、デバイスに接続されているサーバだけを検
出できます。

（注）

デバイス ディスカバリおよび手動によるデバイスのサーバへのバインディングの詳細については、
『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x 』を参照してください。

ハイ アベイラビリティ
LLDP 機能は、ステートレス リスタートおよびステートフル リスタートをサポートしています。リ
ブート後またはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。

LLDP のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

LLDP にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は Cisco DCNM にバンド
ルされており、無料で提供されます。Cisco DCNM のライセンス方式の詳細については、『Cisco DCNM
Installation and Licensing Guide, Release 5.x』を参照してください。

Cisco NX-OS

LLDP にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能はすべて Cisco NX-OS
システム イメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。使用するプラットフォームの

Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細については、プラットフォームごとのライセンス ガイドを参照してく
ださい。

前提条件
Cisco DCNM 上で LLDP を使用するには、次の前提条件が必要です。機能固有の前提条件の詳細につ
いては、プラットフォームごとのマニュアルを参照してください。
• LLDP 機能のシステム メッセージ ロギング レベルは、Cisco DCNM 要件を満たすか上回る必要が
あります。デバイスのディスカバリ中、Cisco DCNM は不適切なロギング レベルを検出し、その
レベルを最小要件まで引き上げます。Cisco NX-OS Release 4.0 を実行する Cisco Nexus 7000 シ
リーズのスイッチは例外です。Cisco NX-OS Release 4.0 は、デバイスのディスカバリ前にコマン
ドライン インターフェイスを使用して、Cisco DCNM の要件を満たすか、その要件を上回るよう
にロギング レベルを設定します。詳細については、『Cisco DCNM Fundamentals Configuration
Guide, Release 5.x』を参照してください。

注意事項および制約事項
この機能を Cisco DCNM で使用するには、次の注意事項および制約事項が必要です。機能固有の前提
条件の注意事項および制約事項の完全なリストについては、プラットフォーム固有のマニュアルを参照
してください。
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• LLDP タイマーと Type Length Value（TLV; タイプ、長さ、値）の記述は、Cisco DCNM を使用し
て設定できません。

プラットフォーム サポート
次のプラットフォームが、この機能をサポートしています。注意事項や制約事項、システムのデフォル
ト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラットフォーム固有の情報については、対応するマ
ニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

LLDP の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「LLDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル」（P.6-3）
• 「インターフェイス上での LLDP のイネーブルまたはディセーブル」（P.6-4）

LLDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル
デバイスで LLDP をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。

作業を開始する前に
正しい VDC を使用していることを確認します。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Interfaces] > [Physical] > [Ethernet] を選択します。使用できるデバイ
スが [Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、LLDP をイネーブルまたはディセーブルにするデバイスをクリックします。

ステップ 3

次のいずれかを行います。

• デバイスで LLDP をイネーブルにするには、メニュー バーから、[Actions] > [Enable LLDP
Service] を選択します。
• デバイスで LLDP をディセーブルにするには、メニュー バーから、[Actions] > [Disable LLDP
Service] を選択します。
ステップ 4

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。
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LLDP の設定

インターフェイス上での LLDP のイネーブルまたはディセーブル
LLDP をグローバルにイネーブルにすると、LLDP は、デフォルトでサポートされているすべてのイン
ターフェイス上でイネーブルになります。ただし、LLDP パケットの送信だけ、または受信だけを実行
するために、個々のインターフェイスでの LLDP のイネーブルまたはディセーブル、あるいはイン
ターフェイスの選択的な設定を実行できます。

（注）

インターフェイスがトンネル ポートとして設定されている場合、LLDP は自動的にディセーブルにな
ります。

作業を開始する前に
正しい VDC を使用していることを確認します。
デバイスで LLDP をグローバルにイネーブルにしていることを確認します。詳細については、「LLDP
のグローバルなイネーブルまたはディセーブル」（P.6-3）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Interfaces] > [Physical] > [Ethernet] を選択します。使用できるデバイ
スが [Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインから、デバイスおよびスロットを拡張し、LLDP をイネーブルまたはディセーブル
にするポートをクリックします。

[Details] ペインにポート情報のタブが表示されます。[Port Details] タブはアクティブですが、そのセ
クションが拡張されていません。
ステップ 3

次のいずれかを行います。

• ポートで LLDP をディセーブルにするには、メニュー バーから、[Actions] > [Disable LLDP] を選
択します。

• ポートで LLDP をイネーブルにするには、メニュー バーから、[Actions] > [Enable LLDP] を選択
します。
ステップ 4

[Details] ペインから、[Basic Settings] セクションを拡張します。
LLDP がイネーブルになると、[LLDP Transmit Enabled and LLDP Receive Enabled] フィールドに
「Enabled」が表示されます。
LLDP がディセーブルになると、[LLDP Transmit Enabled and LLDP Receive Enabled] フィールドに
「Disabled」が表示されます。

ステップ 5

（任意）LLDP パケットの送信だけ、または受信だけを実行するようにポートを選択的に設定するには、
次のいずれかを実行します。

• LLDP パケットの送信だけを実行するようにポートを設定するには、[LLDP Transmit Enabled] ド
ロップダウン リストから [Enabled] を選択して、[LLDP Receive Enabled] ドロップダウン リスト
から [Disabled] を選択します。
• LLDP パケットの受信だけを実行するようにポートを設定するには、[LLDP Transmit Enabled] ド
ロップダウン リストから [Disabled] を選択して、[LLDP Receive Enabled] ドロップダウン リスト
から [Enabled] を選択します。
ステップ 6

メニュー バーから、[File] > [Deploy] を選択して、変更内容をデバイスに適用します。
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その他の関連資料
LLDP の実装に関する詳細情報については、次の各セクションを参照してください。
• 「関連資料」（P.6-5）
• 「標準規格」（P.6-5）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

デバイス ディスカバリ

『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x 』

仮想デバイス コンテキスト（VDC）

『Cisco DCNM Virtual Device Context Configuration Guide, Release
5.x』

標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—

LLDP 機能の履歴
表 6-1 は、この機能のリリースの履歴です。
表 6-1

LLDP 機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

LLDP

5.0(2)

この機能が導入されました。
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7

デバイス オペレーティング システムの管理
この章では、Cisco Data Center Network Management（DCNM）でデバイス OS 管理機能を使用する
方法を取り上げます。
この章では、次の内容について説明します。

• 「デバイス OS 管理の概要」（P.7-1）
• 「デバイス OS 管理のライセンス要件」（P.7-3）
• 「前提条件」（P.7-3）
• 「デバイス OS 管理の注意事項と制約事項」（P.7-4）
• 「プラットフォーム サポート」（P.7-4）
• 「デバイス OS 管理ウィンドウの使用」（P.7-4）
• 「ソフトウェア インストール ジョブの設定」（P.7-6）
• 「ファイル サーバの設定」（P.7-13）
• 「デバイス OS 管理のフィールドの説明」（P.7-15）
• 「その他の関連資料」（P.7-18）
• 「デバイス OS 管理の機能履歴」（P.7-19）

デバイス OS 管理の概要
デバイス OS 管理機能を使用すると、Cisco DCNM で管理されている特定のデバイスにインストールさ
れているソフトウェア イメージを管理できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「デバイス OS 管理画面」（P.7-1）
• 「ソフトウェア インストール ジョブ」（P.7-2）
• 「ファイル サーバ」（P.7-3）
• 「VDC のサポート」（P.7-3）

デバイス OS 管理画面
デバイス OS 管理画面では、管理対象デバイスで使用されているソフトウェア イメージの情報を表示
できます。また、[Device OS Management Summary] ペインからソフトウェア インストール ウィザー
ドを開始できます。
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デバイス OS 管理の概要

ソフトウェア インストール ジョブ
ソフトウェア インストール ジョブ機能では、ソフトウェア インストール ジョブを作成および監視でき
ます。Cisco DCNM に用意されているソフトウェア インストール ウィザードを使用すると、ソフト
ウェア インストール ジョブの設定に必要な情報をすべて指定できます。

1 つ以上の管理対象デバイスに対して使用できるソフトウェア インストール ジョブを作成できます。
デバイスのローカル ファイル システムにすでにあるソフトウェア イメージを使用することも、ジョブ
に含まれている各管理対象デバイスに Cisco DCNM から指示を出し、管理対象デバイスにあるローカ
ル ファイル システムにソフトウェア イメージを転送させることもできます。オプションは次のとおり
です。

• [Device file system]：デバイスのローカル ファイル システムにあるソフトウェア イメージを使用
できます。インストール ジョブを設定する前に、デバイスにイメージが存在することを確認する
必要があります。

1 台のデバイスのソフトウェア イメージを指定するのではなく、デバイス タイプ カテゴリのソフト
ウェア イメージを指定できます。ただし、指定するイメージは、カテゴリ内の各デバイスの同じ場
所および同じファイル名で存在する必要があります。たとえば、
bootflash:/images/n7000-s1-dk9.4.1.2.upg.bin を指定する場合、n7000-s1-dk9.4.1.2.upg.bin のイメー
ジ ファイルは、デバイス カテゴリ内の各デバイスの bootflash:/images にある必要があります。

• [File server]：Cisco DCNM に設定しているファイル サーバを使用できます。ファイル サーバを使
用する場合、Cisco DCNM はそのファイル サーバを設定するときに指定した情報と、ソフトウェ
ア インストール ジョブを設定するときに指定した情報を使用して、ジョブの管理対象デバイスが
ソフトウェア イメージを取得するために使用できる URL を集めます。
ソフトウェア インストール ジョブを設定する前に、ソフトウェア イメージがファイル サーバにあ
ることを確認してください。また、ファイル サーバを Cisco DCNM に設定する必要があります。
詳細については、「ファイル サーバ」（P.7-3）を参照してください。

• [URL]：URL を使用してイメージ ファイルを指定できます。Cisco DCNM では、使用する転送プ
ロトコルによって、次のように URL を確認します。
– FTP：Cisco DCNM は URL 形式、URL の FTP サーバが到達可能かどうか、指定したイメージ
ファイルが FTP サーバにあるかどうかを確認します。FTP の URL 形式は次のようになります。

ftp://username@servername/path/filename
– SFTP：Cisco DCNM は URL 形式、URL の SFTP サーバが到達可能かどうか、指定したイ
メージ ファイルが SFTP サーバにあるかどうかを確認します。SFTP の URL 形式は次のよう
になります。

sftp://username@servername/path/filename
– TFTP：パスとイメージ ファイル名が正しいことを確認する必要があります。Cisco DCNM は
URL 形式と URL の TFTP サーバが到達可能かどうかを確認します。TFTP の URL 形式は次
のようになります。

tftp://servername/path/filename
– SCP：SCP サーバが到達可能で、パスとイメージ ファイル名が正しいことを確認する必要が
あります。Cisco DCNM は URL 形式を確認します。SCP の URL 形式は次のようになります。

scp://username@servername/path/filename
ソフトウェア インストール ウィザードには、ソフトウェア イメージと管理対象デバイスのバージョン
互換性を確認するオプションの手順があります。この手順の実行中、ソフトウェア イメージが URL ま
たはファイル サーバで指定されている場合、Cisco DCNM は管理対象デバイスに対し、URL または
ファイル サーバからデバイスのブートフラッシュ ファイル システムにソフトウェア イメージをコピー
するように指示します。バージョン互換性の手順をスキップすると、インストール ジョブが開始され
るまで、Cisco DCNM は URL またはファイル サーバからソフトウェア イメージをコピーするように
デバイスに指示しません。
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ファイル サーバ
ファイル サーバ機能では、ファイル サーバを設定できます。ファイル サーバは次の目的で使用できます。

• ソフトウェア インストール ジョブ：Cisco DCNM はファイル サーバからソフトウェア イメージ
ファイルを取得して、ソフトウェア インストール ジョブに含まれているデバイスにそれらのファ
イルを転送します。

• コンフィギュレーション ロールバック：Cisco DCNM はデバイス コンフィギュレーションをロー
ルバックするときに、デバイス コンフィギュレーションのバックアップをファイル サーバに作成
します。

Cisco DCNM では、次のプロトコルを使用するファイル サーバをサポートしています。
• FTP
• SFTP
• TFTP
ソフトウェア インストール ジョブでファイル サーバを使用する場合、次の項目を検討してください。

• ジョブに含まれている管理対象デバイスは、ファイル サーバに直接接続できる必要があります。
• ソフトウェア イメージ ファイルができる限り迅速に転送されるようにするため、ソフトウェア イ
ンストール ジョブに含まれているデバイスと同じ LAN にあるファイル サーバを使用します。利用
可能なファイル サーバからのソフトウェア イメージ ファイルの転送が遅すぎる場合、ソフトウェ
ア インストール ジョブを作成する前に、ジョブに含めるデバイスにそのファイルを手動でコピー
し、ファイル サーバではなく、手動でコピーしたファイルを使用するようにジョブを設定します。

VDC のサポート
デバイス ソフトウェア イメージは、Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）では
なく、物理デバイスに適用します。管理対象デバイス上のソフトウェア イメージを変更すると、デバ
イスのすべての VDC は新しいソフトウェア イメージを使用します。

デバイス OS 管理のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

デバイス OS 管理には LAN エンタープライズ ライセンスが必要です。Cisco DCNM LAN エンタープライ
ズ ライセンスの取得およびインストールについては、『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide,
Release 5.x』を参照してください。

前提条件
Cisco DCNM でデバイス OS 管理機能を使用するには、次の前提条件が必要です。機能固有の前提条件
の詳細については、プラットフォームごとのマニュアルを参照してください。
• デバイス OS 管理機能は、Cisco DCNM で管理されているデバイスだけをサポートします。つま
り、Cisco DCNM でデバイスが正常に検出されている必要があります。
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デバイス OS 管理の注意事項と制約事項

• デバイス OS 管理機能は、Cisco DCNM のライセンスを持つデバイスのリストに追加されているデ
バイスだけをサポートします。

• ソフトウェア インストール ジョブを実行するとき、ソフトウェア インストール ジョブに含まれて
いるデバイスは、Cisco DCNM から到達可能である必要があります。デバイスに到達できないと、
ソフトウェア インストール ジョブは失敗します。

デバイス OS 管理の注意事項と制約事項
デバイス OS 管理機能には、コンフィギュレーションに関する次の注意事項と制約事項があります。

• ソフトウェア インストール ジョブで使用される URL とファイル サーバは、ジョブの管理対象デ
バイスから到達可能である必要があります。

• URL に DNS 名を使用している場合やファイル サーバを設定する場合には、URL またはファイル
サーバを使用している管理対象デバイスで DNS 名を解決できることを確認します。
• ソフトウェア インストール ジョブは、Connectivity Management Processor（CMP; 接続管理プロ
セッサ）をリロードしません。ソフトウェア インストール ジョブが完了したら、手動で CMP を
リロードする必要があります。完了したソフトウェア インストール ジョブのステータスには、手
動でリロードする必要がある CMP に関するメッセージが含まれています。詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release 5.x』を参照し
てください。

• スーパーバイザ モジュールを 1 つ装備する Cisco Nexus 7000 シリーズのデバイスでは、ソフト
ウェア インストール ジョブによってデバイスはリロードされません。インストール ジョブが完了
した後、スーパーバイザを 1 つ装備する Nexus 7000 シリーズのデバイスで、新しくインストール
したソフトウェア イメージを実行するには、デバイスを手動でリロードする必要があります。詳
細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release
5.x』を参照してください。

プラットフォーム サポート
この機能は次のプラットフォームでサポートされていますが、異なる方法で実装される場合がありま
す。注意事項や制約事項、システムのデフォルト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラッ
トフォーム固有の情報については、対応するマニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

デバイス OS 管理ウィンドウの使用
ここでは、次の内容について説明します。

• 「デバイス イメージの詳細の表示」（P.7-5）
• 「デバイスへのソフトウェアのインストール」（P.7-5）
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デバイス イメージの詳細の表示
管理対象デバイス上のソフトウェア イメージの詳細を表示できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] を選択します。
管理対象デバイスの表が [Summary] ペインに表示されます。各行にはデバイスのソフトウェア イメー
ジ情報が表示されます。デバイスはアルファベット順に表示されます。

ステップ 2

ソフトウェア イメージの詳細を表示するデバイスをクリックします。

[Details] ペインには、情報の 2 つのセクションが表示されます。[System] セクションには [Summary]
ペインにも表示されている情報の他に、インストール ジョブのスケジュールが設定されている場合は、
インストール ジョブへのリンクなど、スケジュールが設定されているインストール ジョブのメッセー
ジが表示されます。

[Software Installation Jobs] セクションには、今後のインストール ジョブ、現在のインストール ジョ
ブ、過去のインストール ジョブの情報が表示されます。

ヒント [System] セクションまたは [Software Installation Jobs] セクションを展開または折りたたむに
は、セクション タイトルをダブルクリックします。
ステップ 3

（任意）スケジュールが設定されているソフトウェア インストール ジョブを開くには、[System] セク
ションでインストール ジョブへのリンクをクリックします。

[Feature Selector] ペインがソフトウェア インストール ジョブ機能に変わります。詳細については、
「ソフトウェア インストール ジョブの詳細の表示」（P.7-6）を参照してください。

デバイスへのソフトウェアのインストール
[Device OS Management Summary] ペインに表示されているデバイスにソフトウェアをインストール
できます。[Device OS Management Summary] ペインからソフトウェアをインストールすると、ソフ
トウェア インストール ウィザードが起動します。このウィザードではソフトウェア インストール ジョ
ブを作成したり変更したりできます。
作業を開始する前に
ソフトウェア インストール ウィザードでサポートされているいずれかのオプションで、インストール
「ソフトウェア イン
するソフトウェア イメージが使用可能であることを確認します。詳細については、
ストール ジョブ」（P.7-2）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [Device OS Management] の順に選択します。
管理対象デバイスの表が [Summary] ペインに表示されます。

ステップ 2

新しいソフトウェア インストール ジョブに含めるデバイスをクリックします。
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ステップ 3

メニュー バーから、[Actions] > [Install Software] の順に選択します。
ソフトウェア インストール ウィザードのダイアログボックスに、[Select Switches] の手順が表示され
ます。選択したデバイスが [Selected Switches] に表示されます。

ステップ 4

ウィザードを使用するには、「ソフトウェア インストール ウィザードの使用」（P.7-8）を参照してくだ
さい。

ソフトウェア インストール ジョブの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ソフトウェア インストール ジョブの詳細の表示」（P.7-6）
• 「ソフトウェア インストール ジョブの作成と編集」（P.7-7）
• 「ソフトウェア インストール ウィザードの使用」（P.7-8）
• 「ソフトウェア インストール ジョブのスケジュールの再設定」（P.7-11）
• 「ソフトウェア インストール ジョブの削除」（P.7-11）
• 「ソフトウェア インストール ジョブのコメントの追加と変更」（P.7-12）

ソフトウェア インストール ジョブの詳細の表示
ステータスなど、ソフトウェア インストール ジョブの詳細を表示できます。

作業を開始する前に
詳細を表示する前に、ソフトウェア インストール ジョブを設定する必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [Software Installation Jobs] の順に選択し
ます。

[Summary] ペインにソフトウェア インストール ジョブの表が表示されます。
ステップ 2

詳細を表示するソフトウェア インストール ジョブをクリックします。

[Details] ペインには、情報の 2 つのセクションが表示されます。[General] セクションには、ジョブ
ID、ジョブのオーナー、スケジュール情報、コメント、インストール オプションが表示されます。
[Device and Software Images] セクションには、ジョブに含まれているデバイスの表、各デバイスにイ
ンストールされるソフトウェア イメージ、デバイスのインストール ステータスが表示されます。

ヒント [General] または [Device and Software Images] セクションを展開または折りたたむには、セク
ション タイトルをダブルクリックします。
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ソフトウェア インストール ジョブの作成と編集
[Software Installation Jobs] コンテンツ ペインから、ソフトウェア インストール ジョブを作成したり、
既存のジョブを編集したりできます。[Software Installation Jobs] コンテンツ ペインからジョブを作成
または編集すると、ソフトウェア インストール ウィザードが起動します。このウィザードではジョブ
を作成または変更できます。
作業を開始する前に
ソフトウェア インストール ウィザードでサポートされているいずれかのオプションで、インストール
「ソフトウェア イン
するソフトウェア イメージが使用可能であることを確認します。詳細については、
ストール ジョブ」（P.7-2）を参照してください。
ソフトウェア イメージ ファイルができる限り迅速に転送されるようにするため、ソフトウェア インス
トール ジョブに含まれているデバイスと同じ LAN にあるファイル サーバを使用します。利用可能な
ファイル サーバからのソフトウェア イメージ ファイルの転送が遅すぎる場合、ソフトウェア インス
トール ジョブを作成する前に、ジョブに含めるデバイスにそのファイルを手動でコピーし、ファイル
サーバではなく、手動でコピーしたファイルを使用するようにジョブを設定します。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [Software Installation Jobs] の順に選択し
ます。

[Summary] ペインにソフトウェア インストール ジョブの表が表示されます。
ステップ 2

次のいずれかを行います。

• ジョブを作成するには、メニュー バーから [Actions] > [New] の順に選択します。
• ジョブを編集するには、[Summary] ペインでジョブをクリックし、メニュー バーから [Actions] >
[Edit] を選択します。
ソフトウェア インストール ウィザードのダイアログボックスに、[Select Switches] の手順が表示され
ます。
ステップ 3

ウィザードを使用するには、「ソフトウェア インストール ウィザードの使用」（P.7-8）を参照してくだ
さい。
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ソフトウェア インストール ウィザードの使用
ソフトウェア インストール ウィザードを使用して、新しいソフトウェア インストール ジョブを設定し
たり、既存のソフトウェア インストール ジョブを変更したりできます。

作業を開始する前に
次のいずれかの場所から、ソフトウェア インストール ウィザードを起動します。

• [Device OS Management]：「デバイスへのソフトウェアのインストール」（P.7-5）を参照してくだ
さい。

• [Software Installation Jobs]：「ソフトウェア インストール ジョブの作成と編集」（P.7-7）を参照し
てください。

手順の詳細
ステップ 1

ソフトウェア インストール ウィザードのダイアログボックスで、インストール ジョブに含める各デバ
イスに対し、次の手順を実行します。

a. [Available Switches] でデバイスをクリックします。
b. [Add] をクリックします。

ヒント ジョブからデバイスを削除するには、[Selected Switches] でデバイスをクリックし、[Remove]
をクリックします。
ステップ 2

[Next] をクリックします。
ソフトウェア インストール ウィザードのダイアログボックスに、[Specify Software Images] の手順が
表示されます。デバイスは物理デバイス タイプで分類されます。各デバイスのソフトウェア イメージ
を個別に指定することも、同じ物理タイプのデバイスのカテゴリ全体にソフトウェア イメージを指定
することもできます。

ステップ 3

各デバイスまたは物理デバイス カテゴリで、キックスタート イメージとシステム イメージを指定しま
す。これを行うには、[Kickstart Image] テキスト ボックスでこれらの手順を行い、[System Image] テ
キスト ボックスでもこれらの手順を再度行います。

a. 適用可能なイメージ テキスト ボックスをクリックして、テキスト ボックスを有効にします。次
に、ボタンをさらにクリックします。

[Software Image Browser] ダイアログボックスが表示されます。
b. インストールされるソフトウェア イメージのファイルの場所を指定します。これを行うには、次
のオプションのいずれかを選択します。

• [File Server]：このオプションを選択する場合、[Repository] リストからファイル サーバを選
択し、ファイル サーバのフォルダに移動し、ソフトウェア イメージ ファイルを選択する必要
があります。

• [Switch File System]：このオプションを選択する場合、デバイス上のファイル システムに移
動して、ソフトウェア イメージ ファイルを選択する必要があります。
デバイス タイプ カテゴリのソフトウェア イメージを指定している場合、指定したイメージは
カテゴリ内の各デバイスに、同じ場所および同じ名前で存在する必要があります。

• [URL]：このオプションを選択する場合、URL テキスト ボックスに URL を入力します。使用
する転送プロトコルの URL にユーザ名が含まれている場合、[Password] テキスト ボックスに
URL のユーザ名のパスワードを入力します。
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c. [OK] をクリックします。

URL を指定したら、Cisco DCNM はその URL を確認します。
[Software Image Browser] ダイアログボックスを閉じます。適用可能なイメージのテキスト ボック
スに、選択したソフトウェア イメージが表示されます。
ステップ 4

（任意）ソフトウェア インストール ウィザードを使用して、選択したキックスタート イメージおよび
システム ソフトウェア イメージがデバイスと互換性があることを確認しない場合には、デバイスの行
で [Skip Version Compatibility] チェックボックスを選択します。

ヒント ソフトウェア インストール ジョブに含まれている各デバイスのキックスタート イメージおよ
びシステム イメージを指定するまで、[Next] ボタンは利用できません。
ステップ 5

[Next] をクリックします。
ソフトウェア イメージの場所の URL またはソフトウェア イメージ リポジトリを指定したら、Cisco
DCNM はジョブのデバイスに指定した場所からイメージを取得するように指示します。
ソフトウェア イメージ ファイルの取得に十分なスペースがデバイスのローカル ファイル システムにな
い場合、デバイスのスペースを解放するオプションがダイアログボックスで提示されます。

ステップ 6

デバイスに十分なスペースがないという警告を受け取ったら、次のいずれかを実行します。

• デバイスからファイルを削除するには、[Yes] をクリックします。[Delete Files] ダイアログボック
スを使用して、デバイスのローカル ファイル システムを検索して、不要なファイルを削除します。
完了したら、[OK] をクリックして、[Next] をクリックします。

• ジョブからデバイスを削除するには、[No]、[Back] の順にクリックしてステップ 3 に戻ります。
• ソフトウェア インストール ウィザードを終了するには、[No] をクリックして、[Cancel] をクリッ
クします。
インストール ジョブの各デバイスのバージョン互換性チェックをスキップするように選択しない限り、
ソフトウェア インストール ウィザードのダイアログボックスには、[Pre-installation Checks] の手順が
表示されます。[Version Compatibility Check] カラムには、デバイスがチェックに合格したか失敗した
かが表示されます。
ステップ 7

ソフトウェア インストール ウィザードのダイアログボックスに [Pre-installation Checks] の手順が表示
されたら、次の手順を実行します。

a. バージョン互換性チェックに失敗したデバイスがある場合、次のいずれかを実行します。
– デバイスに指定されているソフトウェア イメージ ファイルを変更する場合、[Back] をクリックし
てステップ 3 に戻ります。
– バージョン互換性チェックに失敗したデバイスにソフトウェアをインストールせずにジョブを続
行する場合、[Skip devices with version compatibility failure] チェックボックスを選択します。
b. [Next] をクリックします。
ソフトウェア インストール ウィザードのダイアログボックスに、[Installation Options] と [Schedule]
の手順が表示されます。
ステップ 8

（任意）各デバイスの現在のコンフィギュレーションをジョブで保存したり、削除したりするには、次
の手順を実行します。

a. [Installation Options] チェックボックスを選択します。
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b. ジョブで各デバイスの実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに
コピーする場合、[Save Running Configuration to Startup before Installation] オプション ボタンを
クリックします。実行コンフィギュレーションを変更するアップグレードまたはダウングレードが
インストールされない限り、インストール ジョブ後のデバイスのコンフィギュレーションは、
ジョブの実行前と同じコンフィギュレーションです。

c. 各デバイスのスタートアップ コンフィギュレーションをジョブで削除するには、[Erase Startup
Configuration before Installation] オプション ボタンをクリックします。インストール ジョブの完
了後、ジョブのデバイスにはデフォルトの実行コンフィギュレーションだけがあります。
ステップ 9

[Schedule] で次のいずれかを実行します。
• ウィザードの完了後すぐにソフトウェア インストール ジョブを開始する場合、[Install Now] オプ
ション ボタンをクリックします。

• ソフトウェア インストール ジョブの開始日時を指定する場合、[Schedule Installation] オプション
ボタンをクリックして、[Date and Time] フィールドでジョブの開始日時を指定します。
ステップ 10 （任意）[Comments] テキスト ボックスに、インストール ジョブのコメントを入力します。
ステップ 11

[Execution Mode] で次のいずれかを実行します。
• ジョブに含まれているデバイスに対し、一度に 1 台のデバイスでインストール ジョブを実行して
から、次のデバイスに移る場合、[Sequential] オプション ボタンをクリックします。
• ジョブに含まれているすべてのデバイスに対し、同時にインストール ジョブを開始する場合、
[Concurrent] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 12 （任意）ソフトウェア インストール ジョブで失敗したインストールのログ データを保存する場合、
[Archive logs from switches on DCNM server upon installation failure] チェックボックスを選択します。
ステップ 13

[Finish] をクリックします。
[Schedule] でジョブの日時を指定した場合、ウィザードが閉じて、[Summary] ペインにジョブが表示
されます。

[Schedule] で [Install Now] オプション ボタンをクリックした場合、ジョブの各デバイスの情報とジョ
ブ ステータスが [Software Installation Status] ダイアログボックスに表示されます。
ステップ 14

[Software Installation Status] ダイアログボックスが表示されたら、次のいずれかを実行します。
• ダイアログボックスを閉じて、ジョブの実行を許可するには、[Run in Background] をクリックし
ます。

• 1 台以上のデバイスでソフトウェア インストールを中断するには、中断するデバイスをそれぞれク
リックして、[Abort Selected] をクリックします。
• すべてのデバイスでソフトウェア インストールを中断するには、[Abort All] をクリックします。

ヒント すべてのデバイスでソフトウェア インストールを中断する場合、[Close] をクリックしてダイ
アログボックスを閉じます。

Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

7-10

第7章

デバイス オペレーティング システムの管理
ソフトウェア インストール ジョブの設定

ソフトウェア インストール ジョブのスケジュールの再設定
ソフトウェア インストール ジョブのスケジュールの日時を変更できます。

作業を開始する前に
スケジュールを再設定するソフトウェア インストール ジョブのステータスは、[Scheduled] である必要
があります。中断したジョブや完了したジョブのスケジュールを再度設定することはできません。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [Software Installation Jobs] の順に選択し
ます。

[Summary] ペインにソフトウェア インストール ジョブの表が表示されます。
ステップ 2

[Summary] ペインで、スケジュールを再設定するジョブをクリックします。
[Details] ペインに、ジョブの情報が表示されます。

ステップ 3

（任意）必要に応じて、[Details] タブの [General] セクション を展開します。

ステップ 4

[Scheduled At] フィールドを使用して、ジョブの開始日時を指定します。

ステップ 5

メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、ジョブのスケジュールの変更を保存します。

ソフトウェア インストール ジョブの削除
ソフトウェア インストール ジョブは、その状態にかかわらず削除できます。[Software Installation
Jobs] の [Summary] ペインには、完了ジョブと中断ジョブを削除するまで、それらのジョブが引き続き
表示されます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [Software Installation Jobs] の順に選択し
ます。

[Summary] ペインにソフトウェア インストール ジョブの表が表示されます。
ステップ 2

[Summary] ペインで、削除するジョブをクリックします。
[Details] ペインに、ジョブの情報が表示されます。

ステップ 3

メニュー バーで、[Actions] > [Delete] の順に選択します。

[Warning] ダイアログボックスに、確認のメッセージが表示されます。
ステップ 4

[Yes] をクリックします。
ジョブが [Summary] ペインから削除されます。変更内容を保存する必要はありません。
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ソフトウェア インストール ジョブのコメントの追加と変更
ソフトウェア インストール ジョブについてのコメントを追加または変更できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [Software Installation Jobs] の順に選択し
ます。

[Summary] ペインにソフトウェア インストール ジョブの表が表示されます。
ステップ 2

[Summary] ペインで、コメントを追加または変更するジョブをクリックします。
[Details] ペインに、ジョブの情報が表示されます。

ステップ 3

（任意）必要に応じて、[Details] タブの [General] セクション を展開します。

ステップ 4

[Comments] フィールドにコメントを入力します。

ステップ 5

メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、ジョブのスケジュールの変更を保存します。

ソフトウェア インストール ジョブのインストール オプションの変更
ソフトウェア インストール ジョブに関連するインストール オプションを変更できます。インストール
オプションでは、Cisco DCNM がデバイスの実行コンフィギュレーションを保存するか、スタート
アップ コンフィギュレーションを削除するか、ソフトウェアのインストール前にデバイスのコンフィ
ギュレーションでアクションを実行しないか、などを指定できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [Software Installation Jobs] の順に選択し
ます。

[Summary] ペインにソフトウェア インストール ジョブの表が表示されます。
ステップ 2

[Summary] ペインで、コメントを追加または変更するジョブをクリックします。
[Details] ペインに、ジョブの情報が表示されます。

ステップ 3
ステップ 4

（任意）必要に応じて、[Details] タブの [General] セクション を展開します。
インストール ジョブの完了後、ソフトウェア インストール ジョブのデバイスで、デフォルトのデバイ
ス コンフィギュレーションだけを保存するには、次の手順を実行します。

a. [Installation Options] チェックボックスを選択します。
b. 各デバイスのスタートアップ コンフィギュレーションをジョブで削除するには、[Erase Startup
Configuration before Installation] オプション ボタンをクリックします。
ステップ 5

ソフトウェア インストール ジョブのデバイスで、インストール ジョブの完了後と同じ実行コンフィ
ギュレーションを保存するには、次の手順を実行します。

a. [Installation Options] チェックボックスを選択します。
b. ジョブで各デバイスの実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに
コピーする場合、[Save Running Configuration to Startup before Installation] オプション ボタンを
クリックします。
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ステップ 6

ソフトウェア インストール ジョブの完了後に、ソフトウェア インストール ジョブのデバイスで、現在
のスタートアップ コンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションとして使用するには、
[Installation Options] チェックボックスの選択を解除します。

ステップ 7

メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、ジョブのスケジュールの変更を保存します。

ファイル サーバの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ファイル サーバの追加」（P.7-13）
• 「ファイル サーバの変更」（P.7-14）
• 「ファイル サーバの削除」（P.7-15）

ファイル サーバの追加
ファイル サーバを Cisco DCNM に追加できます。

作業を開始する前に
ファイル サーバに関する次の情報を集めます。

• サーバの IP アドレスまたはホスト名

（注）

ホスト名を使用する場合、Cisco DCNM サーバで使用するように設定されている DNS
サーバに登録されている必要があります。

• サーバが提供する転送プロトコル。Cisco DCNM では次の転送プロトコルをサポートしています。
– FTP
– SFTP
– TFTP
• Cisco DCNM がサーバへのアクセスに使用するユーザ名とパスワード。
• サーバのベース ディレクトリ。Cisco DCNM がアクセスする必要があるすべてのファイルとディ
レクトリは、このディレクトリの下で利用可能である必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [File Servers] の順に選択します。
[Contents] ペインにファイル サーバの表が表示されます。

ステップ 2

メニュー バーから [Actions] > [New File Server] の順に選択します。

[Contents] ペインに新しい行が表示され、[Server Name/IP Address] フィールドにはカーソルが表示さ
れます。
ステップ 3

[Server Name/IP Address] フィールドに、ファイル サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
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ステップ 4

[Protocol] フィールドをダブルクリックして、表示されたリストからプロトコルを選択します。サポー
ト対象のプロトコルは、次のとおりです。

• FTP
• SFTP
• TFTP
ステップ 5

ファイル サーバに認証が必要な場合、[User Credentials] フィールドをダブルクリックして、サーバの
ユーザ名とパスワードを入力します。Cisco DCNM でそのパスワードを記憶する場合、[Save
Password] チェックボックスを選択します。

ステップ 6

[Base Directory] フィールドをダブルクリックします。
[Software Image Browser] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

ステップ 8
ステップ 9

サーバ ファイル システムを探索して、Cisco DCNM でベース ディレクトリとして使用するディレクト
リを選択します。Cisco DCNM がアクセスする必要のあるすべてのファイルとディレクトリは、この
ディレクトリの下に配置されている必要があります。デフォルトでは、サーバのルート ディレクトリ
はベース ディレクトリです。
（任意）[Comment] フィールドをダブルクリックして、コメントを入力します。
メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、ジョブのスケジュールの変更を保存します。

ファイル サーバの変更
ファイル サーバのユーザ クレデンシャル、ベース ディレクトリ、コメントを変更できます。

（注）

[Server Name/IP Address] または [Protocol] フィールドの値は変更できません。これらの値を変更する
必要がある場合、ファイル サーバを削除して、新しい値でファイル サーバを作成します。

作業を開始する前に
ユーザ クレデンシャルまたはベース ディレクトリを変更する場合、新しいユーザ クレデンシャルまた
はベース ディレクトリを決定します。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [File Servers] の順に選択します。
[Contents] ペインにファイル サーバの表が表示されます。

ステップ 2

この表で、変更するファイル サーバの行を見つけます。

ステップ 3

次の項目を実行し、必要に応じてファイル サーバのエントリを変更します。

• ユーザ クレデンシャルを変更するには、ファイル サーバの [User Credentials] フィールドをダブル
クリックして、サーバのユーザ名およびパフォーマンスを入力またはクリアします。Cisco DCNM
でそのパスワードを記憶する場合、[Save Password] チェックボックスを選択します。
• ベース ディレクトリを変更するには、[Base Directory] フィールドをダブルクリックして、
[Software Image Browser] ダイアログボックスで Cisco DCNM がベース ディレクトリとして使用
するディレクトリを選択します。

• コメントを変更するには、[Comments] フィールドをダブルクリックして、コメントを入力します。
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ステップ 4

メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、ファイル サーバの変更を保存します。

ファイル サーバの削除
ファイル サーバを削除できます。

作業を開始する前に
アーカイブ設定機能で、ファイル サーバがコンフィギュレーション ロールバックのファイル サーバと
して指定されていることを確認します。詳細については、「ロールバック ファイル サーバの設定」
（P.8-18）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Device OS Management] > [File Servers] の順に選択します。
[Contents] ペインにファイル サーバの表が表示されます。

ステップ 2

削除するファイル サーバの行を表でクリックします。

ステップ 3

メニュー バーで、[Actions] > [Delete] の順に選択します。

（注）

アーカイブ設定機能で、ファイル サーバがコンフィギュレーション ロールバックのファイル
サーバとして指定されている場合、ファイル サーバを削除できないことを通知するダイアログ
ボックスが表示されます。詳細については、「ロールバック ファイル サーバの設定」（P.8-18）
を参照してください。

ファイル サーバが [Summary] ペインから削除されます。変更内容を保存する必要はありません。

デバイス OS 管理のフィールドの説明
ここでは、デバイス OS 管理の [Feature Selector] ドロワーで利用可能な次の 3 つの機能のフィールド
を説明します。

• 「デバイス OS 管理のフィールドの説明」（P.7-15）
• 「ソフトウェア インストール ジョブのフィールドの説明」（P.7-16）
• 「[File Servers Contents] ペインのフィールドの説明」（P.7-18）

デバイス OS 管理のフィールドの説明
ここでは、デバイス OS 管理機能のフィールドを説明します。

• 「[Device]：[Details]：[System] セクション」（P.7-16）
• 「[Device]：[Details]：[Software Installation Jobs] セクション」（P.7-16）
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[Device]：[Details]：[System] セクション
表 7-1

[Device]：[Details]：[System] セクション

フィールド

説明

[System]

[Device Name]

表示専用フィールド。管理対象デバイスの名前です。

[IP Address]

表示専用フィールド。管理対象デバイスへの接続に Cisco DCNM が使用す
る IP アドレスです。

[Model]

表示専用フィールド。管理対象デバイスのハードウェア モデル名です。

[Redundancy
Supervisor]

表示専用フィールド。デバイスにセカンダリのスーパーバイザ モジュール
があるかどうかを示します。

[Software]

[System Version]

表示専用フィールド。管理対象デバイスに現在インストールされているシ
ステム イメージのリリース番号です。

[System Image]

表示専用フィールド。管理対象デバイスに現在インストールされているシ
ステム イメージのファイル名です。

[Kickstart Image]

表示専用フィールド。管理対象デバイスに現在インストールされている
キックスタート イメージのファイル名です。

[Device]：[Details]：[Software Installation Jobs] セクション
表 7-2

[Device]：[Details]：[Software Installation Jobs] セクション

フィールド

説明

[Job ID]

表示専用フィールド。ジョブの ID 番号です。

[Owner]

表示専用フィールド。インストール ジョブを作成した Cisco DCNM ユーザ
です。

[Software Image and
Version]

表示専用フィールド。ジョブに指定されているシステム イメージの名前です。

[Scheduled At]

表示専用フィールド。インストール ジョブの実行スケジュールの日時です。

[Completed At]

表示専用フィールド。インストール ジョブを実行する日時です。ジョブが
完了していない場合、このフィールドは空白です。

[Status]

表示専用フィールド。インストール ジョブのステータスです。ジョブが実
行中、失敗、成功の場合、ステータスを展開して、ジョブの詳細情報を表
示できます。

[Comment]

表示専用フィールド。インストール ジョブに追加されたコメントのテキス
トです。

ソフトウェア インストール ジョブのフィールドの説明
ここでは、ソフトウェア インストール ジョブ機能のフィールドを説明します。

• 「[Installation Job]：[Details]：[General] セクション」（P.7-17）
• 「[Installation Job]：[Details]：[Devices and Software Images] セクション」（P.7-17）
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[Installation Job]：[Details]：[General] セクション
表 7-3

[Installation Job]：[Details]：[General] セクション

フィールド

説明

[General]

[Job ID]

表示専用フィールド。ジョブの ID 番号です。

[Owner]

表示専用フィールド。インストール ジョブを作成した Cisco DCNM ユーザ
です。

[Scheduled At]

インストール ジョブの実行スケジュールの日時です。ジョブがまだ実行さ
れていない場合、このフィールドは設定できます。

[Completed At]

表示専用フィールド。インストール ジョブを実行する日時です。ジョブが
完了していない場合、このフィールドは空白です。

[Status]

表示専用フィールド。インストール ジョブのステータスです。

[Comment]

Cisco DCNM ユーザが入力したテキストです。

[Installation Options]

[Installation Options]

インストール ジョブでスタートアップ コンフィギュレーションをどのよう
に扱うかを示します。デフォルトでは、このチェックボックスはオフに
なっています。

[Save Running
ソフトウェア イメージのインストール前に、インストール ジョブでジョブ
Configuration to Startup 内の各デバイスの実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィ
before Installation]
ギュレーションにコピーするかどうかを指定します。
[Erase Startup
Configuration before
Installation]

ソフトウェア イメージのインストール前に、インストール ジョブがジョブ
内の各デバイスのスタートアップ コンフィギュレーションを削除するかど
うかを指定します。

[Installation Job]：[Details]：[Devices and Software Images] セクション
表 7-4

[Installation Job]：[Details]：[General] セクション

フィールド

説明

[Device]

表示専用フィールド。管理対象デバイスの名前です。

[Platform]

表示専用フィールド。管理対象デバイスのハードウェア モデル名です。

[Kickstart Image]

表示専用フィールド。管理対象デバイスに現在インストールされている
キックスタート イメージのファイル名です。

[System Image]

表示専用フィールド。管理対象デバイスに現在インストールされているシ
ステム イメージのファイル名です。
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[File Servers Contents] ペインのフィールドの説明
表 7-5

[File Servers Contents] ペイン

フィールド

説明

[Server Name/IP
Address]

ファイル サーバの DNS 名または IP アドレスです。ソフトウェア インス
トール ジョブでファイル サーバを使用する場合、指定した名前またはアド
レスにジョブ内のデバイスが接続できることを確認してください。この
フィールドはファイル サーバ エントリを作成するときだけ編集できます。
Cisco DCNM サーバに変更を保存した後でこのフィールドを編集すること
はできません。

[Protocol]

サーバがサポートしている転送プロトコルです。有効な値は次のとおりです。

• [FTP]
• [SFTP]
• [TFTP]
このフィールドはファイル サーバ エントリを作成するときだけ編集できま
す。Cisco DCNM サーバに変更を保存した後でこのフィールドを編集する
ことはできません。

[User Credentials]

ファイル サーバへのアクセスに必要なユーザ名とパスワードです。

[Base Directory]

Cisco DCNM がサーバでルート ディレクトリと見なすディレクトリです。
このサーバを使用しているソフトウェア インストール ジョブに指定されて
いるディレクトリは、このディレクトリに対し相対的になります。

[Comment]

Cisco DCNM ユーザが入力したテキストです。

その他の関連資料
デバイス OS 管理機能に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.7-19）
• 「標準規格」（P.7-19）
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関連資料
マニュアル タイトル

関連項目

Nexus 7000 シリーズ スイッチでのコマンドライン イ 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade
ンターフェイスを使用した Cisco NX-OS ソフトウェ Guide, Release 5.x 』
アのアップグレードとダウングレード

標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—

デバイス OS 管理の機能履歴
表 7-6 は、この機能のリリースの履歴です。
表 7-6

デバイス OS 管理の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

デバイス OS 管理

5.0(2)

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチと Cisco Nexus 5000
シリーズ スイッチにサポートが追加されました。
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8

コンフィギュレーション変更管理の使用
この章では、コンフィギュレーション変更管理機能を使用する方法を取り上げます。
この章では、次の内容について説明します。

• 「コンフィギュレーション変更管理の概要」（P.8-1）
• 「コンフィギュレーション変更管理のライセンス要件」（P.8-3）
• 「前提条件」（P.8-3）
• 「コンフィギュレーション変更管理の注意事項と制約事項」（P.8-3）
• 「プラットフォーム サポート」（P.8-4）
• 「バージョン ブラウザの使用」（P.8-4）
• 「アーカイブ ジョブの設定」（P.8-14）
• 「アーカイブの設定」（P.8-18）
• 「コンフィギュレーション変更管理のフィールドの説明」（P.8-19）
• 「その他の関連資料」（P.8-23）
• 「コンフィギュレーション変更管理の機能履歴」（P.8-24）

コンフィギュレーション変更管理の概要
コンフィギュレーション変更管理機能を使用すると、管理対象デバイスのコンフィギュレーションを
アーカイブに保存できます。アーカイブ済みコンフィギュレーションを表示および比較できます。
Cisco Data Center Network Manager（DCNM）内のデバイスで使用可能な、任意のアーカイブ済みコ
ンフィギュレーション バージョンに、管理対象デバイスの実行コンフィギュレーションをロールバッ
クできます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「バージョン ブラウザ」（P.8-2）
• 「アーカイブ ジョブ」（P.8-2）
• 「アーカイブ設定」（P.8-2）
• 「VDC のサポート」（P.8-2）
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バージョン ブラウザ
バージョン ブラウザ機能を使用すると、アーカイブ済みコンフィギュレーションの情報を表示したり、
特定のコンフィギュレーション バージョンを表示して比較したり、1 つのコンフィギュレーション
バージョンから別のコンフィギュレーション バージョンに変更をマージしたりできます。変更をマー
ジしてコンフィギュレーションを変更した後、変更したコンフィギュレーションは、Cisco DCNM ク
ライアントを実行するために使用しているコンピュータで使用可能なファイル システムに、テキスト
ファイルとして保存できます。
バージョン ブラウザからは、デバイスの Cisco DCNM で使用可能な、任意のアーカイブ済みコンフィ
ギュレーションを使用して、Cisco Nexus 7000 シリーズの管理対象デバイスのコンフィギュレーショ
ンのロールバックを開始できます。Cisco DCNM は Cisco NX-OS で使用できるロールバック機能を使
用します。Cisco NX-OS ロールバック機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
System Management Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

アーカイブ ジョブ
アーカイブ ジョブ機能を使用すると、管理対象デバイスでの実行コンフィギュレーションの自動アー
カイブを管理できます。カスタム アーカイブ ジョブは追加、編集、削除できます。ジョブは、ジョブ
の実行時間を決定する設定とジョブに含まれている管理対象デバイス リストで構成されます。コン
フィギュレーションのアーカイブは、選択した曜日の決められた時間に定期的に実行することも、
Cisco DCNM でデバイスのコンフィギュレーションの変更が検出されるたびに実行することもできま
す。ジョブにコメントを記すこともできます。
デフォルトのアーカイブ ジョブは常に存在します。削除することはできません。デフォルトでは、こ
のアーカイブ ジョブはディセーブルです。
デバイスは 1 つのアーカイブ ジョブだけに割り当てることができます。デバイスをアーカイブ ジョブ
に割り当てると、Cisco DCNM はこれまで割り当てられていたジョブからそのデバイスを削除します。
管理対象デバイスがカスタム アーカイブ ジョブに割り当てられていない場合、Cisco DCNM は自動的
にそのデバイスをデフォルトのアーカイブ ジョブに割り当てます。

アーカイブ設定
アーカイブ設定機能を使用すると、コンフィギュレーション変更管理に関連する設定を行えます。たと
えば、Cisco DCNM が管理対象デバイスごとに保管するコンフィギュレーション バージョンの数、
Cisco DCNM が管理対象デバイスごとに保管するロールバックとアーカイブ履歴エントリの数、コン
フィギュレーション ロールバック中に Cisco DCNM が使用するファイル サーバなどを設定できます。

VDC のサポート
Cisco DCNM は Cisco NX-OS デバイスの各 Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキス
ト）を個別のデバイスとして扱います。このため、Cisco DCNM が正常に VDC を検出し、VDC を管
理対象デバイスとして認識すると、Cisco DCNM は各 VDC の実行コンフィギュレーションをアーカイ
ブに保存します。
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コンフィギュレーション変更管理のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

コンフィギュレーション変更管理には、LAN エンタープライズ ライセンスが必要です。Cisco DCNM
『Cisco DCNM Installation and
LAN エンタープライズ ライセンスの取得およびインストールについては、
Licensing Guide, Release 5.x』を参照してください。

前提条件
Cisco DCNM でコンフィギュレーション変更管理機能を使用するには、次の前提条件が必要です。機
能固有の前提条件の詳細については、プラットフォームごとのマニュアルを参照してください。
• コンフィギュレーション変更管理機能は、Cisco DCNM で管理されているデバイスだけをサポー
トします。つまり、Cisco DCNM でデバイスが正常に検出されている必要があります。
• コンフィギュレーション変更管理機能は、Cisco DCNM のライセンスを持つデバイスのリストに
追加されているデバイスだけをサポートします。

• Cisco DCNM がコンフィギュレーションをアーカイブに保存するとき、またはコンフィギュレー
ション ロールバックを実行するとき、デバイスは Cisco DCNM から到達可能である必要がありま
す Cisco DCNM がデバイスに到達できないと、アーカイブ ジョブまたはコンフィギュレーション
ロールバックは失敗します。

コンフィギュレーション変更管理の注意事項と制約事項
コンフィギュレーション変更管理には、コンフィギュレーションに関する次の注意事項と制約事項があ
ります。

• 管理対象デバイスごとに最大 50 個のコンフィギュレーション バージョンをアーカイブできます。
• 組織の必要に応じて、アーカイブ ジョブおよびアーカイブ設定を設定します。
• デフォルトのアーカイブ ジョブをイネーブルにして、バックアップ ポリシーで許容できる最小頻
度でジョブを実行するように設定することを推奨します。

• コンフィギュレーション ロールバックは、Cisco Nexus 7000 シリーズの管理対象デバイスだけで
実行できます。

• アーカイブ済みコンフィギュレーションにアクセスできるのは、Cisco DCNM クライアントから
だけです。クライアントには、アーカイブ済みコンフィギュレーションの表示、比較、削除を実行
する機能があります。それぞれのアーカイブ済みコンフィギュレーションには、Cisco DCNM が
コンフィギュレーションをアーカイブに保存した日時が付けられています。詳細については、
「バージョン ブラウザの使用」（P.8-4）を参照してください。
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プラットフォーム サポート
この機能は次のプラットフォームでサポートされていますが、異なる方法で実装される場合がありま
す。注意事項や制約事項、システムのデフォルト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラッ
トフォーム固有の情報については、対応するマニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

バージョン ブラウザの使用
ここでは、次の内容について説明します。

• 「デバイスのアーカイブ ステータスの表示」（P.8-4）
• 「デバイスのアーカイブ履歴の表示」（P.8-5）
• 「コンフィギュレーション バージョンの参照とコメント」（P.8-6）
• 「デバイスの現在の実行コンフィギュレーションのアーカイブ」（P.8-6）
• 「アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンの表示」（P.8-7）
• 「コンフィギュレーション バージョンの比較」（P.8-8）
• 「バージョン比較ツールの使用」（P.8-10）
• 「コンフィギュレーションの相違のマージ」（P.8-11）
• 「コンフィギュレーション ロールバックの実行」（P.8-12）
• 「デバイスのロールバック履歴の表示」（P.8-13）
• 「デバイスのすべてのアーカイブ済みコンフィギュレーションの削除」（P.8-14）

デバイスのアーカイブ ステータスの表示
デバイスのアーカイブ ステータスを表示できます。デバイスのアーカイブ ステータスには、次の情報
が含まれます。

• デバイスが含まれるアーカイブ ジョブがイネーブルかディセーブルか。
• デバイスが含まれるアーカイブ ジョブのスケジュール。
• デバイスが含まれるアーカイブ ジョブのジョブ ID。
作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに、そのデバイスが加えられている必要があります。ライセンスを持つデバイス
だけがバージョン ブラウザに表示されます。
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手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

表示するアーカイブ ステータスのあるデバイスをクリックします。

[Details] ペインには、[Archival Status] セクションなど、デバイスのアーカイブ関連情報が表示されます。
デバイスが含まれているアーカイブ ジョブがイネーブルの場合、[View Schedule] リンクが表示されます。
デバイスが含まれているアーカイブ ジョブがディセーブルの場合、[Enable Archival Schedule] リンク
が表示されます。
ステップ 3

（任意）デバイスが含まれているアーカイブ ジョブの詳細を表示するには、[View Schedule] リンクま
たは [Enable Archival Schedule] リンクをクリックします。詳細については、「アーカイブ ジョブの詳
細の表示」（P.8-17）を参照してください。

デバイスのアーカイブ履歴の表示
デバイスのアーカイブ履歴を表示できます。アーカイブ履歴では、デバイスの現在の実行コンフィギュ
レーションから新しいアーカイブ コンフィギュレーション バージョンを作成する試行をすべて記録し
ます。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに、そのデバイスが加えられている必要があります。ライセンスを持つデバイス
だけがバージョン ブラウザに表示されます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

アーカイブ履歴を表示するデバイスをクリックします。

[Details] ペインには、[Archival History] セクションなど、デバイスのアーカイブ関連情報が表示され
ます。
ステップ 3

（任意）必要に応じて、[Archival History] セクションをクリックして展開します。

[Archival History] セクションには、デバイスの新しいアーカイブ コンフィギュレーション バージョン
を作成するすべての試行についての情報が表形式で表示されます。
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コンフィギュレーション バージョンの参照とコメント
管理対象デバイスのアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンを参照できます。参照すると、
すべてのアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンの情報を表示できます。
また、アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンに関するコメントを追加、変更、削除でき
ます。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに、そのデバイスが加えられている必要があります。ライセンスを持つデバイス
だけがバージョン ブラウザに表示されます。
参照またはコメントするコンフィギュレーション バージョンのアーカイブが、Cisco DCNM に存在す
る必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

参照するアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンが存在するデバイスをダブルクリックし
ます。
アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンのリストが、ダブルクリックしたデバイスの下に
表示されます。[Summary] ペインには、各バージョンのバージョン ID、Cisco DCNM でそのバージョ
ンが作成された日時、そのバージョンを作成した Cisco DCNM ユーザ、バージョンのコメントが表示
されます。

ステップ 3

（任意）バージョンにコメントを追加するには、次の手順を実行します。

a. コメントを付けてアップデートするバージョンをクリックします。

[Details] ペインには [Version Details] タブが表示されます。このタブには、[Summary] ペインに
表示されるのと同じバージョン情報が表示され、さらに [Comments] ボックスも使用できます。
b. [Comments] ボックスをクリックして、コメントを入力します。
c. メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。

デバイスの現在の実行コンフィギュレーションのアーカイブ
管理対象デバイスの現在の実行コンフィギュレーションをアーカイブできます。
現在の実行コンフィギュレーションのアーカイブは、Cisco DCNM にある最新のアーカイブ バージョ
ンが、現在の実行コンフィギュレーションと異なる場合だけ成功します。

作業を開始する前に
デバイスは管理対象であり、到達可能である必要があります。
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに、そのデバイスが加えられている必要があります。ライセンスを持つデバイス
だけがバージョン ブラウザに表示されます。
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手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

アーカイブに保存する実行コンフィギュレーションのあるデバイスをクリックします。

ステップ 3

メニュー バーから [Actions] > [Archive Configuration] の順に選択します。

ステップ 4

Cisco DCNM でコンフィギュレーションが正常にアーカイブに保存されたことを確認するには、デバイ
スのアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンのリストを表示します。必要に応じて、デバイ
スをダブルクリックして、リストを開きます。新しいバージョンがリストの一番上に表示されます。

（注）

コンフィギュレーションのアーカイブがスキップされたというメッセージがメッセージ ボック
スに表示される場合、Cisco DCNM では、デバイスの現在の実行コンフィギュレーションと最
新のアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンの相違が検出されませんでした。メッ
セージ ボックスを閉じるには、[OK] をクリックします。

アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンの表示
アーカイブ済みコンフィギュレーションのバージョンを表示できます。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに、そのデバイスが加えられている必要があります。ライセンスを持つデバイス
だけがバージョン ブラウザに表示されます。
表示するアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンは、
Cisco DCNM に存在する必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択します。
[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。

ステップ 2
ステップ 3

表示するアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンのあるデバイスをクリックします。
（任意）必要に応じて、デバイスをダブルクリックして、デバイスのアーカイブ済みコンフィギュレー
ション バージョンを表示します。

ステップ 4

表示するアーカイブ済みコンフィギュレーションのバージョンをクリックします。

ステップ 5

メニュー バーから [Actions] > [View Configuration] の順に選択します。

[Details] ペインの [Configuration] タブに、選択したコンフィギュレーション バージョンが表示されます。
ヒント コンフィギュレーションのテキストを検索できます。検索するには、Ctrl キーを押した状態で
F キーを押します。
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コンフィギュレーション バージョンの比較
2 つのコンフィギュレーション バージョンを比較できます。比較できるコンフィギュレーションは、
Cisco DCNM にある任意の 2 つのアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンです。異なる管
理対象デバイスにあるアーカイブ済みコンフィギュレーションも比較できます。また、アーカイブ済み
コンフィギュレーション バージョンを管理対象デバイスの実行コンフィギュレーションまたはスター
トアップ コンフィギュレーションと比較することもできます。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに、そのデバイスが加えられている必要があります。ライセンスを持つデバイス
だけがバージョン ブラウザに表示されます。
アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンを比較している場合、2 つのバージョンは Cisco

DCNM に存在する必要があります。
アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンを管理対象デバイスの実行コンフィギュレーショ
ンまたはスタートアップ コンフィギュレーションと比較している場合、デバイスは Cisco DCNM から
到達可能である必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

別のコンフィギュレーション バージョンと比較するアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョ
ンのあるデバイスをダブルクリックします。

ステップ 3

（任意）必要に応じて、デバイスをダブルクリックして、デバイスのアーカイブ済みコンフィギュレー
ションを表示します。

ステップ 4

別のコンフィギュレーション バージョンと比較するアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョ
ンをクリックします。

ステップ 5

次の表を使用して、選択したバージョンを目的のコンフィギュレーション バージョンと比較します。

比較対象

実行する手順

現在のデバイスの最新のコン
フィギュレーション バージョン

バージョンを右クリックして、[Compare with] > [Latest] の順に選
択します。

現在のデバイスの次のコンフィ
ギュレーション バージョン

バージョンを右クリックして、[Compare with] > [Next] の順に選
択します。

現在のデバイスの 1 つ前のコン
フィギュレーション バージョン

バージョンを右クリックして、[Compare with] > [Previous] の順に
選択します。
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比較対象

実行する手順

別のコンフィギュレーション
バージョンを選択

1. Ctrl キーを押し続けます。
2. 最初に選択したバージョンを比較する、アーカイブ済みコン
フィギュレーション バージョンをクリックして、Ctrl キーを
放します。

3. 選択したコンフィギュレーション バージョンのいずれかを右
クリックし、[Compare with] > [Selected Versions] の順に選択
します。
選択したコンフィギュレーション バージョンが [Compare] タブの
2 つのコンフィギュレーション ペインに表示されます。
[Summary] ペインのリストの一番上にあるコンフィギュレーショ
ン バージョンが、左のコンフィギュレーション ペインに表示され
ます。
ヒント アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンは、異
なるデバイスから選択できます。

現在のデバイスの現在の実行コ
ンフィギュレーション

バージョンを右クリックして、[Compare with] > [Current Running
Configuration] の順に選択します。

現在のデバイスの現在のスタート バージョンを右クリックして、[Compare with] > [Current Startup
アップ コンフィギュレーション
Configuration] の順に選択します。
別のデバイスのコンフィギュ
レーション バージョン

1. バージョンを右クリックして、[Compare with] > [Another
Device Configuration Version] の順に選択します。

[Details] ペインの [Compare] タブの左のコンフィギュレー
ション ペインに、選択したコンフィギュレーション バージョ
ンが表示されます。
2. 右のコンフィギュレーション ペインの上にある [Device] リス
トから、左ペインのコンフィギュレーションと比較するコン
フィギュレーション バージョンのあるデバイスを選択します。

3. [Version] リストから、比較するコンフィギュレーション バー
ジョンを選びます。Cisco DCNM でアーカイブに保存された
任意のバージョン、現在デバイスにある実行コンフィギュレー
ションまたはスタートアップ コンフィギュレーションのいず
れかを使用できます。

4.

アイコンをクリックします。

右のコンフィギュレーション ペインには、指定したコンフィギュ
レーション バージョンが表示されます。

[Details] ペインの [Compare] タブには、2 つのコンフィギュレーション バージョンが左右のペインに
表示されます。
ステップ 6

必要に応じて、バージョン比較ツールを使用します。詳細については、「バージョン比較ツールの使用」
（P.8-10）を参照してください。
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バージョン比較ツールの使用
バージョン ブラウザを使用してコンフィギュレーション バージョンを比較する場合、[Details] ペイン
の [Compare] タブには、比較に役立つオプションが多数あります。

（注）

バージョン比較ツールを使用するには、2 つのコンフィギュレーションの比較を実行している必要があ
ります。詳細については、「コンフィギュレーション バージョンの比較」（P.8-8）を参照してください。
次の表で説明されているオプションを使用すると、2 つのコンフィギュレーション バージョンの比較に
役立ちます。

オプション アイコンと
名前
完全表示と
相違表示

オプションの使用方法
リストから目的の表示オプションを選択します。オプションには
次のものがあります。

•

：両方のコンフィギュレーション バージョンをす
べて表示します。

•

：各コンフィギュレーションの相違があるセク
ションだけを表示します。

次の相違

アイコンをクリックすると、表示されている 2 つのコンフィ
ギュレーションの次の相違にジャンプします。

前の相違

アイコンをクリックすると、表示されている 2 つのコンフィ
ギュレーションの前の相違にジャンプします。

ブックマーク

1. いずれかのコンフィギュレーション ペインで行をクリックし
ます。

2.

アイコンをクリックします。

行番号の隣にブックマーク アイコンが表示されます。
次のブックマーク

1. 表示するブックマーク行があるコンフィギュレーション ペイ
ンをクリックします。

2.

アイコンをクリックします。

両方のペインのコンフィギュレーションが、次のブックマーク行
にジャンプします。
前のブックマーク

1. 表示するブックマーク行があるコンフィギュレーション ペイ
ンをクリックします。

2.

アイコンをクリックします。

両方のペインのコンフィギュレーションが、前のブックマーク行
にジャンプします。
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オプション アイコンと
名前
比較

オプションの使用方法
このオプションを使用して、右のコンフィギュレーション ペイン
に表示されているアーカイブ済みコンフィギュレーション バー
ジョンを選択します。

1. [Device] リストから、左ペインのコンフィギュレーションと
比較するコンフィギュレーション バージョンのあるデバイス
を選択します。

2. [Version] リストから、比較するコンフィギュレーション バー
ジョンを選びます。Cisco DCNM でアーカイブに保存された
任意のバージョン、現在デバイスにある実行コンフィギュレー
ションまたはスタートアップ コンフィギュレーションのいず
れかを使用できます。

3.

アイコンをクリックします。

右のコンフィギュレーション ペインには、指定したコンフィギュ
レーション バージョンが表示されます。
リセット

次を実行するときに

アイコンをクリックします。

• すべてのコンフィギュレーションのマージを取り消す。
• すべてのブックマークを削除する。
• 両方のコンフィギュレーション ペインの最初の行にジャンプ
する。

• [Full Configuration] ビューを使用する。
マージ

このオプションを使用して、コンフィギュレーションの相違を左
のコンフィギュレーション ペインから右のコンフィギュレーショ
ン ペインにコピーします。
手順の詳細については、「コンフィギュレーションの相違のマー
ジ」（P.8-11）を参照してください。

名前を付けて保存

アイコンをクリックして、表示された [Save] ダイアログボック
スで指定した場所とファイル名で、右ペインのコンフィギュレー
ションを保存します。

コンフィギュレーションの相違のマージ
2 つのコンフィギュレーション バージョンの比較中に、相違のある行をマージできます。マージ機能を
使用すると、左のコンフィギュレーション ペインに表示されているすべての行を、右のコンフィギュ
レーション ペインに表示されているコンフィギュレーションにマージできます。

作業を開始する前に
相違のある 2 つのコンフィギュレーション バージョンの比較を実行している必要があります。
変更をマージするコンフィギュレーション バージョンが、右のコンフィギュレーション ペインに表示
されていることを確認します。
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手順の詳細
ステップ 1

必要に応じて、 アイコンと
アイコンを使用して、左のコンフィギュレーション ペインから右の
コンフィギュレーション ペインにマージする行にジャンプします。

ヒント
ステップ 2

アイコンは、

アイコンと

アイコンを使用して相違を見つける場合だけに利用できます。

アイコンをクリックします。
左ペインで選択されているコンフィギュレーション行が、右ペインで選択されている行に置き換わります。

ステップ 3

必要に応じて、ステップ 1 およびステップ 2 を繰り返します。

ヒント すべてのマージを取り消すには、 アイコンをクリックします。
ステップ 4

（任意）左ペインのコンフィギュレーションのコピーを ASCII テキスト ファイルとして保存する場合、
アイコンをクリックし、[Save] ダイアログボックスを使用して、指定した場所とファイル名でコン
フィギュレーションを保存します。

コンフィギュレーション ロールバックの実行
Cisco Nexus 7000 シリーズの管理対象デバイスのコンフィギュレーションを、Cisco DCNM でアーカ
イブに保存した以前のバージョンにロールバックできます。ロールバックを実行すると、管理対象デバ
イスの実行コンフィギュレーションが、指定したアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョン
に置き換わります。
作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに Cisco Nexus 7000 シリーズの管理対象デバイスが加えられている必要があり
ます。ライセンスを持つデバイスだけがバージョン ブラウザに表示されます。
ロールバックで使用するアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンは、Cisco DCNM に存在
する必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

コンフィギュレーションのロールバックを実行する Cisco Nexus 7000 シリーズのデバイスをクリック
します。

[Details] ペインに、[Rollback History] セクションなどのデバイスに関するアーカイブ情報が表示され
ます。
ステップ 3

（任意）必要に応じて、デバイスをダブルクリックして、デバイスのアーカイブ済みコンフィギュレー
ションを表示します。
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ステップ 4

デバイスで実行コンフィギュレーションとして使用するアーカイブ済みコンフィギュレーションのバー
ジョンをクリックします。

ステップ 5

次のいずれかを行います。

• デバイスでスタートアップ コンフィギュレーションとして選択したコンフィギュレーション バー
ジョンを保存するには、次のロールバック オプションのいずれかを選択します。

– ロールバック中にコンフィギュレーション コマンドが失敗した場合に、Cisco DCNM でデバイス
の元の実行コンフィギュレーションを回復するには、メニュー バーで [Actions] > [Rollback and
Save as Start-up] > [Restore Original Config on Error (Atomic)] の順に選択します。
– ロールバック中にコンフィギュレーション エラーが発生しても、Cisco DCNM で無視する場合は、
メニュー バーで [Actions] > [Rollback and Save as Start-up] > [Skip Errors and Rollback (Best Effort)]
の順に選択します。

– 最初のコンフィギュレーション エラーで Cisco DCNM でロールバックを停止するには、メニュー
バーで [Actions] > [Rollback and Save as Start-up] > [Stop Rollback at First Error] の順に選択します。
• 現在デバイスにあるスタートアップ コンフィギュレーションに影響を与えずにロールバックを実
行するには、次のロールバック オプションのいずれかを選択します。

– ロールバック中にコンフィギュレーション コマンドが失敗した場合に、Cisco DCNM でデバイス
の元の実行コンフィギュレーションを回復するには、メニュー バーで [Actions] > [Rollback] >
[Restore Original Config on Error (Atomic)] の順に選択します。
– ロールバック中のコンフィギュレーション エラーを Cisco DCNM で無視するには、メニュー バー
で [Actions] > [Rollback] > [Skip Errors and Rollback (Best Effort)] の順に選択します。
– 最初のコンフィギュレーション エラーで Cisco DCNM でロールバックを停止するには、メニュー
バーで [Actions] > [Rollback] > [Stop Rollback at First Error] の順に選択します。

Cisco DCNM はロールバック操作を開始します。

デバイスのロールバック履歴の表示
Cisco Nexus 7000 シリーズのデバイスのロールバック履歴を表示できます。
作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに Cisco Nexus 7000 シリーズの管理対象デバイスが加えられている必要があり
ます。ライセンスを持つデバイスだけがバージョン ブラウザに表示されます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

ロールバック履歴を表示するデバイスをクリックします。

[Details] ペインに、[Rollback History] セクションなどのデバイスに関するアーカイブ情報が表示され
ます。
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ステップ 3

（任意）必要に応じて、[Rollback History] セクションをダブルクリックして展開します。

[Rollback History] セクションには、ロールバック履歴のイベントの表が表示されます。コンフィギュ
レーション ロールバックがデバイスで実行されたことがない場合、この表は空です。

デバイスのすべてのアーカイブ済みコンフィギュレーションの削除
デバイスのアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンをすべて削除できます。

（注）

アーカイブ済みコンフィギュレーションの特定のバージョンを削除することはできません。

作業を開始する前に
デバイスのアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンがすべて不要であることを確認します。
削除を取り消すことはできません。また、Cisco DCNM クライアントでは、アーカイブ済みコンフィ
ギュレーション バージョンの削除を実行するかどうかの確認は求めません。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Version Browser] の順に選択
します。

[Summary] ペインにデバイスの表が表示されます。
ステップ 2

削除するアーカイブ済みコンフィギュレーションのあるデバイスをクリックします。

ステップ 3

適切なデバイスをクリックしたことを確認します。

（注）

ステップ 4

次の手順でアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンを削除するときに、削除するか
どうかの確認は求められません。

メニュー バーから [Actions] > [Delete All Versions] の順に選択します。
選択されているデバイスのアーカイブ済みコンフィギュレーションが [Summary] ペインから削除され
ます。

アーカイブ ジョブの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アーカイブ ジョブの設定」（P.8-15）
• 「アーカイブ ジョブのイネーブルとディセーブル」（P.8-16）
• 「アーカイブ ジョブの削除」（P.8-16）
• 「アーカイブ ジョブの詳細の表示」（P.8-17）
• 「アーカイブ ジョブの履歴の表示」（P.8-17）
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アーカイブ ジョブの設定
アーカイブ ジョブを作成することも、既存のアーカイブ ジョブを変更することもできます。

（注）

デフォルトでは、新しいアーカイブ ジョブはイネーブルです。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション変更管理で管理対象デバイスを使用するには、Cisco DCNM のライセンスを
持つデバイスのリストに、そのデバイスが加えられている必要があります。アーカイブ ジョブには、
ライセンスを持つデバイスだけを含めることができます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Archival Jobs] の順に選択します。
[Summary] ペインにアーカイブ ジョブの表が表示されます。

ステップ 2

次のいずれかを行います。

• アーカイブ ジョブを作成する場合、メニュー バーから [File] > [New Job] の順に選択します。
• 既存のアーカイブ ジョブを変更する場合、[Summary] ペインで変更するジョブをクリックします。

[Details] ペインにはジョブの [Details] タブと [Archival History] タブが表示されます。
ステップ 3

（任意）必要に応じて、[Details] ペインで [Details] タブをクリックします。

ステップ 4

（任意）[Comments] フィールドに、ジョブのコメントを入力します。

ステップ 5

（任意）ジョブでコンフィギュレーションを特定の時間にアーカイブに保存するには、次の手順を実行
します。

a. [Archive at Specified Time] オプション ボタンをクリックします。
b. [Days] チェックボックスの行で、アーカイブ ジョブを実行するそれぞれの曜日を選択します。
c. 次のいずれかを行います。
– ジョブでコンフィギュレーションを定期的にアーカイブに保存するには、[Archive Interval] オプ
ション ボタンをクリックし、隣にあるボックスとリストを使用して間隔を指定します。間隔は分単
位または時単位で指定できます。最大間隔はそれぞれ 59 分または 23 時間です。

– ジョブがアクティブな日ごとに 1 回、ジョブでコンフィギュレーションをアーカイブに保存するに
は、[Archive at] オプション ボタンをクリックして、隣にあるボックスを使用してジョブを開始す
る時間を指定します。
ステップ 6

ステップ 7

（任意）ジョブに含まれているデバイスのコンフィギュレーションへの変更が Cisco DCNM で検出され
るたびに、ジョブでコンフィギュレーションをアーカイブに保存するには、[Archive whenever a
Configuration Change is Detected] オプション ボタンをクリックします。

1 台以上のデバイスをアーカイブ ジョブに追加するには、次の手順を実行します。
a. [Device] で空白の領域を右クリックして、[Add New Device] を選択します。
利用可能なデバイスと選択されているデバイスがダイアログボックスに表示されます。

a. [Available Devices] で、追加する各デバイスをクリックし、[Add] をクリックします。

ヒント ジョブにすべてのデバイスを追加するには、[Add All] をクリックします。
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b. [OK] をクリックします。
追加したデバイスが [Device] に表示されます。
ステップ 8

アーカイブ ジョブからデバイスを削除するには、次の手順を実行します。

a. [Device] でジョブから削除するデバイスをクリックします。
b. デバイスを右クリックして、[Remove Device] を選択します。
削除したデバイスが [Device] から削除されます。
ステップ 9

メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。
アーカイブ ジョブを作成すると、そのジョブはデフォルトでイネーブルになります。既存のアーカイ
ブ ジョブを変更すると、ジョブのイネーブルまたはディセーブルは変更されません。

アーカイブ ジョブのイネーブルとディセーブル
アーカイブ ジョブをイネーブルまたはディセーブルにできます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Archival Jobs] の順に選択します。
[Summary] ペインにアーカイブ ジョブの表が表示されます。[Job ID] カラムで、イネーブルになって
いるジョブには緑の三角が、ディセーブルになっているジョブには赤の四角が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインで、イネーブルまたはディセーブルにするアーカイブ ジョブをクリックします。

ステップ 3

次のいずれかを行います。

• ジョブをイネーブルにするには、メニュー バーから [Actions] > [Enable] の順に選択します。[Job
ID] カラムのアイコンが緑の三角に変わります。
• ジョブをディセーブルにするには、メニュー バーから [Actions] > [Disable] の順に選択します。
[Job ID] カラムのアイコンが変化して赤い四角になります。
変更内容を保存する必要はありません。

アーカイブ ジョブの削除
デフォルトのアーカイブ ジョブ以外のアーカイブ ジョブを削除できます。アーカイブ ジョブを削除す
る場合、削除されたジョブに含まれているすべてのデバイスは自動的にデフォルトのアーカイブ ジョ
ブに追加されます。

作業を開始する前に

Cisco DCNM には少なくとも 1 つのアーカイブ ジョブが必要です。デフォルトのアーカイブ ジョブは
削除できません。
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手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Archival Jobs] の順に選択します。
[Summary] ペインにアーカイブ ジョブの表が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインで、削除するアーカイブ ジョブをクリックします。

ステップ 3

メニュー バーで、[Actions] > [Delete] の順に選択します。
アーカイブ ジョブが [Summary] ペインから削除されます。
削除されたジョブに含まれていたデバイスは、自動的にデフォルトのアーカイブ ジョブに追加されます。
変更内容を保存する必要はありません。

アーカイブ ジョブの詳細の表示
ジョブ ID、ジョブのオーナー、ジョブのコメント、ジョブのスケジュール、ジョブに含まれているデ
バイスなどのアーカイブ ジョブの詳細を表示できます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Archival Jobs] の順に選択します。
[Summary] ペインにアーカイブ ジョブの表が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインで、表示する詳細が含まれるアーカイブ ジョブをクリックします。
[Details] ペインには、[Details] タブなどアーカイブ ジョブの情報が表示されます。

ステップ 3

（任意）必要に応じて、[Details] ペインで [Details] タブをクリックします。

[Details] ペインには、選択したアーカイブ ジョブの情報と設定が表示されます。

アーカイブ ジョブの履歴の表示
アーカイブ ジョブの履歴を表示できます。

作業を開始する前に
アーカイブ ジョブは少なくとも一度は実行されている必要があります。実行されていないと、アーカ
イブ履歴のエントリは表示されません。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Change Management] > [Archival Jobs] の順に選択します。
[Summary] ペインにアーカイブ ジョブの表が表示されます。

ステップ 2

[Summary] ペインで、表示するアーカイブ履歴があるアーカイブ ジョブをクリックします。
[Details] ペインには、[Archival History] タブなどアーカイブ ジョブの情報が表示されます。
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ステップ 3

[Details] ペインで、[Archival History] タブをクリックします。
[Details] ペインには、アーカイブ履歴のエントリが実行された日時の順番にエントリが表示されます。

ステップ 4

（任意）アーカイブ履歴のエントリの詳細をさらに表示するには、[Status] カラムでプラス シンボル
（+）をクリックして、エントリを展開します。
展開されたエントリには、エントリに含まれている各デバイスの情報が一覧で表示されます。

アーカイブの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「バージョンおよび履歴の設定」（P.8-18）
• 「ロールバック ファイル サーバの設定」（P.8-18）

バージョンおよび履歴の設定
次のコンフィギュレーション バージョンと履歴を設定できます。

• 管理対象デバイスごとに Cisco DCNM がアーカイブに保存するコンフィギュレーション バージョ
ンの最大数。

• 管理対象デバイスごとに Cisco DCNM が保持するロールバック履歴状態およびアーカイブ履歴状
態のエントリの最大数。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから [Configuration Change Management] > [Archival Settings] の順に選択し
ます。

[Contents] ペインに [Archival Settings] フィールドが表示されます。
ステップ 2

（任意）[Maximum Version for a Device [0 - 50]] ボックスを使用して、管理対象デバイスごとに Cisco
DCNM がアーカイブに保存するコンフィギュレーション バージョンの最大数を設定します。

ステップ 3

（任意）[Max Rollback and Archival History Status [0 - 100]] ボックスを使用して、管理対象デバイス
ごとに Cisco DCNM が保持するロールバック履歴状態およびアーカイブ履歴状態のエントリの最大数
を設定します。

ステップ 4

メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。

ロールバック ファイル サーバの設定
コンフィギュレーション ロールバック中に、Cisco DCNM が特定のファイル サーバを使用するか、ま
たは設定されている使用可能な任意のファイル サーバを使用するかどうかを設定できます。
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作業を開始する前に

Cisco DCNM には少なくとも 1 台のファイル サーバを設定する必要があります。詳細については、
「ファイル サーバの追加」（P.7-13）を参照してください。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから [Configuration Change Management] > [Archival Settings] の順に選択し
ます。

[Contents] ペインに [Archival Settings] フィールドが表示されます。
ステップ 2

（任意）コンフィギュレーション ロールバック中に、使用可能な任意のファイル サーバを Cisco
DCNM で使用する場合、[File Server for Configuration Rollback] で [Any File Server] オプション ボタ
ンをクリックします。

ステップ 3

（任意）コンフィギュレーション ロールバック中に Cisco DCNM が使用するファイル サーバを指定す
るには、次の手順を実行します。

a. [File Server for Configuration Rollback] で、[Use the following File Server] オプション ボタンを
クリックします。

b. [File Server] ドロップダウン リストで、ファイル サーバを選択します。
ステップ 4

メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。

コンフィギュレーション変更管理のフィールドの説明
ここでは、コンフィギュレーション変更管理の [Feature Selector] ドロワーで利用可能な次の 3 つの機
能のフィールドを説明します。

• 「バージョン ブラウザのフィールドの説明」（P.8-19）
• 「アーカイブ ジョブのフィールドの説明」（P.8-21）
• 「[Archival Settings Contents] ペインのフィールドの説明」（P.8-23）

バージョン ブラウザのフィールドの説明
ここでは、コンフィギュレーション変更管理機能の次のフィールドを説明します。

• 「[Device]：[Details]：[Archival Status] セクション」（P.8-20）
• 「[Device]：[Details]：[Rollback History] セクション」（P.8-20）
• 「[Device]：[Details]：[Archival History] セクション」（P.8-20）
• 「[Version]：[Version Details] タブ」（P.8-20）
• 「[Version]：[Compare] タブ」（P.8-21）
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[Device]：[Details]：[Archival Status] セクション
表 8-1

[Device]：[Details]：[Archival Status] セクション

フィールド

説明

[Status]

表示専用フィールド。デバイスが割り当てられているアーカイブ ジョブが
イネーブルかディセーブルかを示します。

[Schedule]

表示専用フィールド。デバイスが割り当てられているアーカイブ ジョブの
実行にスケジュールが設定されているかどうかです。

[Job ID]

表示専用フィールド。デバイスが割り当てられているアーカイブ ジョブの
ID 番号です。

[Device]：[Details]：[Rollback History] セクション
表 8-2

[Device]：[Details]：[Rollback History] セクション

フィールド

説明

[Time]

表示専用フィールド。ロールバックが実行された日時です。

[Version]

表示専用フィールド。ロールバックの結果、実行コンフィギュレーションに
なったコンフィギュレーション バージョンです。

[User]

表示専用フィールド。ロールバックを開始した Cisco DCNM のユーザ名です。

[Status]

表示専用フィールド。ロールバックが成功したか失敗したかを示します。

[Device]：[Details]：[Archival History] セクション
表 8-3

[Device]：[Details]：[Archival History] セクション

フィールド

説明

[Time Stamp]

表示専用フィールド。アーカイブ イベントが実行された日時です。

[Job ID]

表示専用フィールド。アーカイブ イベントを作成したアーカイブ ジョブの
ID 番号です。

[Status]

表示専用フィールド。アーカイブ イベントが成功したか、失敗したか、ま
たはスキップされたかを示します。

[Reason]

表示専用フィールド。スキップされたイベントまたは失敗したイベントの
理由です。

[Version]：[Version Details] タブ
表 8-4

[Version]：[Version Details] タブ

フィールド

説明

[Config Version ID]

表示専用フィールド。アーカイブ済みコンフィギュレーション バージョン
のバージョン ID 番号です。デバイスのアーカイブ済みコンフィギュレー
ションには、それぞれ固有のバージョン ID が付けられます。
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表 8-4

[Version]：[Version Details] タブ （続き）

フィールド

説明

[Creation Time]

表示専用フィールド。アーカイブ ジョブがコンフィギュレーション バー
ジョンを作成した日時です。

[Created By]

表示専用フィールド。そのコンフィギュレーション バージョンを作成した
アーカイブ ジョブを作成した Cisco DCNM ユーザのユーザ名、またはその
コンフィギュレーション バージョンを作成したアーカイブ イベントを手動
で開始した Cisco DCNM ユーザのユーザ名です。

[Comments]

Cisco DCNM ユーザが入力したテキストです。

[Version]：[Compare] タブ
表 8-5

[Version]：[Compare] タブ

フィールド

説明

[Device]

コンフィギュレーション バージョンを取得した管理対象デバイスの名前で
す。左のコンフィギュレーション ペインでは、このフィールドは表示だけ
です。[Compare] タブの右のコンフィギュレーション ペインではこの
フィールドを設定でき、Cisco DCNM のライセンスに追加した任意の管理
対象デバイスを選択できます。

[Version]

アーカイブ済みコンフィギュレーションのコンフィギュレーション バー
ジョン ID です。左のコンフィギュレーション ペインでは、このフィール
ドは表示だけです。[Compare] タブの右のコンフィギュレーション ペイン
では、このフィールドは次のオプションのあるドロップダウン リストです。

• [Configuration version IDs]：Cisco DCNM で現在使用できるアーカイ
ブ済みコンフィギュレーション バージョンの数です。

• [Running-Configuration]：[Device] フィールドで選択されている管理
対象デバイスの現在の実行コンフィギュレーションです。

• [Start-up Config]：[Device] フィールドで選択されている管理対象デバ
イスの現在のスタートアップ コンフィギュレーションです。

アーカイブ ジョブのフィールドの説明
ここでは、アーカイブ ジョブ機能の次のフィールドを説明します。

• 「[Archival Job]：[Details] タブ」（P.8-21）
• 「[Archival Job]：[Archival History] タブ」（P.8-22）

[Archival Job]：[Details] タブ
表 8-6

フィールド

[Archival Job]：[Details] タブ

説明

[General]

[Job ID]

表示専用フィールド。アーカイブ ジョブの ID 番号です。
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表 8-6

[Archival Job]：[Details] タブ （続き）

フィールド

説明

[Owner]

表示専用フィールド。アーカイブ ジョブを作成した Cisco DCNM ユーザの
ユーザ名です。

[Comments]

Cisco DCNM ユーザが入力したテキストです。

[Settings]

[Enable Archival]

アーカイブ ジョブがイネーブルかどうかを示します。デフォルトでは、こ
のチェックボックスはオフになっています。

[Archive at Specified
Time]

[Days and Archival Interval] フィールドまたは [Archive] フィールドで指定
されている時間に実行されたアーカイブ ジョブです。

[Days]

アーカイブ ジョブが実行される曜日です。デフォルトではすべてのチェッ
クボックスが選択されているため、個別の曜日のチェックボックスは利用
できません。

[Archive Interval]

アーカイブ ジョブを定期的に実行することを指定します。このオプション
ボタンの右にあるボックスで間隔の値を指定し、単位をドロップダウン リ
ストで指定します。

[Archive at]

アクティブな日にアーカイブ ジョブを 1 回実行することを指定します。時
間はオプション ボタンの右のボックスで指定します。

[Archive whenever a
デバイスの実行コンフィギュレーションの変更が検出されると、ジョブに
Configuration Change is あるデバイスの実行コンフィギュレーションを Cisco DCNM でアーカイブ
Detected]
に保存することを指定します。
[Devices]

[Name]

アーカイブ ジョブに割り当てられているデバイスの名前です。

[IP Address]

デバイスへの接続に Cisco DCNM が使用する IP アドレスです。

[Archival Job]：[Archival History] タブ
表 8-7

[Installation Job]：[Details]：[General] セクション

フィールド

説明

[Time]

表示専用フィールド。アーカイブ ジョブが実行された日時です。

[Status]

表示専用フィールド。ジョブでアーカイブ ジョブが正常に実行されたデバ
イスの数、失敗したデバイスの数、スキップされたデバイスの数を示しま
す。各ステータスの後のカッコ内に数が表示されます。

[Device Name]

表示専用フィールド。ジョブに割り当てられているデバイスの名前です。
アーカイブ履歴のエントリのステータスを展開すると、このフィールドが
表示されます。

[IP Address]

表示専用フィールド。デバイスへの接続に Cisco DCNM が使用した IP ア
ドレスです。アーカイブ履歴のエントリのステータスを展開すると、この
フィールドが表示されます。

[Status (per Device)]

表示専用フィールド。デバイスでアーカイブ ジョブが正常に実行されたか、
失敗したか、スキップされたかを示します。

Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

8-22

第8章

コンフィギュレーション変更管理の使用
その他の関連資料

表 8-7

[Installation Job]：[Details]：[General] セクション （続き）

フィールド

説明

[Reason]

表示専用フィールド。ステータスの説明です。たとえば、前回のアーカイ
ブ ジョブの実行から実行コンフィギュレーションが変更されていないため
にデバイスがスキップされた場合、[Reason] フィールドには次のテキスト
が表示されます。
Archival skipped as there are no changes from the previous version

[Archival Settings Contents] ペインのフィールドの説明
表 8-8

[Archival Settings Contents] ペイン

フィールド

説明

[Maximum Versions for アーカイブ ジョブに含まれているデバイスごとに、Cisco DCNM が保存す
a Device]
るアーカイブ済みコンフィギュレーション バージョンの最大数です。有効
な値は 0 ～ 50 です。デフォルト値は 50 です。
[Max Rollback and
デバイスごとに Cisco DCNM が保存するロールバック履歴とアーカイブ履
Archival History Status] 歴のステータス エントリの最大数です。
[File Server for Configuration Rollback]

[Any File Server]

コンフィギュレーション ロールバック中に Cisco DCNM がコンフィギュ
レーションをアップロードするファイル サーバを選択することを指定しま
す。Cisco DCNM に設定している任意のファイル サーバを使用できます。

[Use the following File
Server]

コンフィギュレーション ロールバック中に、[File Server] ドロップダウン
リストで指定するファイル サーバに Cisco DCNM がコンフィギュレーショ
ンをアップロードすることを指定します。

[File Server]

ロールバック中に Cisco DCNM がコンフィギュレーションをアップロード
するファイル サーバの IP アドレスまたは DNS 名です。このフィールドは、
[Use the following File Server] オプション ボタンを選択するときだけに利
用できます。

その他の関連資料
コンフィギュレーション変更管理に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.8-23）
• 「標準規格」（P.8-24）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco DCNM のファイル サーバ

「ファイル サーバ」（P.7-3）

Cisco NX-OS でのコンフィギュレーション ロール

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management
Configuration Guide, Release 5.x』

バック
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標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—

コンフィギュレーション変更管理の機能履歴
表 8-9 は、この機能のリリースの履歴です。
表 8-9

コンフィギュレーション変更管理の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

コンフィギュレーション変更管理

5.0(2)

Cisco Nexus シリーズのすべての管理対象スイッチにサ
ポートが拡張されました。

Cisco DCNM システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

8-24

CH A P T E R

9

コンフィギュレーション配信管理の使用
この章では、コンフィギュレーション配信管理機能を使用する方法を取り上げます。
この章では、次の内容について説明します。

• 「コンフィギュレーション配信管理の概要」（P.9-1）
• 「コンフィギュレーション配信管理のライセンス要件」（P.9-5）
• 「コンフィギュレーション配信管理の前提条件」（P.9-6）
• 「コンフィギュレーション配信管理の注意事項と制約事項」（P.9-6）
• 「プラットフォーム サポート」（P.9-6）
• 「コンフィギュレーション配信管理の使用」（P.9-7）
• 「コンフィギュレーション配信管理のフィールドの説明」（P.9-19）
• 「その他の関連資料」（P.9-22）
• 「コンフィギュレーション配信管理の機能履歴」（P.9-23）

コンフィギュレーション配信管理の概要
コンフィギュレーション配信管理機能を使用すると、Cisco DCNM のクライアント ユーザ インター
フェイスで直接サポートされていない Cisco NX-OS の機能を設定できます。たとえば、コンフィギュ
レーション配信管理を使用して、Cisco Nexus 7000 シリーズのデバイスに Enhanced Interior Gateway
Routing Protocol（EIGRP）を設定できます。
コンフィギュレーション配信管理機能により、構成配信ジョブを作成し、そのスケジュールを設定しま
す。各ジョブは 1 台以上のデバイスにデバイス コンフィギュレーション コマンドを送信できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ジョブのソース」（P.9-2）
• 「テンプレートの要件」（P.9-2）
• 「ポート プロファイルの統合」（P.9-5）
• 「配信オプション」（P.9-5）
• 「VDC のサポート」（P.9-5）
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ジョブのソース
各コンフィギュレーション配信ジョブは、異なるソースに基づいて作成されます。ここでは、次の内容
について説明します。

• 「テンプレートを使用するジョブ」（P.9-2）
• 「デバイスを使用するジョブ」（P.9-2）
• 「手動で設定するジョブ」（P.9-2）

テンプレートを使用するジョブ
宛先デバイスにコマンドを送信するように Cisco NX-OS を設定するテンプレートを作成し、そのテンプ
レートを使用できます。テンプレートを使用するコンフィギュレーション配信ジョブでは、目的のテン
プレートを選択してから、ジョブに追加するテンプレートの各インスタンスのパラメータを設定します。
ジョブに含まれている各宛先デバイスには、テンプレートのインスタンスを 1 つ以上設定できます。テ
ンプレートの各インスタンスは、宛先デバイスのコマンド設定に、1 行のテンプレート行として追加さ
れます。

デバイスを使用するジョブ
管理対象デバイスの実行コンフィギュレーションまたはスタートアップ コンフィギュレーションを使
用して、Cisco NX-OS コマンドを宛先デバイスに送信するように設定できます。デバイスを使用して
コンフィギュレーション配信ジョブを設定する場合、Cisco DCNM の show running-config または
show startup-config コマンドを指定して、ソース デバイスから関連コマンドを取得してから、取得し
たコマンドの出力から必要なコマンドを選択します。

手動で設定するジョブ
Cisco NX-OS コンフィギュレーション コマンドを宛先デバイスに送信するように手動で指定できます。
手動で設定するコンフィギュレーション配信ジョブでは、Cisco NX-OS Command-Line Interface
（CLI; コマンドライン インターフェイス）と同様に、コンフィギュレーション コマンド テキストを直
接 Cisco DCNM クライアントに入力またはペーストします。
（注）

手動で設定するジョブでは、show コマンドやインタラクティブ コマンド、または copy
running-config startup-config コマンドなどの出力が伴うコマンドはサポートされていません。

テンプレートの要件
テンプレートを使用するジョブでは、テンプレートを作成する必要があります。テンプレートは

ASCII テキストファイルです。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「テンプレートの場所とファイル名の規則」（P.9-3）
• 「テンプレートの形式」（P.9-3）
• 「テンプレートのプロパティ セクション」（P.9-3）
• 「テンプレートのコンテンツ セクション」（P.9-4）
• 「テンプレートの例」（P.9-4）
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テンプレートの場所とファイル名の規則
各テンプレートの名前の最後には、.template の拡張子が必要です。たとえば、port_security.template
です。

Cisco DCNM ではアーカイブ ディレクトリ内のテンプレート ディレクトリにあるテンプレートを使用
します。アーカイブ ディレクトリは、サーバのインストール中に指定します。Microsoft Windows
サーバの場合、テンプレートのデフォルトの場所は、次のディレクトリです。
C:\Program Files\Cisco Systems\dcm\dcnm\data\templates
RHEL サーバの場合、テンプレートのデフォルトの場所は、次のディレクトリです。
/usr/local/cisco/dcm/dcnm/data/templates

テンプレートの形式
作成するテンプレートには、それぞれプロパティ セクションとコンテンツ セクションが必要です。
例 9-1 には、テンプレート形式の要件が示されています。
例 9-1

テンプレートの形式

##template properties
name = template_name;
description = template_description;
##
##template content

configuration_commands
##

テンプレートのプロパティ セクション
テンプレートのプロパティ セクションには、次の 2 つの属性値のペアが必要です。

• name：Cisco DCNM クライアントに表示されるテンプレートの名前です。テンプレート名は固有
である必要があります。Cisco DCNM サーバの他のテンプレートに、同じテンプレート名の値を
指定しないでください。名前は次の形式で指定します。
name =

template_name;

例：
name = Interface Description Template;

• description：テンプレートの説明です。次の形式で指定します。
description =

template_description;

例：
description = This file specifies the template for setting interface description;

2 つの属性値のペアは、それぞれセミコロン（;）で終了する必要があります。
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テンプレートのコンテンツ セクション
テンプレートのコンテンツ セクションには、Cisco NX-OS のコンフィギュレーション コマンドと、テ
ンプレートで使用するすべてのパラメータが含まれています。コマンドには回答が必要なプロンプトを
指定することはできません。また、copy running-config startup-config コマンドなど、出力を伴うコ
マンドも使用できません。
使用するコマンドは、Cisco NX-OS デバイスのグローバル コンフィギュレーション コマンド モードで
入力するのと同じように指定します。コマンドを指定するときは、コマンド モードを考慮する必要があ
ります。たとえば、インターフェイスを設定するときには、適用可能な interface コマンドとそれに対
応する exit コマンドを使用して、グローバル コンフィギュレーション モードに戻る必要があります。
パラメータ名の前後には 2 個のドル記号を付けます。たとえば、次のようになります。
$$parameter$$

次の例では、INTF_NAME というパラメータを使用し、コンフィギュレーション配信ジョブでイン
ターフェイスのタイプと番号をユーザ指定にします。
interface $$INTF_NAME$$

テンプレートのコンテンツ セクションには多数のコマンドを指定できます。

テンプレートの例
例 9-2 は、Cisco NX-OS デバイスのインターフェイスに説明を適用するために使用できるテンプレー
トを示しています。Cisco DCNM のユーザがこのテンプレートを使用してテンプレートを使用する
ジョブを作成する場合、ユーザはコンフィギュレーション配信ジョブのテンプレートの各インスタンス
に INTF_NAME、DESCRIPTION、SHUT_CMD の各パラメータを指定します。INTF_NAME パラ
メータを使用すると、ポートチャネル インターフェイスやイーサネット インターフェイスなど、異な
るインターフェイス タイプにテンプレートを適用できます。DESCRIPTION パラメータでは、イン
ターフェイスの説明を指定できます。SHUT_CMD パラメータでは、shutdown コマンドまたは no
shutdown コマンドを指定できます。
例 9-2

インターフェイスの説明テンプレートの例

##template properties
name = Interface Description Template;
description = This file specifies the template for setting interface description;
##
##template content
interface $$INTF_NAME$$
description $$DESCRIPTION$$
$$SHUT_CMD$$
exit
##
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ポート プロファイルの統合
ポート プロファイル機能を使用して、コンフィギュレーション配信ジョブを作成できます。他の管理
対象デバイスに配信する設定を指定してポート プロファイルを設定したら、[Copy to Multiple
Devices] オプションを使用してコンフィギュレーション配信ジョブを作成できます。詳細については、
『Cisco DCNM Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

配信オプション
各コンフィギュレーション配信ジョブには、ジョブ中に障害が発生した場合の Cisco DCNM の応答方
法を指定できます。障害が発生した場合、Cisco DCNM はエラーに関係なくジョブを続行することも、
ジョブに含まれているすべてのデバイスでジョブを停止することも、障害が発生したデバイスだけで
ジョブを停止して他のデバイスではジョブを続行することもできます。ジョブで同じコンフィギュレー
ションを多数のデバイスに配信している場合、障害の発生時には、Cisco DCNM からのジョブの配信
を全デバイスで停止した方がよい場合もあります。そうすることにより、同じコンフィギュレーション
エラーをすべてのデバイスに配信してしまう危険性を回避できます。
ジョブに含まれているデバイスでロールバック機能がサポートされている場合、ジョブ中に障害が発生
すると Cisco DCNM はロールバック機能を使用します。たとえば、Cisco Nexus 7000 シリーズのデバ
イスでは、ロールバック機能がサポートされています。Cisco DCNM では、障害が発生したデバイス
だけで以前の実行コンフィギュレーションにロールバックするように指定することも、ジョブに含まれ
るすべてのデバイスで以前の実行コンフィギュレーションにロールバックするように指定することもで
きます。また、Cisco DCNM では、障害が発生したデバイスで以前の実行コンフィギュレーションに
ロールバックし、ジョブを停止するように指定することもできます。
さらに、Cisco DCNM では、ジョブに含まれているすべてのデバイスに同時にコンフィギュレーショ
ンを配信するか（同時配信）、一度に 1 台のデバイスにコンフィギュレーションを配信するか（順次配
信）を指定できます。同時配信の方がジョブ内の全デバイスの設定をより早く終了できます。ただし、
特に障害発生時にジョブの配信をすべてのデバイスで停止するように Cisco DCNM を設定する場合は、
順次配信を検討してください。

VDC のサポート
Cisco DCNM は Cisco NX-OS デバイス上の各 Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキス
ト）を個別のデバイスとして扱います。このため、コンフィギュレーション配信管理を使用すると、同
じ物理デバイス上の他の VDC のコンフィギュレーションに影響されることなく VDC を設定できます。

コンフィギュレーション配信管理のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
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コンフィギュレーション配信管理の前提条件

製品

ライセンス要件

Cisco DCNM

コンフィギュレーション配信管理には、ライセンスは必要ありません。ライセンス パッケージに含まれて
いない機能は Cisco DCNM にバンドルされており、無料で提供されます。Cisco DCNM LAN エンタープ
『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide,
ライズ ライセンスの取得およびインストールについては、
Release 5.x』を参照してください。

Cisco NX-OS

Cisco NX-OS デバイスでコンフィギュレーション配信管理機能を使用するときには、Cisco NX-OS のライ
センスは必要ありません。ただし、ライセンスが必要な Cisco NX-OS の機能をコンフィギュレーション配
信管理で構成できるのは、Cisco NX-OS デバイスに適切なライセンスがインストールされている場合だけ
です。使用するプラットフォームの Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細については、プラットフォームご
とのライセンス ガイドを参照してください。

コンフィギュレーション配信管理の前提条件
コンフィギュレーション配信管理機能には、次の前提条件があります。

• コンフィギュレーション配信管理機能は Cisco DCNM で管理されているデバイスだけをサポート
します。つまり、Cisco DCNM でデバイスが正常に検出されている必要があります。
• Cisco DCNM がコンフィギュレーションを配信するとき、デバイスは Cisco DCNM から到達可能
である必要があります。Cisco DCNM がデバイスに到達できないと、配信ジョブは失敗します。

コンフィギュレーション配信管理の注意事項と制約事項
コンフィギュレーション配信管理には、コンフィギュレーションに関する次の注意事項と制約事項があ
ります。

• Cisco NX-OS コンフィギュレーション コマンドの次のタイプは、コンフィギュレーション配信管
理ではサポートされていません。

– インタラクティブ コンフィギュレーション コマンド（ユーザの入力が必要なコマンド）
– 出力などの処理が必要なコマンド。copy running-config startup-config コマンドなど。
• ロールバックは、宛先デバイスでロールバック機能がサポートされている場合だけ、コンフィギュ
レーション配信でもサポートされます。たとえば、Cisco Nexus 7000 シリーズのデバイスはロール
バックをサポートしていますが、Cisco Nexus 1000V シリーズのデバイスはサポートしていません。

プラットフォーム サポート
この機能は次のプラットフォームでサポートされていますが、異なる方法で実装される場合がありま
す。注意事項や制約事項、システムのデフォルト、コンフィギュレーションの制限などに関するプラッ
トフォーム固有の情報については、対応するマニュアルを参照してください。

プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル
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プラットフォーム

マニュアル

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

コンフィギュレーション配信管理の使用
ここでは、次の内容について説明します。

• 「コンフィギュレーション配信管理ジョブの作成」（P.9-7）
• 「コンフィギュレーション配信ジョブの追加」（P.9-8）
• 「ジョブの宛先デバイスの設定」（P.9-9）
• 「手動で設定するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定」（P.9-10）
• 「デバイスを使用するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定」（P.9-11）
• 「テンプレートを使用するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定」（P.9-13）
• 「テンプレートの追加」（P.9-14）
• 「テンプレートの変更」（P.9-14）
• 「テンプレートの削除」（P.9-15）
• 「テンプレートのアップデートでの Cisco DNCM サーバのリフレッシュ」（P.9-16）
• 「ジョブ配信オプションの設定」（P.9-17）
• 「コンフィギュレーション配信ジョブのスケジュール設定」（P.9-18）
• 「コンフィギュレーション配信ジョブの削除」（P.9-19）

コンフィギュレーション配信管理ジョブの作成
コンフィギュレーション配信管理ジョブを作成するには、多くの手順が必要です。作成するジョブのタ
イプによって手順の一部が異なります。この手順では、コンフィギュレーション配信ジョブの作成の概
要を示します。また、それぞれの手順の概要には、詳細な手順の参照先を示します。
ステップ 1

必要なコンフィギュレーション配信ジョブのタイプを追加します。手順の詳細については、「コンフィ
ギュレーション配信ジョブの追加」（P.9-8）を参照してください。

ステップ 2

ジョブの宛先デバイスを 1 台以上追加します。手順の詳細については、
「ジョブの宛先デバイスの設定」
（P.9-9）を参照してください。

ステップ 3

ジョブで宛先デバイスに Cisco NX-OS コマンドが配信されるように設定します。この手順の詳細は、
次のようにジョブのタイプによって異なります。

• 手動で Cisco NX-OS コマンドを入力したジョブ場合は、「手動で設定するジョブの Cisco NX-OS
コマンドの設定」（P.9-10）を参照してください。
• ソース デバイスから Cisco NX-OS コマンドを取得したジョブ場合は、「デバイスを使用するジョ
ブの Cisco NX-OS コマンドの設定」（P.9-11）を参照してください。
• Cisco DCNM テンプレートから Cisco NX-OS コマンドを取得したジョブの場合は、「テンプレー
トを使用するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定」（P.9-13）を参照してください。
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（注）

ステップ 4

テンプレートを使用するジョブを追加するには、まず Cisco DCNM にテンプレートを追加
する必要があります。詳細については、
「テンプレートの要件」
（P.9-2）を参照してください。

（任意）ジョブ配信オプションを設定します。このオプションでは次を決定します。

• デバイスでコンフィギュレーション エラーが発生した場合の Cisco DCNM の応答方法。
• Cisco DCNM が Cisco NX-OS コマンドをジョブ内のすべてのデバイスに同時に送信するか、また
は順次送信するか。
手順の詳細については、「ジョブ配信オプションの設定」（P.9-17）を参照してください。
ステップ 5

ジョブのスケジュールを設定します。手順の詳細については、「コンフィギュレーション配信ジョブの
スケジュール設定」（P.9-18）を参照してください。

コンフィギュレーション配信ジョブの追加
必要に応じて、コンフィギュレーション配信ジョブを追加できます。

作業を開始する前に
手動、デバイス、テンプレートのいずれかから、追加するジョブのタイプを決定します。ジョブのタイ
プの詳細については、「ジョブのソース」（P.9-2）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブがあれば、[Summary] ペインに一
覧で表示されます。
ステップ 2

メニュー バーから、次のようにジョブを作成します。

• 手動で設定するジョブの場合、[File] > [New] > [Manual] の順に選択します。
• デバイスを使用するジョブの場合、[File] > [New] > [From Device] の順に選択します。
• テンプレートを使用するジョブの場合、[File] > [New] > [From Template] の順に選択します。

[Summary] ペインに新しいコンフィギュレーション配信ジョブが表示されます。
ステップ 3

[Comment] カラムで、新しいジョブのエントリをダブルクリックし、作成したコンフィギュレーショ
ン配信ジョブに関する便利なコメントを入力します。

ステップ 4

[Summary] ペインの他のフィールドをクリックします。
ツールバーで [Deploy] ボタンが有効になります。

ステップ 5

（任意）メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、新しいコンフィギュレーション配信ジョ
ブを Cisco DCNM サーバに保存します。
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（注）

ジョブをさらに設定しないと、そのジョブを展開できない場合があります。

ジョブの宛先デバイスの設定
コンフィギュレーション配信ジョブから宛先デバイスの追加または削除を実行できます。宛先デバイス
は、Cisco DCNM がジョブを実行するときに Cisco NX-OS コマンドを送信する管理対象デバイスです。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション配信ジョブに含めるデバイスを決定します。ジョブには任意の管理対象デバイ
スを含めることができます。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

[Summary] ペインには、Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブが一覧で
表示されます。
ステップ 2

宛先デバイスを設定するコンフィギュレーション配信ジョブをクリックします。

[Details] ペインには、選択したジョブの [Configuration] セクションが表示されます。
ステップ 3

必要に応じて、[Details] タブで [Configuration] セクションを展開します。

[Selected Devices] の領域には、現在ジョブに含まれている宛先デバイスが表示されます。
ステップ 4

（任意）1 台以上のデバイスをジョブに含めるには、次の手順を実行します。

a. [Device Configuration] で、[Add Devices] をクリックします。

[Device Selection] ダイアログボックスが表示されます。
b. （任意）[Show devices grouped by] オプションを使用して、[Available Devices] のリストに表示さ
れているデバイスを整理します。次の方法のいずれかを使用してデバイスをグループ化できます。

– [Device Group]：[Device Group] 機能で割り当てられているデバイス グループでデバイスをグルー
プ化します。

– [Platform type]：Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチなど、デバイス タイプでデバイスをグループ
化します。

– [None]：検出されたデバイスをすべて表示します。
c. 1 台以上のデバイスを [Available Devices] リストから [Selected Devices] リストに移動します。
デバイスを 1 台移動するには、デバイスをクリックしてから [Add] をクリックします。
複数のデバイスを移動するには、Ctrl キーを押しながら各デバイスをクリックし、[Add] をクリッ
クします。

（注）

[Selected Devices] リストからデバイスを削除するには、デバイスをクリックして
[Remove] をクリックします。
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d. [OK] をクリックします。
ステップ 5

（任意）デバイスを [Selected Devices] 領域から削除するには、次の手順を実行します。

a. デバイスをクリックして選択します。複数のデバイスを選択するには、Ctrl キーを押しながら選択
する各デバイスをクリックします。

b. [Device Configuration] で [Delete Device] をクリックします。
デバイスが [Selected Devices] 領域から削除されます。
ステップ 6

メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、コンフィギュレーション配信ジョブを Cisco
DCNM サーバに保存します。

手動で設定するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定
手動で設定するジョブでは、Cisco NX-OS コマンドが宛先デバイスに送信されるように手動で設定す
る必要があります。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション配信ジョブが Cisco DCNM にあることを確認します。
そのジョブに目的の宛先デバイスが設定されていることを確認します。
ジョブに含める Cisco NX-OS コマンドの記述および編集用に、テキスト エディタの使用を検討します。
指定するコマンドが現在データセンター内の Cisco NX-OS デバイスに設定されている場合、実行コン
フィギュレーションの関連する部分をデバイスからコピーして、それをもとにして手動でジョブのコマ
ンドを指定することを検討します。

（注）

すべてのコンフィギュレーション配信ジョブは、グローバル コンフィギュレーション コマンド モード
で始まります。コマンドを入力するときは、コマンド モードを考慮する必要があります。たとえば、
インターフェイスを設定するときには、適用可能な interface コマンドとそれに対応する exit コマンド
を使用して、グローバル コンフィギュレーション モードに戻る必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

[Summary] ペインには、Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブが一覧で
表示されます。
ステップ 2

設定する Cisco NX-OS コマンドがあるコンフィギュレーション配信ジョブをクリックします。

ヒント 手動で設定する配信ジョブの場合、[Summary] ペインの [Source] カラムは [Manual] と表示さ
れます。

[Details] ペインには、選択したジョブの [Configuration] セクションが表示されます。
ステップ 3

必要に応じて、[Details] タブで [Configuration] セクションを展開します。

[Selected Devices] の領域には、現在ジョブに含まれている宛先デバイスが表示されます。
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ステップ 4

各宛先デバイスで、コンフィギュレーション コマンドを次のように入力します。

a. [Selected Devices] で、コンフィギュレーション コマンドを入力するデバイスをクリックします。
b. [Configuration Commands] にコンフィギュレーション コマンドを入力します。各コマンドは個別
の行に入力します。Cisco DCNM クライアントにコマンド テキストをペーストできます。

ヒント 別のデバイスに指定したコンフィギュレーション コマンドをコピーするには、[Copy Config
Commands] アイコンをクリックして、[Selected Devices] で他のデバイスをクリックし、
[Paste Config Commands] アイコンをクリックします。
ステップ 5

メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。

デバイスを使用するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定
デバイスを使用するジョブでは、デバイス ソースから宛先デバイスに送信されるコマンドを指定でき
ます。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション配信ジョブが Cisco DCNM にあることを確認します。
そのジョブに目的の宛先デバイスが設定されていることを確認します。
このジョブで使用するコマンドがソース デバイスに設定されていることを確認してください。

（注）

すべてのコンフィギュレーション配信ジョブは、グローバル コンフィギュレーション コマンド モード
で始まります。コマンドを指定するときは、コマンド モードを考慮する必要があります。たとえば、
インターフェイスを設定するときには、適用可能な interface コマンドとそれに対応する exit コマンド
を使用して、グローバル コンフィギュレーション モードに戻る必要があります。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

[Summary] ペインには、Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブが一覧で
表示されます。
ステップ 2

設定する Cisco NX-OS コマンドがあるコンフィギュレーション配信ジョブをクリックします。

ヒント デバイスを使用するジョブの場合、[Summary] ペインの [Source] カラムには、ソース デバイ
スの IP アドレスが表示されます。

[Details] ペインには、選択したジョブの [Configuration] セクションが表示されます。
ステップ 3

必要に応じて、[Details] タブで [Configuration] セクションを展開します。

[Selected Devices] の領域には、現在ジョブに含まれている宛先デバイスが表示されます。
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ステップ 4

[Source] リストから、Cisco DCNM で Cisco NX-OS コマンドを取得するデバイスの IP アドレスを選
択します。

ステップ 5

次の手順で、コマンドをソース デバイスから取得します。

a. [Command] フィールドに show コマンドを入力して、コンフィギュレーション配信ジョブに含め
る Cisco NX-OS コマンドを取得します。
たとえば、Cisco Nexus 7000 シリーズのスイッチの実行コンフィギュレーションから Border
Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル）コマンドを取得する場合は、show
running-configuration bgp と入力します。

b. （任意）show コマンドの出力をフィルタリングするには、[Command] フィールドの右にある二重
矢印ボタンをクリックして、必要に応じてフィルタを入力し、[OK] をクリックします。
たとえば、[Output Filter] フィールドに grep フィルタ キーワードを指定すると、特定のテキスト
文字列が含まれるコマンドだけを出力できます。begin フィルタ キーワードを使用すると、特定の
テキスト文字列が含まれる最初の行よりも前の出力を除外できます。

c. [Fetch] をクリックします。

show コマンドの出力は、[Config Commands Tree] 領域に表示されます。このツリーには、コマン
ドモードの階層ごとにコマンドが一覧で表示されます。たとえば、特定のイーサネット インター
フェイス コマンドのコマンドは、適用可能な interface コマンドの下に入れ子状態で表示されま
す。

d. ジョブに含めるすべてのコマンドが [Config Command Tree] にあることを確認します。コマンド
がない場合、ステップ 5 を繰り返します。
ステップ 6

各宛先デバイスで、配信ジョブに含めるコマンドを次のように指定します。

a. [Selected Devices] でデバイスをクリックします。
b. [Configuration Commands Tree] で、ジョブに含めるコマンドの左にあるチェックボックスをそれ
ぞれ選択します。

• 上位レベルのコマンドの入れ子になっているコマンドをすべて含めるには、より上位レベルの
コマンドのチェックボックスを選択します。

• [Config Commands Tree] のコマンドをフィルタリングするには、[Show Filter Options] アイ
コンをクリックして、[Config Commands Tree] で表示しないコマンドのチェックボックスの
選択を解除します。

• 別のデバイスに指定したコンフィギュレーション コマンドをコピーするには、[Copy Config
Commands] アイコンをクリックして、[Selected Devices] で他のデバイスをクリックし、
[Paste Config Commands] アイコンをクリックします。
c. 含まれているコンフィギュレーション コマンドを変更する場合、[Show/Hide Config Commands
Tree] アイコンをクリックしてツリーを非表示にし、[Configuration Commands] フィールドをク
リックして、コマンドの変更を入力します。
ステップ 7

メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。
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テンプレートを使用するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定
テンプレートを使用するジョブでは、使用するテンプレートとテンプレートの各インスタンスを指定で
きます。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション配信ジョブが Cisco DCNM にあることを確認します。
そのジョブに目的の宛先デバイスが設定されていることを確認します。

手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

[Summary] ペインには、Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブが一覧で
表示されます。
ステップ 2

設定する Cisco NX-OS コマンドがあるコンフィギュレーション配信ジョブをクリックします。

ヒント 手動で設定するコンフィギュレーション配信ジョブの場合、[Summary] ペインの [Source] カ
ラムには、ジョブで指定したテンプレートの名前が表示されます。

[Details] ペインには、選択したジョブの [Configuration] セクションが表示されます。
ステップ 3

必要に応じて、[Details] タブで [Configuration] セクションを展開します。

[Selected Devices] の領域には、現在ジョブに含まれている宛先デバイスが表示されます。
ステップ 4

必要に応じて、[Select Template] で [Templates] リストを展開します。

ステップ 5

使用するテンプレートのオプション ボタンをクリックします。
テンプレートにある Cisco NX-OS コマンドが [Configuration Commands] に表示されます。コマンド
のパラメータは $$parameter$$ の形式で表示されます。

[Template Parameters] には、テンプレートの各パラメータのカラムが表示されます。カラム名はパラ
メータ名に対応します。
ステップ 6

[Configuration Commands] で、コマンドを確認して適切なテンプレートを選択していることを確認し
ます。別のテンプレートを選択する必要がある場合は、ステップ 5 に戻ります。

ステップ 7

各宛先デバイスで、次のように 1 台以上のテンプレート行を設定します。

a. [Selected Devices] でデバイスをクリックします。
b. [Template Parameters] でカラム名の下を右クリックし、[Add Template Row] を選択します。
c. [Template Parameters] の各カラム名で、新しいテンプレート行のエントリをダブルクリックし、
パラメータ値を入力します。
パラメータ値には、有効なコマンドを実行する Cisco NX-OS キーワードと引数を指定してくださ
い。たとえば、コマンド名の後に interface コマンドとすべてのキーワードのパラメータが含まれ
るテンプレートの場合、インターフェイス タイプとポートの識別子を指定する必要があります。
宛先デバイスが Cisco Nexus 7000 シリーズのスイッチで、イーサネット インターフェイスをス
ロット 1、ポート 4 に指定する場合、パラメータ値には「Ethernet 1/4」を指定してください。
パラメータ値を入力するとき、[Configuration Commands] の領域には、パラメータ値が挿入され
た Cisco NX-OS コマンドが表示されます。
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d. [Configuration Commands] 領域でコマンドを見直し、すべてのパラメータで値を指定しているこ
とを確認します。必要に応じて変更を加えます。

e. 選択した宛先デバイスにテンプレートのインスタンスをさらに追加する場合は、手順 b. に戻ります。

ヒント 別のデバイスに指定したコンフィギュレーション コマンドをコピーするには、[Copy Config
Commands] アイコンをクリックして、[Selected Devices] で他のデバイスをクリックし、
[Paste Config Commands] アイコンをクリックします。
ステップ 8

メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。

テンプレートの追加
テンプレートを使用するコンフィギュレーション配信ジョブで使用するテンプレートを作成できます。

作業を開始する前に
「テンプレートの要件」（P.9-2）を確認してください。

手順の詳細
ステップ 1

テンプレート ファイルを作成したら、テンプレート要件を満たし、必要なコンフィギュレーション コ
マンドが含まれていることを確認します。

ステップ 2

テンプレート ファイルのコピーをテンプレート ディレクトリに配置します。テンプレート ディレクト
リは、Cisco DCNM サーバのインストール中に指定したアーカイブ ディレクトリにあります。
Microsoft Windows の場合、デフォルトのテンプレート ディレクトリのパスは C:\Program
Files\Cisco Systems\dcm\dcnm\data\templates です。RHEL の場合、デフォルトのパスは
/usr/local/cisco/dcm/dcnm/data/templates です。

ステップ 3

Cisco DCNM サーバのリフレッシュ クラスタ サーバに Cisco DCNM を展開している場合、クラスタ
のマスター サーバだけをリフレッシュする必要があります。
手順の詳細については、「テンプレートのアップデートでの Cisco DNCM サーバのリフレッシュ」
（P.9-16）を参照してください。
これで、テンプレートを使用するコンフィギュレーション配信ジョブを作成するときに、新しいテンプ
レートを利用できます。

テンプレートの変更
コンフィギュレーション配信ジョブで使用できるテンプレートを変更できます。

作業を開始する前に
「テンプレートの要件」（P.9-2）を確認してください。
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手順の詳細
ステップ 1

テンプレート ディレクトリでテンプレート ファイルを見つけます。テンプレート ディレクトリは、
Cisco DCNM サーバのインストール中に指定したアーカイブ ディレクトリにあります。Microsoft
Windows の場合、デフォルトのテンプレート ディレクトリのパスは C:\Program Files\Cisco
Systems\dcm\dcnm\data\templates です。RHEL の場合、デフォルトのパスは
/usr/local/cisco/dcm/dcnm/data/templates です。

ステップ 2

テキスト エディタでテンプレート ファイルを開き、必要な変更を加えます。

ステップ 3

テンプレート ファイルを保存して閉じます。

（注）

ステップ 4

クラスタ サーバに Cisco DCNM を展開している場合、クラスタ内の各 Cisco DCNM サーバで
テンプレート ファイルを変更する必要があります。

Cisco DCNM サーバのリフレッシュ クラスタ サーバに Cisco DCNM を展開している場合、クラスタ
内の各サーバをリフレッシュする必要があります。
手順の詳細については、「テンプレートのアップデートでの Cisco DNCM サーバのリフレッシュ」
（P.9-16）を参照してください。
これで、テンプレートを使用するコンフィギュレーション配信ジョブを作成するときに、変更したテン
プレートを利用できます。

テンプレートの削除
Cisco DCNM からテンプレートを削除できます。テンプレートを削除すると、コンフィギュレーショ
ン配信ジョブでそのテンプレートを使用することはできません。
手順の詳細
ステップ 1

次の場所にあるテンプレート ディレクトリのテンプレート ファイルを見つけます。

INSTALL_DIR\jboss-4.2.2.GA\server\dcnm\cisco\templates
Microsoft Windows の場合、デフォルトの Cisco DCNM インストール ディレクトリのパスは
C:\Program Files\Cisco Systems です。RHEL の場合、デフォルトのパスは /usr/local/cisco です。
ステップ 2

テンプレート ディレクトリからテンプレート ファイルを削除します。

（注）

ステップ 3

クラスタ サーバに Cisco DCNM を展開している場合、クラスタ内の各 Cisco DCNM サーバに
あるテンプレート ディレクトリからテンプレート ファイルを削除する必要があります。

Cisco DCNM サーバのリフレッシュ クラスタ サーバに Cisco DCNM を展開している場合、マスター
サーバだけをリフレッシュする必要があります。
手順の詳細については、「テンプレートのアップデートでの Cisco DNCM サーバのリフレッシュ」
（P.9-16）を参照してください。
これで、テンプレートを使用するコンフィギュレーション配信ジョブを作成するときに、削除したテン
プレートは使用できなくなります。
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テンプレートのアップデートでの Cisco DNCM サーバのリフレッシュ
テンプレートの追加、変更、削除など、テンプレートをアップデートした後、Cisco DCNM クライア
ントでそのアップデートを表示するには、テンプレート リストをリフレッシュする必要があります。
この手順を行うと、Cisco DCNM サーバを停止して起動せずに、サーバをリフレッシュしてテンプ
レートをアップデートできます。テンプレートをアップデートした後に Cisco DCNM サーバを停止し
て起動する場合は、この手順を実行する必要はありません。

作業を開始する前に
必要に応じてテンプレートをアップデートします。
クラスタ サーバに展開している場合、マスター サーバとして現在動作しているサーバを確認します。
マスター サーバを確認するには、Cisco DCNM クライアントのクラスタ管理機能を使用します。詳細
については、『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

Cisco DCNM サーバ上で、コマンド プロンプトにアクセスします。
（注）

ステップ 2

クラスタ サーバに展開している場合、これらの手順をマスター サーバで実行していることを確
認します。

cd コマンドを使用して、ディレクトリを次の場所に変更します。
INSTALL_DIR\dcm\jboss-4.2.2.GA\bin
Microsoft Windows の場合、デフォルトの Cisco DCNM インストール ディレクトリのパスは
C:\Program Files\Cisco Systems です。RHEL の場合、デフォルトのパスは /usr/local/cisco です。

ステップ 3

次のコマンドを入力します。
set JAVA_HOME=INSTALL_DIR\dcm\java\jre1.5

たとえば、Microsoft Windows サーバで Cisco DCNM がデフォルト ディレクトリにインストールされ
ている場合、次のコマンドを入力します。
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Cisco Systems\dcm\java\jre1.5

RHEL サーバで Cisco DCNM がデフォルト ディレクトリにインストールされている場合、次のコマン
ドを入力します。
set JAVA_HOME=/usr/local/cisco/dcm/java/jre1.5
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ステップ 4

次のコマンドを入力します。

twiddle_script -s IP_address:naming_service_port invoke
"com.cisco.dcbu.dcm:service=ConfigDeliveryService" populateTemplates
引数は次のとおりです。

• twiddle_script：スクリプト名です。サーバのオペレーティング システムによって次のように異な
ります。

– Microsoft Windows：twiddle.bat
– RHEL：twiddle.sh
• IP_address：Cisco DCNM サーバの IPv4 アドレスです。クラスタ サーバに展開している場合、こ
のアドレスはマスター サーバのアドレスである必要があります。

• naming_service_port：Cisco DCNM サーバで使用するように設定されているネーミング サービス
ポートです。デフォルトのネーミング サービス ポートは 1099 です。
たとえば、デフォルトのネーミング サービス ポートと IP アドレス 10.14.183.7 を使用している
Microsoft Windows サーバでは、次のコマンドを入力します。
twiddle.bat -s 10.14.183.7:1099 invoke "com.cisco.dcbu.dcm:service=ConfigDeliveryService"
populateTemplates

たとえば、デフォルトのネーミング サービス ポートと IP アドレス 10.14.183.7 を使用している RHEL
サーバでは、次のコマンドを入力します。
twiddle.sh -s 10.14.183.7:1099 invoke "com.cisco.dcbu.dcm:service=ConfigDeliveryService"
populateTemplates

Cisco DCNM サーバはテンプレートへのアップデートを使用し始めます。
ステップ 5

（任意）Cisco DCNM クライアントでテンプレートへのアップデートを確認するには、F5 を押して画
面をリフレッシュします。

ジョブ配信オプションの設定
各コンフィギュレーション配信ジョブのジョブ配信オプションを設定できます。ジョブ配信オプション
では、次の内容を指定できます。

• デバイスでコンフィギュレーション エラーが発生した場合の Cisco DCNM の応答方法。
• Cisco DCNM が Cisco NX-OS コマンドをジョブ内のすべてのデバイスに同時に送信するか、また
は順次送信するか。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション配信ジョブが Cisco DCNM にあることを確認します。
ロールバックは、宛先デバイスの Cisco NX-OS リリースがロールバックをサポートしている場合だけ、
サポートされます。たとえば、Cisco Nexus 7000 シリーズのデバイスでは、ロールバックがサポート
されています。
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手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

[Summary] ペインには、Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブが一覧で
表示されます。
ステップ 2

宛先デバイスを設定するコンフィギュレーション配信ジョブをクリックします。

[Details] ペインには、選択したジョブの [Configuration Delivery Options] セクションが表示されます。
ステップ 3
ステップ 4

必要に応じて、[Details] タブで [Configuration Delivery Options] セクションを展開します。
（任意）次のようにトランザクション オプションを設定します。

a. コンフィギュレーション ジョブの実行時にエラーが発生したときに Cisco NX-OS コンフィギュ
レーション ロールバック機能を使用する場合、[Transaction Options] で [Enable Rollback] を選択
して、ジョブに含まれるデバイスでのコンフィギュレーション障害から回復するために Cisco
DCNM で使用するロールバックオプションのオプション ボタンを選択します。
b. Cisco NX-OS コンフィギュレーション ロールバック機能を使用しない場合、[Transaction
Options] で [Enable Rollback] のチェックを解除し、ジョブに含まれるデバイスでのコンフィギュ
レーション障害から回復するために Cisco DCNM で使用するオプションを示すオプション ボタン
を選択します。
ステップ 5
ステップ 6

（任意）複数のデバイスをコンフィギュレーション配信ジョブに追加した場合、コンフィギュレーショ
ン コマンドの順次配信や同時配信など、目的のオプションを [Delivery Order] で選択します。
メニュー バーから [File] > [Deploy] の順に選択して、コンフィギュレーション配信ジョブを Cisco
DCNM サーバに保存します。

コンフィギュレーション配信ジョブのスケジュール設定
Cisco DCNM がコンフィギュレーション配信ジョブを実行する日時を追加できます。
以前にスケジュールを設定したジョブがあり、設定されている時間が過去でなければ、ジョブのスケ
ジュールを変更または削除できます。

作業を開始する前に
コンフィギュレーション配信ジョブが Cisco DCNM にあることを確認します。以前に指定したジョブ
のスケジュールを変更できるのは、Cisco DCNM でそのジョブが実行されていない場合だけです。

Cisco DCNM でコンフィギュレーション配信ジョブを実行する時間を決定します。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

[Summary] ペインには、Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブが一覧で
表示されます。
ステップ 2

スケジュールを設定するコンフィギュレーション配信ジョブをクリックします。

[Details] ペインには、選択したジョブの [Configuration] セクションが表示されます。
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ステップ 3

[Scheduled At] カラムで、選択したジョブのエントリをダブルクリックします。
スケジューリング ダイアログボックスが表示されます。ジョブにスケジュールがない場合、現在の日
時がダイアログボックスに表示されます。
ダイアログボックスには、日付を指定するカレンダーと時間を指定する 24 時間制の時計が表示されます。

ステップ 4

ジョブのスケジュールを設定するには、次のいずれかを実行します。

• ジョブをただちに実行する場合は、[Now] をクリックし、[OK] をクリックします。
• 将来の日時を指定するには、カレンダー使用して日付を指定し、時計で時間を指定してから、
[OK] をクリックします。
• スケジュールを削除するには、[None] をクリックして、[OK] をクリックします。
ステップ 5

メニュー バーで、[File] > [Deploy] の順に選択して、変更内容を Cisco DCNM サーバに保存します。

コンフィギュレーション配信ジョブの削除
Cisco DCNM からコンフィギュレーション配信ジョブを削除できます。
手順の詳細
ステップ 1

[Feature Selector] ペインから、[Configuration Delivery Management] > [Configuration Delivery Jobs]
の順に選択します。

[Summary] ペインには、Cisco DCNM に設定されているコンフィギュレーション配信ジョブが一覧で
表示されます。
ステップ 2

削除するコンフィギュレーション配信ジョブをクリックします。

[Details] ペインには、選択したジョブの [Configuration Delivery Options] セクションが表示されます。
ステップ 3

メニュー バーから [Actions] > [Delete Configuration Delivery Task] の順に選択します。
確認のダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Yes] をクリックします。
Cisco DCNM からコンフィギュレーション配信ジョブが削除されます。変更内容を保存する必要はあ
りません。

コンフィギュレーション配信管理のフィールドの説明
ここでは、コンフィギュレーション配信管理機能の次のフィールドを説明します。

• 「[Delivery Job]：[Details]：[Configuration] セクション」（P.9-20）
• 「[Delivery Job]：[Details]：[Configuration Delivery Options] セクション」（P.9-21）
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[Delivery Job]：[Details]：[Configuration] セクション
表 9-1

[Delivery Job]：[Details]：[Configuration] セクション

フィールド

説明

[Comment]

配信ジョブの説明です。デフォルトでは、この説明は次のようなジョブの
ソースを反映します。

• [Template Flow]：テンプレートを使用するジョブのデフォルト コメン
トです。

• [Device Flow]：デバイスを使用するジョブのデフォルト コメントです。
• [Manual Flow]：手動設定のジョブのデフォルト コメントです。
• [Portprofile Flow]：ポート プロファイル機能から開始されるジョブの
デフォルト コメントです。

[Source]

デバイスを使用するジョブおよびポート プロファイルを使用するジョブだ
けです。コンフィギュレーション配信ジョブのソースとして使用するデバ
イスの IP アドレスです。ポート プロファイルを使用するジョブの場合、こ
のフィールドは設定できません。

[Command]

デバイスを使用するジョブおよびポート プロファイルを使用するジョブだ
けです。ソース デバイスからコンフィギュレーション コマンドを取得する
ために使用する Cisco NX-OS の show コマンドです。ポート プロファイル
を使用するジョブの場合、このフィールドは設定できません。

[Selected Devices]

コンフィギュレーション配信ジョブの宛先デバイスです。デフォルトでは、
宛先デバイスは選択されていません。

[Template Parameters]

テンプレートを使用するジョブだけです。[Selected Devices] リストで強調
表示されているデバイスの追加するテンプレート インスタンスを 1 行に 1
つ表示します。各行には、テンプレートの各パラメータの設定可能な
フィールドが含まれます。パラメータ名はカラム ラベルに表示されます。
デフォルトでは、[Template Parameters] フィールドにはテンプレート イン
スタンスは含まれていません。

[Show Template
Parameter Names in
preview]

テンプレートを使用するジョブだけです。[Configuration Commands] フィー
ルドにパラメータ名を表示するかどうかを指定します。このチェックボック
スを選択すると、パラメータ値の指定の影響を確認できます。たとえば、こ
のチェックボックスを選択すると、Cisco NX-OS のコマンド speed と一緒に
使用する SPEED パラメータが含まれたテンプレートで、SPEED パラメータ
の値に「auto」を指定すると、[Configuration Commands] フィールドには次
が表示されます。
speed $$SPEED$$=auto

同じ例で、チェックボックスの選択を解除すると、[Configuration Commands]
フィールドには次が表示されます。
speed auto

デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。

[Templates]

テンプレートを使用するジョブだけです。Cisco DCNM サーバで使用可能
なコンフィギュレーション テンプレートの一覧を表示します。選択できる
コンフィギュレーション配信ジョブのテンプレートは 1 つだけです。選択
したテンプレートに含まれるコマンドが [Configuration Commands] フィー
ルドに表示されます。
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表 9-1

[Delivery Job]：[Details]：[Configuration] セクション （続き）

フィールド

説明

[Config Commands
Tree]

デバイスを使用するジョブだけです。[Fetch] をクリックすると、ソース デ
バイスから取得した Cisco NX-OS コマンドを表示します。コマンドは、
Cisco NX-OS CLI のコマンド モードを反映したツリー レイアウトで表示さ
れます。[Configuration Commands] フィールドに選択したコマンドが表示
されます。

[Configuration
Commands]

コンフィギュレーション配信ジョブに含まれている Cisco NX-OS コンフィ
ギュレーション コマンドです。ジョブのソースによって次のように異なり
ます。

• テンプレートを使用するジョブ：[Templates] フィールドに強調表示さ
れているテンプレート インスタンスに含まれているコマンドを表示し
ます。[Show Template Parameter Names in preview] チェックボックス
を使用して、パラメータ名を表示するかどうかを制御できます。

• デバイスを使用するジョブ：[Commands Tree] フィールドで選択され
ているコマンドと、コマンドを選択した後に加えたすべての変更を表
示します。

• ポート プロファイルを使用するジョブ：ジョブを作成するために使用
したポート プロファイルから取得したコマンドを表示します。

• 手動で設定するジョブ：フィールドに入力またはペーストしたコマン
ドを表示します。

[Delivery Job]：[Details]：[Configuration Delivery Options] セク
ション
表 9-2

[Delivery Job]：[Details]：[Configuration Delivery Options] セクション

フィールド

説明

[Transaction Options]

[Enable Rollback]

Cisco DCNM が Cisco NX-OS ロールバック機能を使用して、コンフィギュ
レーション配信中のデバイスでの障害から回復するかどうかを指定します。
デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
（注）

Cisco DCNM は、Cisco Nexus 7000 シリーズのデバイスなど、コ
ンフィギュレーションのロールバックがサポートされているデバイ
スでのみロールバックを実行できます。

[Stop configuration to a 障害が発生したデバイスだけで配信ジョブを停止することを指定します。
device on any failure in 配信ジョブに他のデバイスがある場合、障害のなかったデバイスではジョ
that device]
ブを続行します。
このフィールドは、[Enable Rollback] チェックボックスの選択が解除され
ているときに表示されます。

[Stop configuration to
all devices on any
failure in any device]

任意のデバイスで障害が発生したら、ジョブに含まれているすべてのデバ
イスで配信ジョブを停止するように指定します。
このフィールドは、[Enable Rollback] チェックボックスの選択が解除され
ているときに表示されます。
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表 9-2

[Delivery Job]：[Details]：[Configuration Delivery Options] セクション （続き）

フィールド

説明

[Continue configuration 障害にかかわらず、配信ジョブを続行することを指定します。
on any failure in any
このフィールドは、[Enable Rollback] チェックボックスの選択が解除され
device]
ているときに表示されます。

[Rollback the
configuration on the
device, if there is any
failure in that device]

Cisco DCNM で、障害のあったデバイスの実行コンフィギュレーションを
以前の実行コンフィギュレーションにロールバックすることを指定します。
配信ジョブに他のデバイスがある場合、障害のなかったデバイスではジョ
ブを続行します。
このフィールドは、[Enable Rollback] チェックボックスが選択されている
ときに表示されます。

[Rollback the
configuration in all the
selected devices, if there
is any failure in any
device]
[Rollback the
configuration on the
device, if there is any
failure in that device
and stop further
configuration delivery
to the remaining
devices]

1 台のデバイスで障害が発生した場合に、ジョブに含まれているすべてのデ
バイスの実行コンフィギュレーションを Cisco DCNM でロールバックする
ように指定します。ジョブが同時配信に設定されている場合、このオプ
ションは特に便利です。
このフィールドは、[Enable Rollback] チェックボックスが選択されている
ときに表示されます。
障害が発生したデバイスの実行コンフィギュレーションを Cisco DCNM が
ロールバックし、コンフィギュレーションをまだ受信していないデバイス
へのジョブの配信を続行しないことを指定します。ジョブが順次配信に設
定されている場合、このオプションは特に便利です。
このフィールドは、[Enable Rollback] チェックボックスが選択されている
ときに表示されます。

[Delivery Order]

[Deliver configuration
to one device at a time
in sequential]

Cisco DCNM で、ジョブに含まれているデバイスにコンフィギュレーショ
ンを 1 つずつ配信することを指定します。最初の障害が発生した後にジョ
ブを停止するように設定している場合、このオプションは特に便利です。

[Deliver configuration Cisco DCNM で、ジョブに含まれているすべてのデバイスにコンフィギュ
to all devices in parallel レーションを同時に配信することを指定します。このオプションは、順次
at the same time]
配信に比べてより早くジョブのデバイスにコンフィギュレーションを配信
します。

その他の関連資料
コンフィギュレーション配信管理に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.9-23）
• 「標準規格」（P.9-23）
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関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ポート プロファイル

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide,
Release 5.x』

Cisco NX-OS でのコンフィギュレーション ロール

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management
Configuration Guide, Release 5.x』

バック

標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—

コンフィギュレーション配信管理の機能履歴
表 9-3 は、この機能のリリースの履歴です。
表 9-3

コンフィギュレーション配信管理の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

コンフィギュレーション配信管理

5.0(2)

この機能が導入されました。
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