リモート管理の設定
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• リモート管理機能の履歴, 5 ページ

リモート管理に関する情報
冗長 Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム のスタートアップ コンフィギュレーション
にリモート管理を追加することができ、そのため 1 つのペアが到達不能になった場合にもう一方
が自動的にリカバリを試みることができます。
冗長 Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム が管理および制御インターフェイスを介し
て相互に通信できない場合、同時にアクティブになることができます。このプロセスは、スプリッ
トブレイン競合と呼ばれます。Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム は、ハイ アベイ
ラビリティを使用してピア スイッチからリブートできません。
1 つの Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム が到達不能になった場合、スタンバイで
あればそのピアはアクティブになります。設定済みのリモート管理がある場合、新しくアクティ
ブになった Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム は、Cisco Integrated Management
Controller（CIMC）がピアに到達可能であれば CIMC インターフェイス上の mgmt0 ポートを介し、
到達不能なピア スイッチの電源の再投入を試行できます。アクティブな Cisco Nexus クラウド サー
ビス プラットフォーム は、スタンバイが失われた場合、リブート コードをただちに開始します。
スタンバイ Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム は、リブート コードを開始する前に
60 秒間待機します。
冗長 Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム 間での通信の喪失に関する詳細について
は、『『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide』』を参照してくだ
さい。
CIMC の詳細については、Cisco Integrated Management Controllerを参照してください。
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リモート管理の設定
スタートアップ コンフィギュレーションでリモート管理を設定することにより、CIMC ソフトウェ
アの mgmt0 ポートを介して到達不能な Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム ピア ス
イッチの復旧が可能です。
プライマリおよびセカンダリの Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム のリモート管理
を設定するには、以下の手順を使用します。

はじめる前に
• Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム のインストール時にすでに CIMC を設定し
ています。詳細については、『Cisco Nexus Cloud Services Platform Hardware Installation Guide』
を参照してください。
• Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム に関する次の情報を確認してください。
◦ CIMC 管理ポートの IP アドレス
◦ CIMC 管理者ログインとパスワード
• アクティブな Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム に EXEC モードでログインし
ます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2

switch (config) #
プライマリ Cisco Nexus クラウド サービス プラット
nexus1010-system remote-mgmt フォームの実行コンフィギュレーションのリモート
primary
管理を設定します。引数は次のとおりです。
ipipaddrusernameusername
• ipaddress：CIMC 管理ポートの IP アドレス
passwordpassword
• username：CIMC 管理ソフトウェアの管理者ユー
ザ名
• password：CIMC 管理ソフトウェアの管理者パ
スワード

ステップ 3

switch (config) #
セカンダリ Cisco Nexus クラウド サービス プラット
nexus1010-system remote-mgmt フォームの実行コンフィギュレーションのリモート
secondary
管理を設定します。引数は次のとおりです。
ipipaddrusernameusername
• ipaddress：CIMC 管理ポートの IP アドレス
passwordpassword
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コマンドまたはアクション

目的
• username：CIMC 管理ソフトウェアの管理者ユー
ザ名
• password：CIMC 管理ソフトウェアの管理者パ
スワード

ステップ 4

switch (config) # show
running-config

ステップ 5

switch (config) # copy
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーション
running-config startup-config を保存し、スタートアップコンフィギュレーション
にコピーして再起動します。

（任意）
確認のためのリモート管理の設定を含む、実行コン
フィギュレーションを表示します。

次に、リモート管理を設定し、実行コンフィギュレーションを表示する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# nexus-system remote-mgmt
primary ip 172.23.181.132 username
admin password password
Note: User must ensure the login and password matches CIMC login credentials.
switch(config)# nexus-system remote-mgmt secondary ip 172.23.180.184 username admin password
password
Note: User must ensure the login and password matches CIMC login credentials.
switch(config)# show run
!Command: show running-config
!Time: Wed May 21 10:03:22 2014
version 5.2(1)SP1(7.1)
hostname switch
feature telnet
no feature http-server
username admin password 5 $1$5Ugkc3a7$VhMJcRReBuu0/3/oHftbU.
username admin keypair rsa

role network-admin

banner motd #Cisco VSA
#
ip domain-lookup
ip host switch 172.23.180.107
errdisable recovery cause failed-port-state
snmp-server user admin network-admin auth md5 0xb64ad6879970f0e57600c443287a79f0
priv 0xb64ad6879970f0e57600c443287a79f0 localizedkey
rmon event 1 log trap public description FATAL(1) owner PMON@FATAL
rmon event 2 log trap public description CRITICAL(2) owner PMON@CRITICAL
rmon event 3 log trap public description ERROR(3) owner PMON@ERROR
rmon event 4 log trap public description WARNING(4) owner PMON@WARNING
rmon event 5 log trap public description INFORMATION(5) owner PMON@INFO
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 172.23.180.1
vlan 1,180,366
port-channel load-balance ethernet source-mac
port-profile default max-ports 32
port-profile default port-binding static
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port-profile type vethernet N1K_Cloud_Default_Trunk
switchport mode trunk
no shutdown
guid fd7b724c-03f0-4fc0-90a4-02b482918b3a
max-ports 64
description Port Profile created for Nexus 1000V internal usage. Do not use.
state enabled
system storage-loss log time 30
system inter-sup-heartbeat time 15
interface Ethernet1
channel-group 1 mode active
interface Ethernet2
interface Ethernet3
channel-group 1 mode active
interface Ethernet4
interface Ethernet5
interface Ethernet6
interface PortChannel1
svs-domain
control uplink Ethernet2
management uplink Ethernet2
virtual-service-blade VSM
virtual-service-blade-type name VSM-1.3
interface control vlan 366
interface control uplink Ethernet4
interface management vlan 180
interface management uplink Ethernet2
interface packet vlan 366
interface packet uplink PortChannel1
ramsize 3072
crypto-offload 10000
disksize 3
numcpu 1
cookie 1315634022
no shutdown primary
no shutdown secondary
interface VsbEthernet1/1
interface VsbEthernet1/2
interface VsbEthernet1/3
virtual-service-blade vxgw
virtual-service-blade-type name vx-gw-1.5
interface gw-uplink1 uplink Ethernet5
interface gw-uplink1 mode passthrough
interface management vlan 180
interface management uplink Ethernet2
interface gw-uplink2 vlan 366
interface gw-uplink2 uplink Ethernet2
ramsize 2048
disksize 3
numcpu 3
cookie 628175011
no shutdown primary
interface VsbEthernet2/1
interface VsbEthernet2/2
interface VsbEthernet2/3
interface mgmt0
ip address 172.23.180.107/24
interface control0
line console
line vty
boot kickstart bootflash:/nexus-1010-kickstart.5.2.1.SP1.7.1.bin
boot system bootflash:/nexus-1010.5.2.1.SP1.7.1.bin
boot kickstart bootflash:/nexus-1010-kickstart.5.2.1.SP1.7.1.bin
boot system bootflash:/nexus-1010.5.2.1.SP1.7.1.bin
svs-domain
domain id 638
control vlan 366
management vlan 180
svs mode L2
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switch-guid 19147832-15eb-47ca-a797-f1bd3b34f8ea
switch#

リモート管理機能の履歴
ここでは、リモート管理のリリース履歴を示します。
機能名

リリース

機能情報

リモート 管理

4.0(4)SP1(1)

この機能が導入されました。
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