設定のエクスポートとインポート
この章は、次の内容で構成されています。
• 設定のエクスポートとインポート, 1 ページ

設定のエクスポートとインポート
[Export & Import] から、Cisco UCS Central と登録された Cisco UCS ドメインの設定バックアップを
スケジュールすることができます。エクスポートまたはインポートポリシーをスケジュールする
ことも、Cisco UCS Central または選択したドメインの即時オンデマンド設定エクスポートを実行
することもできます。 Cisco UCS ドメインの場合は、オンデマンド バックアップがすべてリモー
トに保存されます。 バックアップをスケジュールする場合は、ローカルまたはリモートに保存で
きます。

（注）

HTML5 GUI では、全設定バックアップと完全状態バックアップのみがサポートされます。 論
理設定バックアップとシステム設定バックアップを使用する場合は、Java ベースの GUI を使
用してください。
スケジュールされたバックアップ ポリシーはデフォルトで無効にされます。 Cisco UCS Central ま
たは登録された Cisco UCS ドメインをバックアップする場合は、両方のバックアップ状態を有効
にする必要があります。 バックアップ プロセスがサーバまたはネットワーク トラフィックを中
断または変更することはありません。 バックアップは、ドメインが起動されて動作している間に
実行できます。 バックアップ操作では、管理プレーンからの情報が保存されます。
リモートで設定されたポリシーは、バックアップに関して、Cisco UCS Manager によって内部的に
マウントされた Cisco UCS Central リポジトリを使用するように制限されます。
定期バックアップをスケジュールすると、バックアップ リポジトリがデータの収集を開始できま
す。 バックアップ アーカイブを管理するために、保存されているバックアップ バージョンの最
大数を指定できます。 ポリシー指定を使用して、Cisco UCS ドメインごとに保持するバックアッ
プ数を指定します。
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（注）

この最大数は、リモートの場所に保存可能なバックアップ イメージ ファイルの数に影響しま
せん。
Cisco UCS Central GUI から各 Cisco UCS ドメインのバックアップのリストを表示できます（Cisco
UCS Central のバックアップ ファイルの表示を参照してください。また、保存されたまたは未使用
のバックアップ ディレクトリと設定を削除することもできます）。

重要

• バックアップ操作とインポート操作を作成し、実行するには、管理ロールを持つユーザ
アカウントが必要です。
• バックアップは、Cisco UCS ドメイン（バックアップが取得された）の登録が解除されて
からしか削除できません。

バックアップ イメージ ファイル
次の場所にデータベースまたはコンフィギュレーションバックアップファイルを保存できます。
• ローカル ファイル システム：ローカル ファイル システム内。
• リモートの場所：TFTP、FTP、SCP、SFTP などのプロトコルを使用したリモートの場所。

重要

イメージ ファイルをリモートの場所に保存するためのオプションを使ってグ
ローバル バックアップ ポリシーを指定するには、登録された Cisco UCS ドメ
イン内に Cisco UCS Manager リリース 2.2(2x) が存在する必要があります。
Cisco UCS ドメイン内に Cisco UCS Manager リリース 2.2(2x) が存在しない場合
は、リモート バックアップを使用したグローバル バックアップ ポリシーが機
能しません。

バックアップをスケジュールするときに、システムに保存するバックアップ ファイルの最大数を
指定することもできます。
設定のインポート
バックアップ リポジトリに保存された設定を使用して、管理対象の Cisco UCS ドメインのいずれ
かをインポートして設定できます。 TFTP プロトコルを使用して、バックアップ設定にアクセス
します。
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Cisco UCS Central の設定エクスポートのスケジューリング
はじめる前に
リモートの場所を指定する場合は、その場所が存在することを確認してください。 バックアップ
ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があります。
• 絶対リモート パス。 たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

ステップ 1

メニュー バーで、[Operations] アイコンをクリックして、[Export & Import] を選択します。

ステップ 2

[Config Export & Import] ページで、[UCS Central] をクリックします。

ステップ 3

[Schedule] アイコンをクリックして、[Schedule Central Export] を選択します。
これにより、[Schedule Central Configuration Export] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 4

（任意） [Description] フィールドに、このバックアップ ポリシーの説明を入力します。

ステップ 5

[Schedule] ドロップダウンをクリックして、このバックアップのスケジュールを選択します。
（注）
この設定バックアップと事前定義のスケジュールを関連付ける必要がありま
す。

ステップ 6

[Maximum No of Backup Files] フィールドで、システムに保存するバックアップ ファイルの数を指定しま
す。

ステップ 7

（任意） バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールドで、
[Enabled] をクリックして、必要なリモートの場所に関する情報を入力します。

Cisco UCS ドメインの設定エクスポートのスケジューリング
登録された Cisco UCS ドメインの設定バックアップは、ドメイン グループ レベルでのみ作成でき
ます。

はじめる前に
リモートの場所を指定する場合は、その場所が存在することを確認してください。 バックアップ
ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があります。
• 絶対リモート パス。 たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
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• リモート サーバのユーザ名とパスワード

ステップ 1

[Domain Group] ドロップダウン オプションをクリックして、設定バックアップをスケジュールするドメイ
ン グループを選択します。
この選択により、[Schedule] オプションと [No. of Backup Files] オプションが表示されます。

ステップ 2

[Schedule] ドロップダウンをクリックして、このバックアップのスケジュールを選択します。
（注）
この設定バックアップと事前定義のスケジュールを関連付ける必要がありま
す。

ステップ 3

[Maximum No of Backup Files] フィールドで、システムに保存するバックアップ ファイルの数を指定しま
す。

ステップ 4

（任意） バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールドで、
[Enabled] をクリックします。
表示されたフィールドに、必要なリモートの場所の関連情報を入力します。

ステップ 5

[Schedule] をクリックします。

UCS Central の設定バックアップのエクスポート
はじめる前に
リモートの場所を指定する場合は、その場所が存在することを確認してください。 バックアップ
ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があります。
• 絶対リモート パス。 たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

ステップ 1

[Config Export & Import] ページで、[UCS Central] をクリックします。

ステップ 2

エクスポートするバックアップ ファイルを選択します。

ステップ 3

[Config Export] アイコンをクリックします。

ステップ 4

バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールドで、[Enabled] をク
リックします。
[Disabled] が選択された場合は、ファイルがローカルに保存されます。
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ステップ 5

リモートの場所については、[Transfer Protocol] を選択して、表示されたフィールドに必要なリモートの場
所に関する情報を入力します。

ステップ 6

[Export] をクリックします。

ドメインの設定オンデマンド バックアップのエクスポート
登録された Cisco UCS ドメインの設定バックアップは、ドメイン グループ レベルでのみ作成でき
ます。

はじめる前に
オンデマンド バックアップが使用できるのはリモートの場所だけです。 ローカル Cisco UCS ドメ
インでは、オンデマンド バックアップがサポートされません。 バックアップ ファイルをリモー
トの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があります。
• 絶対リモート パス。 たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

ステップ 1

[Config Export & Import] ページで、ドメインを選択します。

ステップ 2

エクスポートするバックアップ ファイルを選択します。

ステップ 3

[Config Export] アイコンをクリックします。

ステップ 4

[Transfer Protocol] を選択して、表示されたフィールドに必要なリモートの場所に関する情報を入力しま
す。

ステップ 5

[Export] をクリックします。

Cisco UCS Central の設定のインポート
別の Cisco UCS Central から設定をインポートすることも、ローカルまたはリモートの場所にエク
スポートした xml ファイルをインポートすることもできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[Operations] アイコンをクリックして、[Export & Import] を選択します。

ステップ 2

[Config Export & Import] ページで、[UCS Central] をクリックします。

ステップ 3

[Config Import] アイコンをクリックします。
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これにより、[Import Central Backup] ダイアログボックスが開きます。
ステップ 4

ステップ 5

[Behavior on Configuration Import] で、要件に基づいて次のオプションのいずれかを選択します。
オプション

説明

Replace

インポートしたファイル内のオブジェクトごとに、
現在の設定内の対応するオブジェクトを置き換えま
す。

Merge

インポートしたファイル内の設定情報と既存の設定
情報をマージします。 競合が存在する場合は、現
在の設定内の情報がインポートした設定ファイル内
の情報に置き換えられます。

[Config File Location] で、すべての設定を Cisco UCS Central にインポートする場所を選択します。
以下を選択した場合：
• [UCS Central]：[Config File] ドロップダウンから設定バックアップを選択します。
• [Local]：ファイルの場所を参照して、ファイルを選択します。
（注）

このバックアップ XML ファイルはローカルに存在しま
す。

• [Remote]：リモート サーバ関連情報とファイル パスを入力します。
（注）

ステップ 6

このバックアップ XML ファイルはリモート サーバ上に存在しま
す。

[Import] をクリックします。
Cisco UCS Central のインポートが失敗した場合は、次のエラー メッセージが表示されます。
End point timed out. Check for IP, password, space or access related issues.
このエラーを修正するには、設定を再送信します。 再送信が成功すると、インポート プロセスが開始さ
れます。

Cisco UCS ドメインの設定のインポート
（注）

Cisco UCS ドメインが一時停止状態にある、表示されない、または切断されている場合は、イ
ンポート設定機能が無効になります。
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はじめる前に
バックアップポリシーを使用して、全設定バックアップファイルが作成されていることを確認し
ます。

ステップ 1

メニュー バーで、[Operations] アイコンをクリックして、[Export & Import] を選択します。

ステップ 2

[Config Export & Import] ページで、バックアップをインポートするドメインをクリックします。

ステップ 3

[Config Import] アイコンをクリックします。
これにより、[Import Domain Config Backup] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 4

[Behavior on Configuration Import] で、要件に基づいて [Replace] または [Merge] を選択します。
オプション

説明

Replace

インポートしたファイル内のオブジェクトごとに、
現在の設定内の対応するオブジェクトを置き換えま
す。

Merge

インポートしたファイル内の設定情報と既存の設定
情報をマージします。 競合が存在する場合は、現
在の設定内の情報がインポートした設定ファイル内
の情報に置き換えられます。

ステップ 5

[Import From] ドロップダウンで、すべての設定をこのドメインにインポートするドメインを選択します。
ここでの選択肢は、[Config File] ドロップダウンに表示されます。

ステップ 6

[Config File] ドロップダウンをクリックして、設定ファイルを選択します。

ステップ 7

[Import] をクリックします。

Cisco UCS Central の設定エクスポート スケジュールの削除
ステップ 1

[Config Export & Import] ページで、[Schedule] アイコンをクリックします。

ステップ 2

[Remove Central Export Schedule] アイコンを選択します。

ステップ 3

スケジュール内のエントリを確認します。
（注）
Cisco UCS Central のスケジュールは 1 つだけで
す。

ステップ 4

[Remove] をクリックします。
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Cisco UCS ドメインの設定エクスポート スケジュールの削除
後述の手順に加えて、次のシナリオでは、Cisco UCS Central の完全状態バックアップを無効化ま
たは削除できます。
• サブドメイン グループ ポリシーを削除すると、バックアップ/エクスポート ポリシーが削除
されます。
• 中央またはルート ドメイン グループ ポリシーを削除すると、バックアップ/エクスポート ポ
リシーが無効になります。

ステップ 1

[Config Export & Import] ページで、[Schedule] アイコンをクリックします。

ステップ 2

[Remove Domain Export Schedule] アイコンを選択します。

ステップ 3

設定バックアップを削除するドメイン グループを選択します。

ステップ 4

削除するスケジュールを選択します。

ステップ 5

[Remove] をクリックします。

Cisco UCS Central のバックアップ ファイルの表示
ステップ 1

メニュー バーで、[Backup & Restore] を選択します。

ステップ 2

[Domains] で、Cisco UCS Central ドメインを選択して、Cisco UCS Central スコープを入力します。

ステップ 3

右側のペインで、すべての Cisco UCS Central バックアップ ファイルのリストを確認します。 バックアッ
プ ファイルごとに、ステータス、最終バックアップ日付、スケジュール、最大ファイル数、およびリモー
ト コピーの場所を表示できます。
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