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ユーザの役割
Cisco UCS Directorは次のユーザロールをサポートしています。

•すべてのポリシー管理者

•請求管理者

•コンピューティング管理者

Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4    
1



•グループ管理者：ユーザを追加する権限を持つエンドユーザ。このユーザはセルフサービス
ポータルを使用できます。

• IS管理者

• MSP管理者

•ネットワーク管理者

•演算子

•サービスエンドユーザ：このユーザはセルフサービスポータルの表示および使用のみが可
能です。

•ストレージ管理者

•システム管理者

これらのユーザロールはシステムで定義されており、デフォルトで使用できます。あるロールが

デフォルトで使用できるかどうかは、[ユーザロール（User Roles）]ページの [デフォルトのロー
ル（Default Role）]列に [はい（Yes）]とマークされているかどうかで判別できます。

システムの管理者は、ユーザロールについて次のタスクを実行できます。

•システム内で新しいユーザロールを作成し、そのロールのユーザを作成します。

新しいユーザロールを作成する場合は、ユーザロールを管理者にするかエンドユーザにす

るかを指定できます。ユーザロールの作成の詳細については、ユーザロールの追加, （3
ページ）を参照してください。特定のロールに対するユーザの作成の詳細については、ユー

ザの追加, （4ページ）を参照してください。

•デフォルトのロールを含む既存のユーザロールを変更し、そのロールに関連付けられたユー
ザのメニュー設定と読み取り/書き込み権限を変更します。

ロールのメニュー設定と権限を変更する手順は、ユーザロールを追加する手順と同じです。

ユーザに対する VM 管理タスクの実行権限の定義

従来は、VM管理タスクの権限をエンドユーザのみに提供するには、エンドユーザセルフサービ
スポリシーで権限を定義するしかありませんでした。現在では、システムの管理者は、VM管理
タスクを実行する権限をどのユーザロールでも割り当てることができるようになりました。それ

により、そのロールに割り当てられたユーザは、選択されたVM管理関連タスクを実行できます。
ただし、エンドユーザのセルフサービスポリシーを使用して VM管理タスクをエンドユーザに
割り当てるには、そのエンドユーザが割り当てられているユーザロールに対し、すべてのVM管
理操作を無効にし、その他すべての管理タスクを有効にする必要があります。

システム内のユーザが VM管理タスクを実行する権限は、ユーザが割り当てられているユーザ
ロールが持つ権限によって最初に決定され、次に vDCに割り当てられているエンドユーザセル
フサービスポリシーによって決定されます。最新リリースにアップグレードした場合、VM管理
タスクを実行する権限は、以前に作成したエンドユーザのセルフサービスポリシーに保持されま

す。ただし、ユーザが属するユーザロールに定義されている権限が優先されます。
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他の管理者に VM管理タスクの実行権限を付与するには、ユーザロールのみにその権限を定
義します。

（注）

ユーザロールの追加
CiscoUCSDirectorに任意の数のユーザロールを作成し、そのロールのユーザのメニュー設定を定
義できます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [システム（System）]の順に選択します。

ステップ 2 [ユーザロール（User Roles）]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [ユーザロールの追加（Add User Role）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明名前

ユーザロールの名前。[ユーザロール（User Role）]フィールド

追加するロールのタイプを選択します。この属

性の種類は次のとおりです。

• [総務（Admin）]

• [エンドユーザ（End user）]

[ロールタイプ（RoleType）]ドロップダウンリ
スト

追加するロールの説明。[説明（Description）]フィールド

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [メニュー設定（MenuSettings）]ペインで、このロールを定義されたユーザに表示されるメニュー
オプションを選択します。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [ユーザ権限（User Permissions）]ペインでは、このロールに作成されるユーザのさまざまなタス
クに対する読み取りまたは書き込み権限を選択します。

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。
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次の作業

このタイプのロールを持つユーザを作成します。

ユーザの追加

はじめる前に

グループにユーザを追加する前に、そのグループが作成されていることを確認してください。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [ユーザの追加（Add User）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド名

ユーザのロールタイプを選択します。

このドロップダウンリストには、

Cisco UCS Directorで使用可能なすべ
てのユーザロールが表示されます。

デフォルトで使用可能なユーザロー

ルに加えて、追加のユーザロールを

作成できます。ユーザロールの作成

の詳細については、ユーザロールの

追加, （3ページ）を参照してくだ
さい。

（注）

[ユーザロール（UserRole）]ドロップダウンリ
スト

ユーザがアクセスできるグループを選択しま

す。すでに使用可能なグループを選択するか、

または新しいグループを追加できます。

このフィールドは、ユーザロールと

してサービスエンドユーザまたはグ

ループ管理者を選択している場合に

のみ表示されます。

（注）

[グループ名（GroupName）]ドロップダウンリ
スト
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説明フィールド名

ユーザが管理するMSP組織を選択します。

現在使用可能な組織を選択するか、または新し

い組織を追加できます。

このフィールドは、ユーザロールと

して [MSP管理者（MSP Admin）]を
選択している場合にのみ表示されま

す。

（注）

[MSP組織（MSP Organization）]ドロップダウ
ンリスト

ログイン名。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _
`~ $% ^ {}!' @

[ログイン名（Login Name）]フィールド

パスワード。

ユーザに対して Lightweight Directory
Access Protocol（LDAP）認証が設定
されている場合、パスワードはロー

カルサーバではなく、LDAPサーバ
でのみ検証されます。

（注）

[パスワード（Password）]フィールド

確認のためにパスワードを再入力します。[パスワードの確認（ConfirmPassword）]フィー
ルド

電子メールアドレス。

電子メールアドレスは、サービスリ

クエストのステータスをグループ所

有者に通知し、承認を要求するため

に必要です。

（注）

[User Contact Email（ユーザの連絡先電子メー
ル）]フィールド

名。[名（First Name）]フィールド

姓。[姓（Last Name）]フィールド

ユーザの電話番号です。[電話（Phone）]フィールド

ユーザの郵便住所です。[住所（Address）]フィールド
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説明フィールド名

システムでユーザアカウントを無効にする日時

を設定するには、このチェックボックスをオン

にします。ユーザアカウントを無効にすると、

ユーザがシステムにログインできなくなりま

す。

この日付から 1週間前に、アカウントが無効に
なることを知らせる電子メールメッセージが

ユーザに送信されます。この自動メールメッ

セージは、PeriodicNotificationToUserTaskシステ
ムタスクによって生成され、送信されます。

指定された日時に、ユーザアカウントが自動的

に無効になります。指定された日付にユーザが

システムにログインすると、ログインセッショ

ンが自動的に終了します。

[ユーザ無効化の日付を設定（Set user disable
date）]チェックボックス

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

ユーザをメインウィンドウから選択し、[プロファイルの管理（Manage Profiles）]をクリックす
ると、任意でそのユーザに複数のロールを割り当てることができます。

ユーザタイプの管理
システム管理者には、ユーザの追加、ユーザとユーザ権限の表示、さまざまなシステムコンポー

ネントに対する個別ユーザの読み取り/書き込み権限の変更などの、CiscoUCSDirectorを管理する
ためのすべての権限が与えられています。

ほとんどのユーザは、ログイン時に管理ポータルを表示して使用します。

デフォルトのユーザ権限
各管理ユーザには、Cisco UCS Directorにアクセスするための一連の権限が付与されています。
ユーザ権限のタイプは次のとおりです。

•読み取り：読み取り権限を持つ管理ユーザは、ファイルの読み取りのみを行うことができま
す。

•書き込み：書き込み権限を持つ管理ユーザは、ファイルの読み取り、書き込み、および変更
を行うことができます。この権限では、ファイルの削除または名前変更を実行できます。
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•読み取り/書き込み：読み取り/書き込み権限を持つ管理ユーザは、ファイルの読み取り、お
よび書き込みを行うことができます。

すべてのポリシー管理者

次の表は、全ポリシー管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限操作

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）]仮想コンピューティング

[はい（Yes）]VMラベル

[はい（Yes）]vDCへの VM割り当て

[はい（Yes）]仮想ストレージ

[はい（Yes）]仮想ネットワーク

[はい（Yes）][はい（Yes）]物理コンピューティング

[はい（Yes）][はい（Yes）]物理ストレージ

[はい（Yes）][はい（Yes）]物理ネットワーク

[はい（Yes）][はい（Yes）]グループのサービスリク

エスト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービスリクエ

スト

[はい（Yes）]予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グ

[はい（Yes）]チャージバック

[はい（Yes）]システム管理者

[はい（Yes）]ユーザとグループ

[はい（Yes）]仮想アカウント
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権限操作

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）]vDC

[はい（Yes）][はい（Yes）]コンピューティングポリ

シー

[はい（Yes）][はい（Yes）]ストレージポリシー

[はい（Yes）]導入ポリシー

[はい（Yes）][はい（Yes）]ネットワークポリシー

[はい（Yes）][はい（Yes）]サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポート

[はい（Yes）]グループユーザ

[はい（Yes）]CloudSenseレポート

[はい（Yes）]CloudSenseアセスメント
レポート

[はい（Yes）][はい（Yes）]オーケストレーション

[はい（Yes）]検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ
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権限操作

リソースグループ

タグライブラリ

請求管理者

次の表は、請求管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限操作

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

仮想コンピューティング

VMラベル

vDCへの VM割り当て

仮想ストレージ

仮想ネットワーク

物理コンピューティング

物理ストレージ

物理ネットワーク

[はい（Yes）]グループのサービスリク

エスト

承認者のサービスリクエ

スト

[はい（Yes）][はい（Yes）]予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グ

[はい（Yes）]チャージバック

システム管理者
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権限操作

ユーザとグループ

仮想アカウント

カタログ

vDC

コンピューティングポリ

シー

ストレージポリシー

導入ポリシー

ネットワークポリシー

サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポート

グループユーザ

[はい（Yes）][はい（Yes）]CloudSenseレポート

[はい（Yes）][はい（Yes）]CloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション

[はい（Yes）]検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック
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権限操作

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

コンピューティング管理者

次の表は、コンピューティング管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限操作

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）]仮想コンピューティ

ング

[はい（Yes）]VMラベル

vDCへの VM割り
当て

[はい（Yes）]仮想ストレージ

[はい（Yes）]仮想ネットワーク

[はい（Yes）][はい（Yes）]物理コンピューティ

ング

[はい（Yes）]物理ストレージ

[はい（Yes）]物理ネットワーク

[はい（Yes）]グループのサービス

リクエスト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービス

リクエスト

[はい（Yes）]予算
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権限操作

[はい（Yes）]リソースアカウン

ティング

[はい（Yes）]チャージバック

[はい（Yes）]システム管理者

[はい（Yes）]ユーザとグループ

[はい（Yes）]仮想アカウント

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）]vDC

[はい（Yes）][はい（Yes）]コンピューティング

ポリシー

[はい（Yes）]ストレージポリ

シー

[はい（Yes）]導入ポリシー

[はい（Yes）]ネットワークポリ

シー

[はい（Yes）]サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポー

ト

[はい（Yes）]グループユーザ

[はい（Yes）]CloudSenseレポート

[はい（Yes）]CloudSenseアセスメ
ントレポート

[はい（Yes）][はい（Yes）]オーケストレーショ

ン

[はい（Yes）]検出

自動化モジュールを

開く
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権限操作

CS共有レポート

CS共有評価

リモートVMアクセ
ス

モバイルアクセス

設定

エンドユーザの

チャージバック

リソースアカウン

ティングの書き込み

UCSDクラスタ

[はい（Yes）][はい（Yes）]リソースグループ

[はい（Yes）][はい（Yes）]タグライブラリ

グループ管理者

権限タスク

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）][はい（Yes）]仮想コンピューティング

[はい（Yes）]VMラベル

vDCへの VM割り当て

仮想ストレージ

仮想ネットワーク

物理コンピューティング

[はい（Yes）][はい（Yes）]物理ストレージ

物理ネットワーク
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権限タスク

[はい（Yes）][はい（Yes）]グループのサービスリク

エスト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービスリクエ

スト

予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グ

[はい（Yes）]チャージバック

システム管理者

ユーザとグループ

仮想アカウント

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）]vDC

コンピューティングポリ

シー

ストレージポリシー

導入ポリシー

ネットワークポリシー

サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポート

[はい（Yes）][はい（Yes）]グループユーザ

[はい（Yes）][はい（Yes）]CloudSenseレポート

CloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション
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権限タスク

検出

自動化モジュールを開く

[はい（Yes）][はい（Yes）]CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

[はい（Yes）]エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

IS 管理者

権限タスク

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）]仮想コンピューティング

[はい（Yes）]VMラベル

[はい（Yes）]vDCへの VM割り当て

[はい（Yes）]仮想ストレージ

[はい（Yes）]仮想ネットワーク

[はい（Yes）]物理コンピューティング

[はい（Yes）]物理ストレージ
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権限タスク

[はい（Yes）]物理ネットワーク

[はい（Yes）]グループのサービスリクエ

スト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービスリクエス

ト

[はい（Yes）]予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティング

[はい（Yes）]チャージバック

[はい（Yes）]システム管理者

[はい（Yes）]ユーザとグループ

[はい（Yes）]仮想アカウント

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）][はい（Yes）]vDC

[はい（Yes）]コンピューティングポリ

シー

[はい（Yes）]ストレージポリシー

[はい（Yes）][はい（Yes）]導入ポリシー

[はい（Yes）]ネットワークポリシー

[はい（Yes）][はい（Yes）]サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポート

[はい（Yes）]グループユーザ

[はい（Yes）]CloudSenseレポート

[はい（Yes）]CloudSenseアセスメントレ
ポート

[はい（Yes）][はい（Yes）]オーケストレーション
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ユーザとグループの管理

IS 管理者



権限タスク

[はい（Yes）]検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティング

の書き込み

UCSDクラスタ

[はい（Yes）][はい（Yes）]リソースグループ

[はい（Yes）][はい（Yes）]タグライブラリ

ネットワーク管理者

権限タスク

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）]仮想コンピューティング

[はい（Yes）]VMラベル

vDCへの VM割り当て

[はい（Yes）]仮想ストレージ

[はい（Yes）]仮想ネットワーク

[はい（Yes）]物理コンピューティング
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ユーザとグループの管理

ネットワーク管理者



権限タスク

[はい（Yes）]物理ストレージ

[はい（Yes）][はい（Yes）]物理ネットワーク

[はい（Yes）]グループのサービスリク

エスト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービスリクエ

スト

[はい（Yes）]予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グ

[はい（Yes）]チャージバック

[はい（Yes）]システム管理者

[はい（Yes）]ユーザとグループ

[はい（Yes）]仮想アカウント

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）]vDC

[はい（Yes）]コンピューティングポリ

シー

[はい（Yes）]ストレージポリシー

[はい（Yes）]導入ポリシー

[はい（Yes）][はい（Yes）]ネットワークポリシー

[はい（Yes）]サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポート

[はい（Yes）]グループユーザ

[はい（Yes）]CloudSenseレポート
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ユーザとグループの管理

ネットワーク管理者



権限タスク

[はい（Yes）]CloudSenseアセスメント
レポート

[はい（Yes）][はい（Yes）]オーケストレーション

[はい（Yes）][はい（Yes）]検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

[はい（Yes）][はい（Yes）]リソースグループ

[はい（Yes）][はい（Yes）]タグライブラリ

演算子

権限タスク

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）]仮想コンピューティング

[はい（Yes）]VMラベル

[はい（Yes）]vDCへの VM割り当て

[はい（Yes）]仮想ストレージ
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ユーザとグループの管理

演算子



権限タスク

[はい（Yes）]仮想ネットワーク

[はい（Yes）]物理コンピューティング

[はい（Yes）]物理ストレージ

[はい（Yes）]物理ネットワーク

[はい（Yes）][はい（Yes）]グループのサービスリク

エスト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービスリクエ

スト

[はい（Yes）]予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グ

[はい（Yes）]チャージバック

[はい（Yes）]システム管理者

[はい（Yes）]ユーザとグループ

[はい（Yes）]仮想アカウント

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）]vDC

[はい（Yes）]コンピューティングポリ

シー

[はい（Yes）]ストレージポリシー

[はい（Yes）]導入ポリシー

[はい（Yes）]ネットワークポリシー

[はい（Yes）]サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポート

[はい（Yes）]グループユーザ
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ユーザとグループの管理

演算子



権限タスク

[はい（Yes）]CloudSenseレポート

[はい（Yes）]CloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション

検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

サービスエンドユーザ

権限タスク

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）][はい（Yes）]仮想コンピューティング

[はい（Yes）]VMラベル

vDCへの VM割り当て

Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4    
21

ユーザとグループの管理

サービスエンドユーザ



権限タスク

仮想ストレージ

仮想ネットワーク

[はい（Yes）]物理コンピューティング

[はい（Yes）]物理ストレージ

物理ネットワーク

[はい（Yes）][はい（Yes）]グループのサービスリク

エスト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービスリクエ

スト

予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グ

[はい（Yes）]チャージバック

システム管理者

ユーザとグループ

仮想アカウント

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）]vDC

コンピューティングポリ

シー

ストレージポリシー

導入ポリシー

ネットワークポリシー

サービス提供

[はい（Yes）]リソース制限レポート
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ユーザとグループの管理

サービスエンドユーザ



権限タスク

グループユーザ

[はい（Yes）]CloudSenseレポート

CloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション

検出

自動化モジュールを開く

[はい（Yes）]CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

[はい（Yes）]エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

ストレージ管理者

権限タスク

[書き込み（Write）][読み取り（Read）]

[はい（Yes）]仮想コンピューティング

[はい（Yes）]VMラベル
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ユーザとグループの管理

ストレージ管理者



権限タスク

vDCへの VM割り当て

[はい（Yes）]仮想ストレージ

[はい（Yes）]仮想ネットワーク

[はい（Yes）]物理コンピューティング

[はい（Yes）][はい（Yes）]物理ストレージ

[はい（Yes）]物理ネットワーク

[はい（Yes）]グループのサービスリク

エスト

[はい（Yes）][はい（Yes）]承認者のサービスリクエ

スト

[はい（Yes）]予算

[はい（Yes）]リソースアカウンティン

グ

[はい（Yes）]チャージバック

[はい（Yes）]システム管理者

[はい（Yes）]ユーザとグループ

[はい（Yes）]仮想アカウント

[はい（Yes）]カタログ

[はい（Yes）]vDC

[はい（Yes）]コンピューティングポリ

シー

[はい（Yes）][はい（Yes）]ストレージポリシー

[はい（Yes）]導入ポリシー

[はい（Yes）]ネットワークポリシー

[はい（Yes）]サービス提供
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ユーザとグループの管理

ストレージ管理者



権限タスク

[はい（Yes）]リソース制限レポート

[はい（Yes）]グループユーザ

[はい（Yes）]CloudSenseレポート

[はい（Yes）]CloudSenseアセスメント
レポート

[はい（Yes）][はい（Yes）]オーケストレーション

[はい（Yes）][はい（Yes）]検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

[はい（Yes）][はい（Yes）]リソースグループ

[はい（Yes）][はい（Yes）]タグライブラリ

ユーザの役割および権限

次の表に、各ユーザロールにマップされている権限のリストを示します。

Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4    
25

ユーザとグループの管理

ユーザの役割および権限



スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り/書
き込

み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[書き込
み

（Write）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

仮想コン

ピュー

ティング

[書き込
み

（Write）]

[書
き込

み

（Write）]

[書き
込み

（Write）]

[書き込
み

（Write）]

[書き込
み

（Write）]

[書き込
み

（Write）]

[書き
込み

（Write）]

[書き
込み

（Write）]

[書き込
み

（Write）]

VMラベ
ル

[書き
込み

（Write）]

[書き込
み

（Write）]

[書き込
み

（Write）]

vDCへの
VM割り
当て

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

仮想スト

レージ

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

仮想ネッ

トワーク

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

物理コン

ピュー

ティング

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

物理スト

レージ

   Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4
26

ユーザとグループの管理

ユーザの役割および権限



スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/書
き込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

物理ネッ

トワーク

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り/書
き込

み

（Read/Write）]

[読み
取り/書
き込み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

グループ

のサービ

スリクエ

スト

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読
み取

り/書
き込

み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

承認者の

サービス

リクエス

ト

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り/
書き込

み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

予算

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

リソース

アカウン

ティング

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

チャージ

バック

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

システム

管理者
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ユーザとグループの管理

ユーザの役割および権限



スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

ユーザと

グループ

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

仮想アカ

ウント

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

カタログ

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

読み取

り/書き
込み

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

vDC

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

コン

ピュー

ティング

ポリシー

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

ストレー

ジポリ

シー

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

ネット

ワークポ

リシー

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[書き込
み

（Write）]

導入ポリ

シー
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ユーザとグループの管理

ユーザの役割および権限



スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

サービス

提供

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

リソース

制限レ

ポート

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

読み取

り/書き
込み

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

グループ

ユーザ

[読み取
り

（Read）]

[読
み取

り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り/
書き込

み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

CloudSense
レポート

[読み取
り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り/
書き込

み

（Read/Write）]

[読み取
り

（Read）]

CloudSense
アセスメ

ントレ

ポート

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

オーケス

トレー

ション

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[書き込
み

（Write）]

[読み
取り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

検出
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スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

自動化モ

ジュール

を開く

[読
み取

り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

CS共有
レポート

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

CS共有
評価

リモート

VMアク
セス

モバイル

アクセス

設定

[読
み取

り

（Read）]

[読み取
り

（Read）]

[読み
取り

（Read）]

エンド

ユーザの

チャージ

バック

UCSDク
ラスタ

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

リソース

グループ
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スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み取
り/書き
込み

（Read/Write）]

[読み
取り/
書き

込み

（Read/Write）]

タグライ

ブラリ

ユーザアカウントステータスの管理
CiscoUCSDirectorには、システム内のユーザを無効または有効にする機能があります。ユーザレ
コードを無効にすると、ユーザはシステムにログインできず、APIを使用することもできません。
さらに、無効化されたユーザレコードは、VMやポートグループの割り当てなどのアクションの
実行中に表示される、どの [ユーザ（User）]フィールドにも表示されません。ただしユーザレ
コードはシステム内に存在しており、[ユーザ（Users）]タブだけに表示されます。このタブには
システム内のすべてのユーザがリストされ、[ステータス（Status）]列に [無効化（Disabled）]ま
たは [有効化（Enabled）]と表示されます。

次のいずれかの方法でユーザを無効にできます。

•アカウントの作成時に、ユーザを無効にする日付を設定できます。詳細については、ユーザ
の追加, （4ページ）を参照してください。

• [ユーザ（Users）]ページでユーザを無効にします。詳細については、Cisco UCS Directorで
のユーザの無効化, （32ページ）を参照してください。

• MSP組織または顧客組織のすべてのユーザを無効にします。詳細については、グループから
のユーザの無効化, （33ページ）を参照してください。

ユーザアカウントを無効にしても、後でアカウントを有効にできます。（注）

ユーザのリソースの割り当て解除

Cisco UCS Directorでは、ユーザに割り当てられたリソースを解除できます。
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システムでユーザアカウントを無効にする前に、ユーザへのリソース割り当てを解除できま

す。

（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]タブを選択します。

ステップ 3 レポートからユーザを選択し、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 4 [リソースの詳細（Resource Details）]レポートで、ユーザの割り当てを解除するリソースを選択
します。

複数のリソースを選択できます。

ステップ 5 [Unassign（割り当て解除）]をクリックします。

ステップ 6 [リソースの割り当て解除（UnassignResource）]ダイアログボックスで、[割り当て解除（Unassign）]
をクリックします。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

次の作業

このリソースは、システム内の別のユーザに割り当てることができます。

Cisco UCS Directorでのユーザの無効化
Cisco UCS Directorで特定のユーザを無効にするには、次の手順を実行します

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]タブをクリックします。

ステップ 3 テーブルからユーザレコードを選択します。

複数のユーザを選択できます。

ステップ 4 ツールバーで、[無効化（Disable）]を選択します。

ステップ 5 [ユーザの無効化（DisableUser）]ダイアログボックスで、[無効化（Disable）]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
無効化したユーザがシステムにログインしている場合、そのユーザセッションはただちに終了し

ます。グラフィカルユーザインターフェイスまたはAPIを使ってログインしたユーザのログイン
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セッションはただちに終了します。無効化されたユーザはアプリケーションにログインできませ

ん。

次の作業

そのユーザは、後で有効にすることができます。有効にするには、[ユーザ（Users）]ページに戻
り、そのユーザを選択して [有効化（Enable）]をクリックします。

グループからのユーザの無効化

MSP組織または顧客組織からユーザを無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [MSP組織（MSPOrganizations）]タブまたは [顧客組織（CustomerOrganizations）]タブをクリック
します。

これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（Service Provider Feature）]
を有効にしている場合は、第1レベルと第2レベルの組織の名前を指定します。これらの名前は、
インターフェイスのタブとして表示されます。

ステップ 3 テーブルからグループを選択します。

複数のグループを選択できます。

ステップ 4 [ユーザの無効化（Disable Users）]をクリックします。

ステップ 5 [ユーザの無効化（Disable Users）]ダイアログボックスで、[ユーザの無効化（Disable Users）]を
クリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次の作業

このグループ内のすべてのユーザを有効にするには、このページに戻り、グループを選択し、[ユー
ザの有効化（Enable Users）]をクリックします。

MSP 管理者ロール
マネージドサービスプロバイダー（MSP）の組織は、Cisco UCS Directorでの顧客グループのカ
テゴリ化です。これは顧客組織のハイレベルなカテゴリ化で、親組織と見なすこともできます。

このMSP組織内で、複数のサブカテゴリまたは子組織をグループ化できます。たとえば、シスコ
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のような企業名はMSP組織です。このMSP組織内で、人事、財務、運営など複数の顧客グルー
プを作成できます。これらのグループはMSP組織内の顧客グループと見なされます。

管理者は、Cisco UCS Directorの各MSPに必要です。この管理者はMSP管理者と呼ばれます。こ
の管理者は、MSP組織とMSP組織内のすべての顧客組織を管理します。

Cisco UCS Directorのグローバル管理者として、MSP組織およびMSP管理者を作成するステップ
の推奨手順を以下に示します。

1 Cisco UCS Directorでサービスプロバイダー機能を有効にします。この機能を有効にする方法
の詳細については、サービスプロバイダー機能の有効化を参照してください。

2 MSP組織を作成します。詳細については、MSP組織の作成, （37ページ）を参照してくださ
い。

3 MSP組織内で顧客グループを作成します。詳細については、顧客組織の作成, （38ページ）
を参照してください。

4 Cisco UCS DirectorでMSP管理者ロール権限を持つユーザを作成します。このユーザを作成す
るときに、このユーザが管理できるMSP組織を選択したり、新しいMSP組織を作成すること
もできます。特定のロールを持つユーザを作成する方法の詳細については、ユーザの追加, （
4ページ）を参照してください。

ロールによって、ユーザが Cisco UCS Directorで確認できるメニューおよびタブが定義されま
す。通常、MSP管理者には次のメニューが必要です。

•組織

•ポリシー

• Cloud Sense

MSP組織およびMSP管理者ロールの作成に加えて、カスタマイズされたロゴおよびアプリケー
ションラベルでこれらの組織をブランディングすることもできます。詳細については、顧客組織

のブランディング, （74ページ）を参照してください。

Cisco UCS Directorは、グローバルレベル、MSP組織レベル、および顧客組織レベルでのブラ
ンディングをサポートしています。ただし、ユーザに表示されるブランディングの詳細は特定

のガイドラインに依存します。詳細については、顧客組織のブランディング, （71ページ）
を参照してください。

（注）

MSP管理者の場合、次の表に Cisco UCS Directorで実行するタスクを示します。また、タスクの
手順情報を確認できるこのガイドのトピックへのリンクも示します。

ガイドの情報へのリンクタスク

顧客組織の作成, （38ページ）管理する顧客組織の作成

顧客組織のブランディング, （74ページ）顧客組織への特定のブランディングの適用
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ガイドの情報へのリンクタスク

ポリシーの管理VMをプロビジョニングするためのポリシーの
作成と管理

CloudSense分析の管理レポートを生成するための Cloud Sense分析の
使用

グループの管理

ユーザグループの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザグループ（User Groups）]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [グループの追加（Add Group）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド名

グループまたは顧客組織の名前。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}!'@

[名前（Name）]フィール
ド

グループまたは顧客組織の説明（必要な場合）。[説明（Description）]
フィールド

グループの短い名前またはコード名。この名前は、VMとホスト名
テンプレートで使用されます。

[コード（Code）]フィール
ド

（任意）コストセンターの名前または番号（必要な場合）。この名

前または番号は、グループが関連付けられているコストセンターを

表します。この名前は、VMwareシステムポリシーVMの命名規則
で使用できます。

命名規則にコストセンターを使用する方法の詳細については、ポリ

シーの管理を参照してください。

[コストセンター（Cost
Center）]フィールド
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説明フィールド名

この電子メールアドレスは、必要に応じてサービスリクエストとリ

クエスト承認のステータスをグループ所有者に通知するために使用

されます。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）]フィー
ルド

連絡先の名。[名（First Name）]フィー
ルド

連絡先の姓。[姓（Last Name）]フィー
ルド

連絡先の電話番号。[電話（Phone）]フィール
ド

連絡先の住所。[住所（Address）]フィール
ド

このグループ内のユーザのグループ共有ポリシーを選択します。

このドロップダウンリストにデータが取り込まれるのは、グループ

共有ポリシーを作成した場合だけです。

このポリシーの作成の詳細については、グループ共有ポリシーの作

成を参照してください。

[GroupShare Policy（グルー
プ共有ポリシー）]ドロッ
プダウンリスト

オンにすると、ユーザにこのグループのリソースが割り当てられ、

それらのリソースを所有できます。またこれらのユーザは、グルー

プに属するリソースを表示できます。ただし、ユーザ間でリソース

を共有することはできません。

[ユーザへのリソース割り
当てを許可（Allow
Resource Assignment To
Users）]チェックボックス

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

さらにグループを追加する場合は、この手順を繰り返します。追加するグループごとに、リソー

ス制限を編集し、タグを管理し、ロゴおよびアプリケーションラベルをカスタマイズできます。
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MSP 組織の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [MSP組織（MSP Organizations）]タブをクリックします。
このタブ名は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（Service Provider Feature）]を有効
にしている場合は、第1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定します。これらの名前は、イン
ターフェイスのタブとして表示されます。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [MSP組織の追加（Add MSP Organizations）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力
します。

説明フィールド名

MSP組織の名前。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}!'

[名前（Name）]フィール
ド

MSP組織の説明（必要な場合）。[説明（Description）]
フィールド

グループの短い名前またはコード名。この名前は、VMとホスト名
テンプレートで使用されます。

[コード（Code）]フィール
ド

コストセンターの名前または番号（必要な場合）。この名前または

番号は、グループが関連付けられているコストセンターを表しま

す。この名前は、VMwareシステムポリシーVMの命名規則で使用
できます。

命名規則にコストセンターを使用する方法の詳細については、ポリ

シーの管理を参照してください。

[コストセンター（Cost
Center）]フィールド

この電子メールは、必要に応じてサービスリクエストおよびリクエ

スト承認のステータスをMSP管理者に通知する目的で使用されま
す。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）]フィー
ルド

連絡先の名。[名（First Name）]フィー
ルド

連絡先の姓。[姓（Last Name）]フィー
ルド
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説明フィールド名

連絡先の電話番号。[電話（Phone）]フィール
ド

連絡先の住所。[住所（Address）]フィール
ド

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

このMSP組織内で顧客組織を作成できます。追加するMSP組織ごとに、リソース制限を編集し、
タグを管理し、ロゴおよびアプリケーションラベルをカスタマイズできます。

顧客組織の作成

MSP組織内で顧客組織を作成するには、この手順に従います。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [顧客組織（Customer Organizations）]タブをクリックします。
このタブ名は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（Service Provider Feature）]を有効
にしている場合は、第1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定します。これらの名前は、イン
ターフェイスのタブとして表示されます。[サービスプロバイダー機能（Service Provider Feature）]
を無効にしている場合は、[顧客組織（Customer Organizations）]タブのみが表示されます。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [グループの追加（Add Group）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド名

グループまたは顧客組織の名前。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}!'

[名前（Name）]フィール
ド

グループまたは顧客組織の説明（必要な場合）。[説明（Description）]
フィールド
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説明フィールド名

ドロップダウンリストからMSP組織名を選択します。

このリストには、現在管理できるすべてのグループが含まれていま

す。たとえば、システムのグローバル管理者である場合、このリス

トには管理対象のすべての組織が表示されます。しかし、MSP管理
者の場合は、このリストには管理者権限がある組織が表示されます。

[MSPグループ名（MSP
Group Name）]フィールド

グループの短い名前またはコード名。この名前は、VMとホスト名
テンプレートで使用されます。

[コード（Code）]フィール
ド

（任意）コストセンターの名前または番号（必要な場合）。この名

前または番号は、グループが関連付けられているコストセンターを

表します。この名前は、VMwareシステムポリシーVMの命名規則
で使用できます。

命名規則にコストセンターを使用する方法の詳細については、ポリ

シーの管理を参照してください。

[コストセンター（Cost
Center）]フィールド

この電子メールは、必要に応じてサービスリクエストおよびリクエ

スト承認のステータスをグループ所有者に通知する目的で使用され

ます。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）]フィー
ルド

連絡先の名。[名（First Name）]フィー
ルド

連絡先の姓。[姓（Last Name）]フィー
ルド

連絡先の電話番号。[電話（Phone）]フィール
ド

連絡先の住所。[住所（Address）]フィール
ド

このグループのユーザのグループ共有ポリシーを選択します。

このドロップダウンリストにデータが取り込まれるのは、グループ

共有ポリシーを作成した場合だけです。このポリシーの作成の詳細

については、グループ共有ポリシーの作成を参照してください。

[グループ共有ポリシー
（Group Share Policy）]ド
ロップダウンリスト

オンにすると、このグループのユーザは、そのユーザに割り当てら

れたリソースを持つことができ、これらのリソースを所有できます。

また、これらのユーザは、グループに属するリソースを確認できま

す。しかし、ユーザ間でリソースを共有することはできません。

[ユーザへのリソース割り
当てを許可（Allow
Resource Assignment To
Users）]チェックボックス
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ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

さらに顧客組織を追加する場合は、この手順を繰り返します。追加する顧客組織ごとに、リソー

ス制限を編集し、タグを管理し、ロゴおよびアプリケーションラベルをカスタマイズできます。

パスワードポリシー

パスワードポリシーはすべてのユーザに適用され、すべてのユーザタイプに関して、ユーザを追

加するか、パスワードを変更する際に適用されます。このポリシーによって、次のパスワード制

限が適用されます。

•パスワードの長さ

•パスワードをユーザ名と同じにすることができるかどうか

•現在のパスワードを新しいパスワードとして再設定できるかどうか

•パスワードで使用できない正規表現

パスワードポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [パスワードポリシー（Password Policy）]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

パスワードの最小文字数を選択します。[パスワードの最小長（Minimum Password
Length）]ドロップダウンリスト

パスワードの最大文字数を選択します。[パスワードの最大長（Maximum Password
Length）]ドロップダウンリスト

大文字、小文字、数字、特殊文字などの文字ク

ラスの最小数を選択します。

[文字クラスの最小数（Minimum Character
Classes）]ドロップダウンリスト

ログイン IDと同じパスワードの使用を禁止す
るには、このチェックボックスをチェックしま

す。

[パスワードでのログイン名の使用を許可しない
（Disallow Login in Password）]チェックボック
ス
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説明名前

以前のパスワードの使用を禁止し、新しいパス

ワードが古いパスワードと同一にならないよう

にするには、このチェックボックスをオンにし

ます。

[前のパスワードを許可しない（DisallowPrevious
Password）]チェックボックス

パスワードでの使用を禁止する正規表現（1行
に 1つずつ）。たとえば .*abc.*は、指定する
パスワードには文字列「abc」が含まれていて
はならないことを指定します。

[正規表現と一致するパスワードを許可しない
（Disallow Passwords that match regular
expression）]フィールド

ステップ 3 [送信（Submit）]をクリックします。

グループ予算ポリシー

チャージバック機能を使用して、リソースが計上されます。グループまたは顧客の組織ごとのリ

ソース使用に対して、エンティティを予算ポリシーに関連付けます。

グループまたは顧客の組織を予算の監視機能付きで設定して、グループまたは顧客の組織が、プ

ロビジョニングされた予算内で収まるようにすることも、予算を超過できるように設定すること

もできます。

グループ予算ポリシーの表示および編集

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザグループ（User Group）]タブを選択します。

ステップ 3 リストからグループを選択します。

ステップ 4 [予算ポリシー（Budget Policy）]をクリックします。

ステップ 5 [予算ポリシー（Budget Policy）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

グループによる予算の使用状況をモニタするに

は、このチェックボックスをオンにします。こ

のグループのすべての予算エントリを無視する

には、このチェックボックスをオフにします。

[予算の監視の有効化（Enable Budget Watch）]
チェックボックス
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説明名前

グループメンバーに対しプロビジョニング済み

予算の超過を許可する場合は、オンにします。

予算をすべて消化した場合に、新しい予算が追

加されるまで、すべてのリクエストを却下する

には、このチェックボックスをオフにします。

[予算超過を許可（Allow Over Budget）]チェッ
クボックス

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

リソース制限値

リソース使用率を管理するために、グループ、顧客組織またはテナントのリソース制限値を設定

できます。次の制限値を指定できます。

•仮想リソース

•オペレーティングシステムリソース

•物理リソース

オペレーティングシステムリソースと物理リソースの制限に関する設定は、パブリッククラ

ウドではサポートされません。

（注）

サービスプロバイダーの有効時のリソース制限の注意事項

Cisco UCS Directorで [サービスプロバイダー機能（Service Provider Feature）]を有効にしている場
合は、リソース制限値を設定するときに次の事項に留意してください。

•親組織レベルに設定された制限値によって、親組織内の顧客グループとコンテナに対し設定
できる制限値が決まります。

•特定の顧客グループにリソース制限値を追加していないが、そのグループ内のコンテナに対
し制限値を指定している場合は、親組織内の別の顧客グループに制限値を設定する前にリ

ソース制限値の合計を考慮する必要があります。

•すべての顧客グループとその中のコンテナに設定されたリソース制限値の合計が親組織に設
定されたリソース制限値を超えることはできません。

•特定の顧客グループにはリソース制限値を追加しないが、そのグループ内のコンテナに対し
リソース制限値を指定する場合は、親組織に制限値を設定する前にすべてのコンテナのリ

ソース制限値の合計を考慮する必要があります。
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たとえば、親組織であるテナント 1に 3つの顧客グループグループA、グループ Bおよびグルー
プCがあるとします。テナント 1に対しリソース制限値 10を設定した場合、テナント 1内のすべ
ての顧客グループに指定された累積のリソース制限値が10を超えてはなりません。累積のリソー
ス制限値には、顧客グループおよびコンテナに適用されるリソース制限値が含まれます。

グループAにはコンテナ C1と C2があり、リソース制限値 4がその顧客グループに割り当てられ
ています。グループ Bにはコンテナ C3と C4があり、それぞれのコンテナのリソース制限値は 2
です。この設定は、グループ Cとその中のすべてのコンテナに設定できるリソース制限値の最大
値は 2（テナント 1に対するリソース制限値からグループ A、グループ Bおよびコンテナ C1、
C2、C3および C4に対するリソース制限値の合計を引いた値）であることを意味しています。

サービスプロバイダーの無効時のリソース制限の注意事項

サービスプロバイダー機能を無効にしている場合は、親組織は 1つだけです。そのため、親組織
に対しリソース制限値を設定している場合は、すべての顧客グループに指定する制限値の合計が

親のリソース制限値を超えてはいけません。

たとえば、親組織内に 2つの顧客グループ、グループ Aとグループ Bがあるとします。そして、
親組織の制限値を 10に設定し、グループAの制限値を 5に設定したとします。この場合、グルー
プ Bに設定するリソース制限値は 5（親組織のリソース制限値からグループ Aのリソース制限値
を引いた値）を超えてはいけません。

リソース制限の表示

手順

ステップ 1 メニューバーで、[組織（Organizations）] > [サマリー（Summary）]の順に選択します。

ステップ 2 表示するグループをクリックします。

ステップ 3 [リソース制限（ResourceLimits）]を選択して、選択したグループのリソースの現在の制限、使用
状況、保留中の SRの使用、およびステータスを表示します。

リソース制限の編集

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 組織またはカスタマーグループのリソース制限を編集する場合は、[顧客組織（Customer
Organization）]タブまたは [MSP組織（MSP Organization）]タブを選択します。

これらの名前は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（ServiceProviderFeature）]
を有効にしている場合は、第1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定します。これらの
名前は、インターフェイスのタブとして表示されます。

重要
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ステップ 3 ユーザグループのリソース制限を編集するには、[ユーザグループ（User Groups）]タブを選択し
ます。

ステップ 4 グループをテーブルから選択し、[リソース制限の編集（Edit Resources Limits）]をクリックしま
す。[リソース制限（Resource Limit）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 [リソース制限（Resource Limit）]ダイアログボックスで、[リソースの制限の有効化（Enable
Resource Limits）]チェックボックスをオンにして、以下のフィールドに値を入力します。

説明フィールド名

選択したグループ名。[グループ（Group）]フィールド

リソース制限を有効にする場合は、このチェッ

クボックスをオンにします。リソース制限を無

効にする場合は、このチェックボックスをオフ

にします。

チェックボックスをオンにすると、グループに

対するリソース制限を設定するためのオプショ

ンが示され、ゼロ以外のリソース制限がすべて

適用されます。

[リソースの制限の有効化（Enable Resource
Limits）]チェックボックス

アクティブな VMの最大数。[アクティブなVMの最大数（Maximum Active
VM Count）]フィールド

VMの合計数。[VMの最大合計数（MaximumTotalVMCount）]
フィールド

VDCの合計数。

VMのプロビジョニング時に、ユーザが指定す
る VDCの数がこのフィールドに指定した数を
超過すると、エラーメッセージが表示されま

す。

[VDCの最大合計数（Maximum Total VDC
Count）]フィールド

プロビジョニング済み vCPUの最大数。[プロビジョニング済みVCPUの制限（Provisioned
vCPUs Limit）]フィールド

プロビジョニング済みメモリの制限（GB）。[プロビジョニング済みメモリの制限(GB)
（Provisioned Memory (GB) Limit）]フィールド

プロビジョニング済みディスクの制限（GB）。[プロビジョニング済みディスクの制限(GB)
（Provisioned Disk (GB) Limit）]フィールド

予約済み CPUの制限（GHz）。[予約済みCPUの制限(GHz)（ReservedCPU(GHz)
Limit）]フィールド
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説明フィールド名

予約済みメモリの制限（GB）。[予約済みメモリの制限(GB)（Reserved Memory
(GB) Limit）]フィールド

最大のスナップショット制限（GB）。[スナップショットの制限(GB)（Maximum
Snapshot (GB) Limit）]フィールド

グループの非アクティブなVMCPUまたはメモ
リデータをリソース制限の計算に含める場合

は、このチェックボックスをオンにします。非

アクティブな VM CPUまたはメモリデータを
リソース計算から除外するには、このチェック

ボックスをオフにします。

[非アクティブなVMのCPUとメモリのカウント
（Count CPU and Memory for Inactive VMs）]
チェックボックス

[OSリソース制限（OS Resource Limits）]
OSのリソース制限および物理リソースの制限の設定は、パブリッククラウドではサ
ポートされません。

（注）

CentOS（Community EnterpriseOperating System）
サーバの最大数。

[CentOS]フィールド

Windows 2003サーバの最大数。[Windows Server 2003]フィールド

Windows 2008サーバの最大数。[Windows Server 2008]フィールド

Windows 2012サーバの最大数。[Windows Server 2012]フィールド

Windows 7マシンの最大数。[Windows 7]フィールド

Windows XPマシンの最大数。[Windows XP]フィールド

Red Hatマシンの最大数。[Red Hat]フィールド

Ubuntuマシンの最大数。[Ubuntu]フィールド

FreeBSDマシンの最大数。[FreeBSD]フィールド

その他の Linux OSの最大数。[その他のLinux（Other Linux）]フィールド

その他の OSの最大数。[その他（Other）]フィールド

[物理リソース制限（Physical Resource Limits）]

vFilerの最大数。[vFilerの最大数（MaximumvFilerCount）]フィー
ルド
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説明フィールド名

ストレージの最大容量。[物理ストレージの最大容量(GB)（Maximum
Physical Storage Space (GB)）]フィールド

サーバの最大数。[物理サーバの最大数（Maximum Physical Server
Count）]フィールド

サーバの最大メモリ容量。[物理サーバの最大メモリ(GB)（Maximum
Physical Server Memory (GB)）]フィールド

サーバ CPUの最大数。[物理サーバの最大CPU数（Maximum Physical
Server CPU Count）]フィールド

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

管理プロファイルの設定

管理者プロファイルの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ログインユーザ（Login User）]タブを選択します

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [ユーザの追加（Add User）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド名

ユーザタイプに [システム管理（System
Admin）]を選択します。システム管理者には、
すべての権限が与えられています。

[ユーザタイプ（User Type）]のドロップダウン
リスト

ログイン名。デフォルトは [管理者（admin）]
です。

ログイン名（Login Name）

管理者アカウントのパスワード。[パスワード（Password）]
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説明フィールド名

確認のために管理者アカウントのパスワードを

再入力します。

[パスワードの確認（Confirm Password）]

管理者の電子メールアドレス。[ユーザの連絡先メール（User Contact Email）]

管理者の名。[名（First Name）]

管理者の姓。[姓（Last Name）]

管理者の電話番号。[電話（Phone）]

管理者の住所。[アドレス（Address）]

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

管理者パスワードの変更

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ログイン名（Login Name）]の列で、[管理者（admin）]を選択します。

ステップ 3 [パスワードの変更（Change Password.）]をクリックします。

ステップ 4 [パスワードの変更（Change Password）]ダイアログボックスで、管理ユーザの新しいパスワード
を入力し、確認します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4    
47

ユーザとグループの管理

管理者パスワードの変更



現在のオンラインユーザの表示

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 オンラインユーザのリストを表示するには、[現在のオンラインユーザ（Current Online Users）]
タブを選択します。ユーザ名、IPアドレス、セッションの開始時刻、最終データアクセス、およ
びクライアントを確認できます。

ユーザアクセスプロファイルの管理

マルチロールアクセスプロファイル

1人のユーザを複数のロールに割り当てることができます。これは、1つのユーザアクセスプロ
ファイルとしてシステム内で反映されます。たとえば、あるユーザが、グループ管理者、および

全ポリシーの管理者としてCiscoUCSDirectorにログインしようとした場合、両方のタイプのアク
セスが適切であれば、いずれのログインも可能です。

アクセスプロファイルは、ユーザごとに表示できるリソースも定義します。デフォルトでは、1
人のユーザが作成されたときに 1つのアクセスプロファイルが作成されます。デフォルトでは、
ユーザは自分のリソース、およびグループのリソースを参照できます。ユーザはプロファイルを

作成して、自分のリソースを参照することも、グループで共有しているリソースのみを参照する

こともできます。

LDAPユーザを Cisco UCS Directorに統合するときにユーザが複数のグループに属している場合、
システムにより各グループのプロファイルが作成されます。ただし、デフォルトでは、ドメイン

ユーザプロファイルが LDAPユーザに追加されます。

プロファイルの 1つを、デフォルトのユーザアクセスプロファイルとして設定できます。（注）

[プロファイルの管理（Manage Profiles）]機能を使用して、ユーザアクセスプロファイルに対
して追加、ログイン、編集、または削除を行うことができます。

（注）
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ユーザアクセスプロファイルの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ログインユーザ（Login User）]タブを選択します

ステップ 3 リストからユーザを選択します。

ステップ 4 [プロファイルの管理（Manage Profiles）]をクリックします。

ステップ 5 [プロファイルの管理（Manage Profile）]ウィンドウで、[追加]（+）をクリックします。

ステップ 6 [アクセスプロファイルへのエントリの追加（Add Entry to Access Profiles）]ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド名

プロファイル名。[名前（Name）]フィールド

プロファイルの説明です。[説明（Description）]フィールド

ユーザロールのタイプを選択します。[タイプ（Type）]ドロップダウンリスト

このユーザプロファイルを適用する組織を選択

します。

[顧客組織（Customer Organizations）]ドロップ
ダウンリスト

ユーザがアクセスできるか、ユーザがその一部

であるすべての他のグループからのリソースを

表示できるようにするには、このチェックボッ

クスをオンにします。

[ユーザがアクセスできるすべてのグループのリ
ソースを表示します（Show Resources From All
Other Groups theUser HasAccess）]チェックボッ
クス

[選択（Select）]をクリックして、ユーザプロ
ファイルを適用するグループを選択します。

ユーザは、選択されたグループに関連付けられ

たすべてのリソースにアクセスできます。

[共有グループ（Shared Groups）]フィールド

デフォルトのユーザアクセスプロファイルで

ある場合は、このチェックボックスをオンにし

ます。デフォルトでない場合は、このチェック

ボックスをオフにします。

[デフォルトプロファイル（Default Profile）]
チェックボックス

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4    
49

ユーザとグループの管理

ユーザアクセスプロファイルの作成



次の作業

必要に応じて、追加のユーザプロファイルを作成します。

プロファイルへのログイン

手順

ステップ 1 [Cisco UCS Directorログイン（Cisco UCS Director login）]ダイアログボックスの [ユーザ名
（Username）]フィールドに、ユーザ名を「ユーザ名:アクセスプロファイル名」の形式で入力し
ます。

例：Alex:
GrpAdmin

（注）

ステップ 2 [パスワード（Password）]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 3 [ログイン（Login）]をクリックします。

プロファイルの削除

デフォルトプロファイルは、システムで作成した最初のプロファイルです。デフォルトプロファ

イルを別のプロファイルに変更できます。新しいデフォルトプロファイルを使用し、ユーザ名と

パスワードを入力してログインします。

デフォルトプロファイルの変更

手順

ステップ 1 ウィンドウ右上（[ログアウト（logout）]の左側）で、ユーザ名をクリックします。

ステップ 2 [ユーザ情報（User Information）]ウィンドウの [アクセスプロファイル（Access Profiles）]タブを
選択します。

ステップ 3 ユーザプロファイルを選択し、[デフォルトプロファイルとして設定（Set as Default Profile）]を
クリックします。

プロファイルを追加または編集するときにも、プロファイルをデフォルトとして設定で

きます。

（注）
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認証および LDAP 統合
LDAPのフォールバックを選択して、認証を設定できます。また、フォールバックを行わない
VeriSign ID保護（VID）認証を設定できます。

説明名前

認証は最初にローカルサーバ（Cisco UCS
Director）で実行されます。ユーザがローカル
サーバにない場合、LDAPサーバが確認されま
す。

[ローカルが最初、LDAPにフォールバック
（Local First, fallback to LDAP）]

VIP認証サービス（2要素認証）が有効化され
ます。

[VeriSign ID保護（Verisign Identity Protection）]

認証の環境設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [認証の環境設定（Authentication Preferences）]タブを選択します。

ステップ 3 [認証の環境設定（Authentication Preferences）]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

認証の環境設定を選択します。

次のいずれかを選択できます。

• [ローカルが最初、LDAPにフォールバック
（Local First, fallback to LDAP）]

このオプションを選択する場合は、LDAP
サーバを設定する必要があります。詳細に

ついては、LDAPサーバの設定, （56ペー
ジ）を参照してください。

• [VeriSign ID保護（Verisign Identity
Protection）]

このオプションを選択した場合は、ステッ

プ 4に進みます。

[認証の環境設定（Authentication Preferences）]
ドロップダウンリスト
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ステップ 4 [VeriSign ID保護（Verisign Identity Protection）]を選択した場合は、次の手順を実行します。
a) VIP証明書をアップロードするには、[参照（Browse）]をクリックします。
証明書を見つけて選択し、[アップロード（Upload）]をクリックします。

b) [パスワード（Password）]を入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

LDAP 統合
LDAP統合を使用して、LDAPサーバのグループおよびユーザを Cisco UCS Directorと同期するこ
とができます。LDAP認証により、同期されたユーザをLDAPサーバで認証することができます。
LDAPユーザおよびグループは、自動または手動で同期できます。LDAPアカウントの追加中に、
LDAPアカウントが Cisco UCS Directorと自動的に同期される頻度を指定できます。オプションで
LDAPSyncTaskシステムタスクを使用して、LDAP同期を手動でトリガーすることもできます。

LDAPアカウントを設定し、同期プロセスが手動または自動で実行されると、最近追加したLDAP
情報が Cisco UCS Directorに表示されます。

システムタスクを実行する機能に加えて、CiscoUCSDirectorにはLDAPディレクトリとシステム
を同期するための追加オプションもあります。

• [LDAPユーザのクリーンアップ（Cleanup LDAP Users）]システムタスク：このシステムタ
スクは、システム内で同期されたユーザが LDAPディレクトリから削除されたかどうかを判
別します。LDAPディレクトリから削除されたユーザのレコードが存在する場合、このシス
テムタスクの実行後に、これらのユーザはシステム内で無効としてマークされます。管理者

は、これらの非アクティブユーザのリソース割り当てを解除できます。デフォルトでは、こ

のタスクは有効モードになっています。このシステムタスクが無効モードに設定されるの

は、サービスを 2回再起動した後だけです。これは、スタンドアロンのセットアップと複数
のノードを使用したセットアップの両方に当てはまります。

複数のノードを使用したセットアップでは、サービスノードが構成されていても、このシス

テムタスクはプライマリノードでのみ実行されます。
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グループ、またはドメインユーザのグループに属していないユーザは、[Users with No Group
（グループに属していないユーザ）]としてLDAPに表示されます。これらのユーザは、Cisco
UCS Directorのドメインユーザのグループの下に追加されます。

異なる LDAPサーバアカウントに所属し、同じ名前を持った LDAPユーザを追加できます。
複数のユーザレコードを区別するために、ログインユーザ名の末尾にドメイン名が追加され

ます。たとえば、abc@vxedomain.comなどです。このルールは、ユーザグループにも適用さ
れます。

単一のLDAPアカウントが追加され、ユーザがユーザ名のみを指定してログインすると、Cisco
UCSDirectorは最初にそのユーザがローカルユーザまたはLDAPユーザのどちらであるかを判
別します。ユーザがローカルユーザおよび外部 LDAPユーザの両方として識別された場合、
ログイン段階でユーザ名がローカルユーザ名に一致すると、そのローカルユーザがCiscoUCS
Directorに対して認証されます。あるいは、ユーザ名が外部ユーザの名前に一致すると、その
LDAPユーザが Cisco UCS Directorに対して認証されます。

重要

LDAP 統合の規則と制限事項

グループの同期規則

•選択した LDAPグループが Cisco UCS Directorにすでに存在しており、ソースのタイプが
[ローカル（Local）]の場合、そのグループは同期中に無視されます。

•選択した LDAPグループが Cisco UCS Directorにすでに存在しており、グループソースのタ
イプが [外部（External）]の場合、そのグループの説明および電子メール属性が Cisco UCS
Directorで更新されます。

• LDAPサーバを追加する際には、ユーザフィルタとグループフィルタを指定できます。グ
ループフィルタを指定すると、指定したグループに属するすべてのユーザがシステムに追加

されます。さらに、次のような操作も行えます。

◦指定したグループにサブグループが含まれている場合には、グループ、サブグループ、
およびそれらのサブグループ内のユーザがシステムに追加されます（これが該当するの

は、手動で LDAPディレクトリを同期した場合のみです）。

◦ユーザが複数のグループの一部であり、グループフィルタとして指定されたグループに
他のグループが一致しない場合、それらの追加グループはシステムに追加されません。

•ユーザは複数の設定グループに属することができます。ただし、最後にユーザが追加された
グループは、ユーザのデフォルトのプライマリグループとして設定されます。ユーザがどの

グループにも属していない場合は、デフォルトのプライマリグループが [ドメインユーザ
（Domain Users）]として設定されます。

Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4    
53

ユーザとグループの管理

認証および LDAP 統合



ユーザが属するすべてのグループに関する情報は、LDAPSyncTaskシステム
タスクの実行後にのみ表示できます。

（注）

• LDAPグループを同期すると、グループ内のすべてのユーザが最初にシステムに追加されま
す。また、指定された LDAPグループ内のユーザが同じ OU内の（または異なる OU内の）
他のグループに関連付けられている場合には、それらのグループも取得され、システムに追

加されます。

• LDAP同期プロセスでは、指定された LDAPグループが取得されてシステムに追加されると
共に、ネストされたグループがあれば併せて追加されます。

•このリリースより前のリリースでは、ユーザは 1つのグループにのみ属していました。ユー
ザが属するその他のグループは、最新リリースにアップグレードし、LDAPSyncTaskシステ
ムタスクを実行した場合にのみ、[プロファイルの管理（Manage Profiles）]ダイアログボッ
クスに表示されます。これは、他のグループが、LDAPサーバの設定時に指定したグループ
フィルタの条件に一致する場合のみ該当します。

ユーザの同期規則

•名前に特殊文字が含まれている LDAPユーザは Cisco UCS Directorに追加されます。

• LDAPサーバを追加する際には、ユーザフィルタとグループフィルタを指定できます。ユー
ザフィルタを指定すると、指定したフィルタに一致するすべてのユーザと、それらのユーザ

が属するグループが取得され、システムに追加されます。

• LDAPユーザには、複数のグループメンバーシップを設定できます。LDAPユーザがシステ
ムと同期された場合、この複数のグループメンバーシップ情報は保持されます。Cisco UCS
Directorには、すべてのユーザについてこの情報を表示するオプションがあります。詳細に
ついては、グループメンバーシップ情報の表示, （66ページ）を参照してください。また、
複数のアクセスプロファイルはユーザに対しても自動的に作成されます。

この情報は、LDAPサーバを設定し、グループが取得されてシステムに追加さ
れたときに指定したフィルタに、グループが適合した場合にのみ表示されま

す。

（注）

• Cisco UCS Directorでは、システムに追加された各ユーザのユーザプリンシパル名が表示さ
れるようになりました。これは、以前のリリースでシステムに追加されたユーザに適用可能

です。ユーザは、ログイン名またはユーザプリンシパル名を使用してシステムにログインで

きます。

•選択した LDAPユーザが Cisco UCS Directorにすでに存在しており、ソースのタイプが [外部
（External）]の場合、そのユーザは同期時に無視されます。ユーザの名前、説明、電子メー
ルおよびその他の属性が再度更新されることはありません。
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•ユーザアカウントが 2つの異なる LDAPディレクトリに作成されると、最初に同期された
LDAPディレクトリのユーザの詳細が表示されます。もう一方の LDAPディレクトリからの
ユーザの詳細は表示されません。

•複数の LDAPディレクトリが同期された後、LDAP外部ユーザは、完全なドメイン名をユー
ザ名と共に指定して Cisco UCS Directorにログインする必要があります。たとえば、
vxedomain.com\usernameのように指定します。ただし、Cisco UCS Directorに追加されている
LDAPサーバディレクトリが 1つしかない場合には、この規則は適用されません。

LDAP同期プロセスの後には、ユーザが正しいグループに割り当てられていることを確認して
ください。

（注）

LDAP 統合の管理

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [LDAP統合（LDAP Integration）]タブを選択して、LDAPサーバの同期のステータスを表示しま
す。

ステップ 3 （任意） LDAP統合を管理するため、サーバを選択し、必要に応じて次のボタンをクリックしま
す。

説明名前

検索するドメインの識別名を選択できます。

LDAP同期処理が完了すると、選択した組織の
すべてのユーザとグループがCiscoUCSDirector
に取り込まれます。このアクションは、自動同

期プロセスであるとも見なされます。

LDAPサーバ同期をシステムタスク
として開始できます。詳細について

は、LDAP同期システムタスクの実
行, （63ページ）を参照してくださ
い。

（注）

[ベースDNの検索（Search BaseDN）]ボタン

表示されるダイアログボックスでは、LDAPユー
ザおよびグループを取得するための基本検索条

件または拡張検索条件を指定できます。

[LDAPの手動同期のリクエスト（RequestManual
LDAP Sync）]
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ステップ 4 （任意） [LDAPの手動サーバ同期の要求（Request LDAP Manual Server Sync）]を選択した場合
は、次のフィールドに入力します。

説明名前

組織単位ごとの基本検索を可能にします。[基本検索（Basic Search）]チェックボックス

詳細検索を可能にします。[詳細検索（Advanced Search）]チェックボック
ス

いずれかの検索オプションを使用する時点ですでにユーザおよびグループが Cisco UCS
Directorに存在する場合、検索を実行しても同じユーザとグループは読み込まれません。

重要

ステップ 5 基本検索の場合は、[選択（Select）]をクリックして検索ベースを指定します。

ステップ 6 検索ベース DNを選択し、[選択（Select）]をクリックして、ステップ 9に進みます。

ステップ 7 詳細検索の場合は、[詳細なフィルタオプション（AdvancedFilteringOptions）]ペインで、[ユーザ
フィルタ（User Filters）]と [グループフィルタ（Group Filters）]の属性名を追加または編集しま
す。

ステップ 8 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザとグループの選択（Select Users and Groups）]ペインで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ユーザを同期する必要があるLDAPグループ。[LDAPグループ（LDAP Groups）]フィールド

同期する必要がある LDAPユーザ。[LDAPユーザ（LDAP Users）]フィールド

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックして、LDAPサーバを同期します。

LDAP サーバの設定

Cisco UCS Directorでは複数の LDAPサーバとアカウントを設定できます。LDAPアカウントを追
加するときに、次の項目を指定できます。

•検索ベース DNに含まれる組織単位（OU）。

• LDAPアカウントがシステムと自動的に同期される頻度。

•結果を絞り込み、グループおよびユーザにLDAPロールフィルタを指定する、グループフィ
ルタまたはユーザフィルタ。

LDAPサーバアカウントが追加されると直ちにこのアカウントのシステムタスクが自動的に作成
され、データ同期を即時に開始します。LDAPサーバアカウントのすべてのユーザとグループが
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システムに追加されます。デフォルトでは、LDAPアカウントのすべてのユーザが自動的にサー
ビスエンドユーザプロファイルに割り当てられます。

はじめる前に

認証の次のように設定にしておく必要があります。

• [ローカルが最初、LDAPにフォールバック（Local First, fallback to LDAP）]

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [LDAP統合（LDAP Integration）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [LDAPサーバ設定（LDAP Server Configuration）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を
入力します。

説明名前

アカウント名。

この名前は一意である必要があります。

[アカウント名（Account Name）]フィールド

LDAPサーバのタイプ。この属性の種類は次の
とおりです。

• OpenLDAP

• MSAD - Microsoft Active Directory

[サーバタイプ（Server Type）]フィールド

LDAPサーバの IPアドレスまたはホスト名。[サーバ（Server）]フィールド

LDAPサーバへのセキュアな接続をイネーブル
にします。

[SSLの有効化（Enable SSL）]チェックボック
ス

ポート番号

SSLでは 636に、非セキュアモードでは 389に
自動的に設定されます。

[ポート（Port）]フィールド
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説明名前

ドメイン名。

LDAPディレクトリのタイプとして [OpenLDAP]
を選択した場合は、このドメイン名が、ユーザ

名で指定されたドメインと一致している必要が

あります。

完全なドメイン名を指定する必要があ

ります。たとえば、vxedomain.comなど
です。

重要

[ドメイン名（Domain Name）]フィールド

ユーザ名。

LDAPディレクトリのタイプとして [OpenLDAP]
を選択した場合は、ユーザ名を次の形式で指定

してください。

uid=users,ou=People,dc=ucsd,dc=com

ここに指定する ouは、ディレクトリ階層でそ
の他のすべてのユーザが配置される場所です。

[ユーザ名（User Name）]フィールド

ユーザのパスワード。[パスワード（Password）]フィールド

LDAPサーバが同期される頻度（時間）を選択
します。この属性の種類は次のとおりです。

• [1]

• [4]

• [12]

• [24]

[同期頻度（Synchronization Frequency）]ドロッ
プダウンリスト

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [LDAP検索ベース（LDAPSearchBase）]ペインで [選択（Select）]をクリックし、LDAP検索ベー
スのエントリを指定して、[選択（Select）]をクリックします。
このリストには、Cisco UCS Directorで利用できるすべての組織単位（OU）が表示されます。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [ユーザとグループのフィルタの設定（Configure User and Group Filters）]ペインで、次のフィール
ドに入力します。
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説明名前

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要がある特定のユーザを選択します。

選択したユーザが属するグループがすべて取得

され、システムに追加されます。

[ユーザフィルタ（User Filters）]

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要があるグループを選択します。

選択したグループフィルタに属するユーザがす

べて取得され、システムに追加されます。ただ

し、選択したグループのユーザが他のグループ

にも属している場合は、このフィールドで選択

されていない限り、それらのグループは取得さ

れず、システムへの追加もされません。

[グループフィルタ（Group Filters）]

[グループフィルタへのエントリの追加（Add Entry to Group Filters）]ダイアログボックス

[グループ名（Group Name）]または [ユーザ名
（User Name）]を選択します。

[属性名（Attribute Name）]ドロップダウンリ
スト

グループおよびユーザを取得する際に適用する

フィルタを選択します。この属性の種類は次の

とおりです。

• [次の文字列を含む（Contains）]

• [等しい（Equals to）]

• [次で始まる（Starts with）]

• [次の値と等しくない（Not Equal to）]

[演算子（Operator）]ドロップダウンリスト

検索に含めるキーワードまたは値を指定しま

す。

[属性値（Attribute Value）]フィールド

フィルタに基づいて、グループまたはユーザが取得されます。

ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 10 [ユーザとグループの選択（Select Users and Groups）]ペインで、次のフィールドに入力します。
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説明名前

[選択（Select）]をクリックして、特定のグルー
プを選択します。表示されるグループのリスト

は、前のペインで指定したグループフィルタに

よって異なります。

[LDAPグループ（LDAP Groups）]

[選択（Select）]をクリックして、特定のユーザ
を選択します。表示されるユーザのリストは、

前のペインで指定したユーザフィルタによって

異なります。

[LDAPユーザ（LDAP Users）]

ステップ 11 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 12 [LDAPユーザロールフィルタ（LDAP User Role Filter）]ペインで、[+]記号をクリックして、ユー
ザロールフィルタを追加します。

ステップ 13 [ユーザロールフィルタへのエントリの追加（Add Entry to User Role Filters）]ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

属性の名前。これには、グループ名を指定でき

ます。

[属性名（Attribute Name）]フィールド

次のいずれかにできます。

• [次の値と等しい（Equal to）]

• [次で始まる（Starts with）]

[演算子（Operator）]ドロップダウンリスト

このフィールドで値を指定します

[演算子（Operator）]フィールドと [属性値
（Attribute Value）]フィールドの値に一致する
すべてのユーザが、[ユーザロールのマップ
（Map User Role）]ドロップダウンリストで選
択するユーザロールに割り当てられます。

[属性値（Attribute Value）]フィールド
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説明名前

ユーザのマップ先とするユーザロールを選択し

ます。次のいずれかにできます。

•すべてのポリシー管理者

•請求管理者

•コンピューティング管理者

•サービスエンドユーザ

•グループ管理者

• IS管理者

•ネットワーク管理者

•オペレータ管理者

•ストレージ管理者

[ユーザロールのマップ（Map User Role）]ド
ロップダウンリスト

ステップ 14 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 15 [OK]をクリックします。
ユーザロールフィルタが [ユーザロールフィルタ（User Role Filters）]テーブルに追加されます。

複数のユーザロールフィルタが指定されている場合は、最初の行に指定されたフィル

タが処理されます。

[ログインユーザ（LoginUsers）]タブでユーザのユーザロールを手動で更新すると、そ
のユーザには、グループをマップしたユーザロールが適用されなくなります。

（注）

次の作業

LDAPに認証の環境設定を設定していない場合は、認証の環境設定を変更するように指示されま
す。認証の環境設定の変更に関する詳細については、認証の環境設定, （51ページ）を参照して
ください。
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LDAP サーバのサマリー情報の表示

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [LDAP統合（LDAP Integration）]タブを選択します。

ステップ 3 表から LDAPアカウント名を選択します。

ステップ 4 [表示（View）]ボタンをクリックします。
[View LDAP Account Information（LDAPアカウント情報の表示）]ダイアログボックスに、LDAP
アカウントのサマリー情報が表示されます。

ステップ 5 [閉じる（Close）]をクリックします。

LDAP サーバの接続のテスト

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [LDAP統合（LDAP Integration）]タブを選択します。

ステップ 3 テーブルから LDAPのアカウント名を選択します。

ステップ 4 [テスト接続（Test Connection）]をクリックします。

ステップ 5 [Test LDAP Connectivity（LDAP接続のテスト）]ダイアログボックスで、[閉じる（Close）]をク
リックします。

   Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4
62

ユーザとグループの管理

認証および LDAP 統合



LDAP 検索ベースDN エントリの追加

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [LDAP統合（LDAP Integration）]タブを選択します。

ステップ 3 テーブルから LDAPのアカウント名を選択します。

ステップ 4 [ベースDNの検索（Search BaseDN）]をクリックします。

ステップ 5 [LDAP検索ベース（LDAP Search Base）]ダイアログボックスで、[選択（Select）]をクリックし
て検索エントリを選択します。

ステップ 6 [選択（Select）]をクリックします。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

LDAP 同期システムタスクの実行

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [システム（System）]の順に選択します。

ステップ 2 [システムタスク（System Tasks）]を選択します。

ステップ 3 [フィルタ（Filter）]フィールドに LDAPと入力します。

ステップ 4 [システムのタスク（System Tasks）]表から [LDAPSyncTask]を選択します。

ステップ 5 [今すぐ実行（Run Now）]をクリックします。

ステップ 6 （任意） [タスクの管理（ManageTask）]をクリックして、同期処理を有効または無効にします。

次の作業

同期プロセスの結果がCisco UCSDirectorに表示されます。[LDAP統合（LDAP Integration）]ペイ
ンで LDAPアカウントを選択し、[結果（Results）]をクリックすると、同期プロセスの概要が表
示されます。

LDAP サーバの詳細の変更

設定済みの LDAPサーバに対し変更できるのは次の詳細情報のみです。

•ポート番号と SSL設定
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•ユーザ名とパスワード

•同期頻度

•検索ベース DNの選択内容

•マッピングされたユーザロールとグループ

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [LDAP統合（LDAP Integration）]タブを選択し、LDAPアカウントを選択します。

ステップ 3 [変更（Modify）]をクリックします。

ステップ 4 [LDAPサーバ設定の変更（Modify LDAP Server Configuration）]ペインで、次のフィールドを編集
します。

説明名前

LDAPサーバへのセキュアな接続をイネーブル
にします。

[SSLの有効化（Enable SSL）]チェックボック
ス

ポート番号

SSLの場合は 636に、非セキュアモードの場合
は389に自動的に設定されます。

[ポート（Port）]フィールド

ユーザ名。

LDAPディレクトリのタイプとして [OpenLDAP]
を選択した場合は、ユーザ名を次の形式で指定

してください。

uid=users,ou=People,dc=ucsd,dc=com

ここに指定する ouは、ディレクトリ階層でそ
の他のすべてのユーザが配置される場所です。

[ユーザ名（User Name）]フィールド

ユーザのパスワード。[パスワード（Password）]フィールド

LDAPサーバがシステムデータベースと同期さ
れる頻度（時間単位）を選択します。次のいず

れかを設定できます。

• [1]

• [4]

• [12]

• [24]

[同期頻度（Synchronization Frequency）]ドロッ
プダウンリスト

   Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.4
64

ユーザとグループの管理

認証および LDAP 統合



ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [LDAP検索ベース（LDAPSearchBase）]ペインで [選択（Select）]をクリックし、LDAP検索ベー
スのエントリを指定して、[選択（Select）]をクリックします。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [ユーザとグループのフィルタの設定（Configure User and Group Filters）]ペインで、次のフィール
ドに入力します。

説明名前

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要がある特定のユーザを選択します。

ユーザフィルタ（User Filters）

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要があるグループを選択します。

グループフィルタ（Group Filters）

ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 10 [ユーザとグループの選択（Select Users and Groups）]ペインで、次のフィールドに入力します。

説明名前

[選択（Select）]をクリックして、特定のグルー
プを選択します。表示されるグループのリスト

は、前のペインで指定したグループフィルタに

よって異なります。

[LDAPグループ（LDAP Groups）]

[選択（Select）]をクリックして、特定のユーザ
を選択します。表示されるユーザのリストは、

前のペインで指定したユーザフィルタによって

異なります。

[LDAPユーザ（LDAP Users）]

ステップ 11 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 12 [LDAPユーザロールフィルタ（LDAP User Role Filter）]ペインで、[+]記号をクリックして、ユー
ザロールフィルタを追加します。

ステップ 13 [ユーザロールフィルタへのエントリの追加（Add Entry to User Role Filters）]ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

属性の名前。これには、グループ名を指定でき

ます。

[属性名（Attribute Name）]フィールド
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説明名前

次のいずれかにできます。

• [次の値と等しい（Equal to）]

• [次で始まる（Starts with）]

[演算子（Operator）]ドロップダウンリスト

このフィールドで値を指定します

[演算子（Operator）]フィールドと [属性値
（Attribute Value）]フィールドの値に一致する
すべてのユーザが、[ユーザロールのマップ
（Map User Role）]ドロップダウンリストで選
択するユーザロールに割り当てられます。

[属性値（Attribute Value）]フィールド

ユーザのマップ先とするユーザロールを選択し

ます。次のいずれかにできます。

•すべてのポリシー管理者

•請求管理者

•コンピューティング管理者

•サービスエンドユーザ

•グループ管理者

• IS管理者

•ネットワーク管理者

•オペレータ管理者

•ストレージ管理者

[ユーザロールのマップ（Map User Role）]ド
ロップダウンリスト

ステップ 14 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 15 [OK]をクリックします。
ユーザロールフィルタが [ユーザロールフィルタ（User Role Filters）]テーブルに追加されます。

複数のユーザロールフィルタが指定されている場合は、最初の行に指定されたフィル

タが処理されます。

（注）

グループメンバーシップ情報の表示

システム内のユーザは、複数のユーザグループに属することができます。ユーザがシステムに追

加されると、ユーザが属するすべてのグループもシステムに追加されます。ただし、最後にユー
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ザが追加されたグループは、ユーザのデフォルトのプライマリグループとして設定されます。

ユーザがどのグループにも属していない場合は、デフォルトのプライマリグループが [ドメイン
ユーザ（DomainUsers）]として設定されます。[プロファイルの管理（ManageProfiles）]オプショ
ンを使用して、ユーザのグループメンバーシップを表示し変更することができますが、CiscoUCS
Directorでは特定のユーザが属しているすべてのグループのリストを表示する追加オプションもあ
ります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]タブを選択します。

ステップ 3 テーブルからユーザを選択します。

ステップ 4 [グループメンバーシップ（Group Membership）]をクリックします。
[メンバー情報（Member Information）]ダイアログボックスに、ユーザが属するすべてのグループ
が表示されます。

ステップ 5 [閉じる（Close）]をクリックします。

LDAP サーバ情報の削除

LDAPサーバアカウントを削除すると、次の動作が開始されます。

• LDAPユーザに割り当てられていたリソースの割り当てが解除されます。

• LDAPユーザに割り当てられていた VMの割り当てが解除されます。

• LDAPグループに割り当てられていたリソースの割り当てが解除されます。

• LDAPグループに割り当てられていた VMの割り当てが解除されます。

• LDAPユーザに割り当てられていた VM共有ポリシーの割り当てが解除されます。

• LDAPユーザおよびグループに適用されていたタグがクリアされます。

•ユーザおよびグループが、データベースから直ちに削除されます。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [LDAP統合（LDAP Integration）]タブを選択します。

ステップ 3 テーブルから LDAPのアカウント名を選択します。

ステップ 4 [削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 5 [LDAPアカウントを削除する（Delete LDAP Account）]ダイアログボックスで、[削除（Delete）]
をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
これにより、Cisco UCS Director内の LDAPアカウントの削除が開始されます。LDAPアカウント
内のユーザ数およびグループ数によって、この削除プロセスが完了するまでに数分かかる場合が

あります。この間、LDAPアカウントがCiscoUCSDirectorに表示され続ける場合があります。[更
新（Refresh）]をクリックして、アカウントが削除されたことを確認します。

シングルサインオン

Cisco UCS Directorは、SAML 2.0に基づくシングルサインオン（SSO）サービスを提供していま
す。SSOを有効にするには、OneLogin Identity Provider（IDP）上に Cisco UCS Directorをサービス
プロバイダー（SP）として登録する必要があります。SSOでは、ユーザは個々のシステムにログ
インしなくても、複数のシステムにシームレスにアクセスできます。SPと IDP間で SSOを設定
して有効にすると、ユーザは OneLoginポータルにログインすれば、再度ログインせずに Cisco
UCS Directorにアクセスできます。

シングルサインオンを有効にするには、次の手順を実行します。

1 OneLoginサイトでユーザアカウントを作成します。

2 OneLoginサイトで Cisco UCS Directorアプライアンスの詳細をマッピングします。

詳細については、次を参照してください。OneLoginサイトでのCisco UCSDirectorアプライア
ンスのマッピング, （69ページ）

3 OneLoginサイトでシングルサインオン証明書を生成します。

詳細については、OneLogin証明書の生成, （70ページ）を参照してください。

4 OneLoginサイトで作成したアカウントと同じ証明書を使用して、Cisco UCS Directorでユーザ
アカウントを作成します。ユーザアカウントは、OneLoginサイトにマッピングされた同じア
プライアンス上に作成する必要があります。

ユーザの追加の詳細については、ユーザの追加, （4ページ）を参照してください。

5 OneLoginサイトで指定したアプライアンスに証明書をアップロードして、シングルサインオ
ンを有効にします。
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詳細については、シングルサインオンの有効化, （71ページ）を参照してください。

この手順を完了すると、OneLoginサイトに戻ってCiscoUCSDirectorをクリックしたときに、ユー
ザはユーザ名とパスワード情報の入力を求められません。

OneLogin サイトでの Cisco UCS Directorアプライアンスのマッピング

シングルサインオンを有効にするには、まず Cisco UCS Directorを実行中のシステムをマッピン
グする必要があります。

はじめる前に

OneLoginアカウントを持っている必要があります。

手順

ステップ 1 OneLoginサイトには、https://www.onelogin.comからアクセスします。

ステップ 2 アカウントの詳細を使用してサイトにログインします。

ステップ 3 メニューバーから、[アプリケーション（Apps）] > [アプリケーションの追加（Add Apps）]を選
択します。

ステップ 4 [アプリケーションの検索（Find Applications）]フィールドに、「SAML」と入力します。

ステップ 5 表示された検索結果で、[OneLogin SAMLテスト(IdP)SAML 2.0（OneLogin SAML Test (IdP) SAML
2.0）]を選択してダブルクリックします。
[情報（Info）]ペインが表示されます。

ステップ 6 [情報（Info）]ペインに、以下の情報を入力します。

説明フィールド

CiscoUCSDirectorを実行中のシステムの一意の
名前を入力します。

この名前は、OneLoginポータルのホームページ
に表示されます。このポータルでは、複数の

CiscoUCSDirectorアプライアンスを登録できま
す。そのため、システムを正確に識別できる名

前を入力してください。

[表示名（Display Name）]フィールド

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 8 メニューバーから [設定（Configuration）]を選択し、次の情報を入力します。
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説明フィールド

Cisco UCS Directorを実行中のシステムの URL
を入力します。

CiscoUCSDirectorのユーザインターフェ
イスにユーザがログインすると表示され

るURLを入力します。出力は次のように
なります。

https://<ip_address>/app/cloudmgr/cloudmgr.jsp

例：
https://10.10.10.10/app/cloudmgr/cloudmgr.jsp

重要

[SAMLコンシューマURL（SAML Consumer
URL）]フィールド

ステップ 9 [保存（Save）]をクリックします。
このサイトのホームページでは、指定したサーバの詳細に対応するアイコンが作成されます。

OneLoginサイトで登録するアプライアンスごとに、ホームページにアイコンが表示されます。こ
のアイコンをクリックすると、CiscoUCSDirectorのユーザインターフェイスに自動的に移動しま
す。

次の作業

OneLogin証明書を生成し、Cisco UCS Directorアプライアンスで SSOを有効にします。

OneLogin 証明書の生成

はじめる前に

• OneLoginアカウントを持っている必要があります。

• Cisco UCS Directorアプリケーションは、OneLogin Webサイトに登録されている必要があり
ます。

手順

ステップ 1 OneLoginサイトには、https://www.onelogin.comからアクセスします。

ステップ 2 アカウントの詳細を使用してサイトにログインします。

ステップ 3 メニューバーで、[設定（Settings）] > [SAML]を選択します。

ステップ 4 [標準強度の証明書(2048ビット)（Standard Strength Certificate (2048-bit)）]を選択します。

ステップ 5 [ダウンロード（Download）]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
onelogin.pemというファイルがシステムにダウンロードされます。
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次の作業

この証明書を Cisco UCS Directorアプライアンスにアップロードする必要があります。

シングルサインオンの有効化

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [シングルサインオン（Single Sign-On）]タブを選択します。

ステップ 3 [シングルサインオン（Single Sign-On）]ペインで、[シングルサインオンの有効化（Enable Single
Sign-On）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [アップロードするファイルの選択（Select a File for Upload）]フィールドで、ワンログイン証明
書ファイルを参照し、選択します。

ワンログイン証明書ファイルは、「onelogin.pem」という名前でシステムに保存されます。

ステップ 5 [アップロード（Upload）]をクリックします。

ステップ 6 アップロードが完了したら、[送信（Submit）]をクリックします。
OneLoginサイトから Cisco UCS Directorを起動する場合は、システムへのログインが要求されま
せん。

顧客組織のブランディング
Cisco UCS Directorは、次のレベルでのポータルのブランディングとカスタマイズをサポートして
います。

•グローバルレベル：システムレベルでのブランディングは、グローバル管理者によって変
更できます。

• MSP組織レベルまたはテナントレベル：このレベルでのブランディングは、管理者または
MSP管理者によって変更できます。

•顧客組織レベル：顧客組織は通常MSP組織にグループ化されます。したがってMSP管理者
またはグローバル管理者がブランディングの詳細を変更できます。

MSP組織レベルのブランディングサポートの導入に伴い、ユーザが確認するブランディングの変
更内容に適用される特定のルールがあります。適用される設定は、次によって異なります。

•ユーザロール：ユーザがエンドユーザか、グループ管理者か、またはMSP管理者か。

•ユーザが属する顧客組織とそれに対するブランディング設定。
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• MSP組織のブランディング設定。

次の表に、Cisco UCS Directorでのブランディング動作を示します。

表 1：Cisco Cisco UCS Directorでのブランディング動作

エンドユーザグループ管理者MSP 管理者顧客組織レベルの

ブランディング設

定

MSP 組織レベルの
ブランディング設

定

このユーザが属す

る顧客組織レベル

で設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

顧客組織レベルで

設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

MSP組織レベルで
設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

[はい（Yes）][はい（Yes）]

このユーザが属す

る顧客組織レベル

で設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

顧客組織レベルで

設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

[はい（Yes）][いいえ（No）]

顧客組織が属する

MSP組織レベルで
設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

この顧客組織が属

するMSP組織レ
ベルで設定したブ

ランディングの詳

細が表示されま

す。

MSP組織レベルで
設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

[いいえ（No）][はい（Yes）]

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

[いいえ（No）][いいえ（No）]
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ユーザグループのブランディング

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザグループ（User Group）]タブを選択します。

ステップ 3 ブランディングするグループを選択します。

ステップ 4 [ブランディング（Branding）]をクリックします。

ステップ 5 [グループブランディング（GroupBranding）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力
します。

説明フィールド名

ロゴイメージをアップロードするには、この

チェックボックスをオンにします。

ステップ 6に進みます。

[ロゴイメージ（Logo image）]チェックボック
ス

アプリケーションヘッダーに表示するアプリ

ケーションラベルをカスタマイズするには、こ

のチェックボックスをオンにします。

ステップ 8に進みます。

[アプリケーションラベル（ApplicationLabels）]
チェックボックス

ログアウト時に特定の URLに転送するには、
このチェックボックスをオンにします。

ステップ 9に進みます。

[ログアウト時のURL転送（URL Forwarding on
Logout）]チェックボックス

カスタムリンクをブランディングするには、こ

のチェックボックスをオンにします。

ステップ 10に進みます。

[カスタムリンク（CustomLinks）]チェックボッ
クス

ステップ 6 [アップロードするファイルの選択（Select a File for Upload）]フィールドで、ロゴイメージファ
イルを参照して選択します。

ロゴイメージの形式が JPG、PNG、またはGIFであることを確認します。最適なイメー
ジサイズは幅 200ピクセル、高さは 100ピクセルです。ダウンロード時間を短縮する
ため、イメージサイズを小さくしておくことをお勧めします。

（注）
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ステップ 7 [アップロード（Upload）]をクリックします。

ステップ 8 （任意） アプリケーションラベルとして、[ラベル1（Label 1）]および [ラベル2（Label 2）]
フィールドに少なくとも 1つのアプリケーションのラベルを入力します。

ステップ 9 （任意） [URL]フィールドに、ログアウト時にユーザを転送する URLを入力します。

ステップ 10 （任意） 少なくとも最初の 2つのフィールドに値を入力してください。

説明名前

カスタムリンク 1のラベル。[カスタムリンク1のラベル（Custom Link 1
Label）]フィールド

カスタムリンク 1の URL。[カスタムリンク1のURL（CustomLink 1URL）]
フィールド

カスタムリンク 2のラベル。[カスタムリンク2のラベル（Custom Link 2
Label）]フィールド

カスタムリンク 2の URL。[カスタムリンク2のURL（CustomLink 2URL）]
フィールド

ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックします。

顧客組織のブランディング
Cisco UCS Directorで顧客組織のロゴおよびアプリケーションラベルをカスタマイズできます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [顧客組織（CustomerOrganizations）]タブまたは [MSP組織（MSPOrganizations）]タブを選択しま
す。

これらの名前は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（Service Provider Feature）]を有
効にしている場合は、第1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定します。これらの名前は、イ
ンターフェイスのタブとして表示されます。[サービスプロバイダー機能（ServiceProviderFeature）]
を無効にしている場合は、[顧客組織（Customer Organizations）]タブのみが表示されます。
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ステップ 3 ブランディングする顧客組織を選択します。

ステップ 4 [ブランディング（Branding）]をクリックします。

ステップ 5 [グループブランディング（GroupBranding）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力
します。

説明フィールド名

ロゴイメージをアップロードするには、この

チェックボックスをオンにします。

ステップ 6に進みます。

[ロゴイメージ（Logo image）]チェックボック
ス

アプリケーションヘッダーに表示するアプリ

ケーションラベルをカスタマイズするには、こ

のチェックボックスをオンにします。

ステップ 8に進みます。

[アプリケーションラベル（ApplicationLabels）]
チェックボックス

ログアウト時に特定の URLに転送するには、
このチェックボックスをオンにします。

ステップ 9に進みます。

[ログアウト時のURL転送（URL Forwarding on
Logout）]チェックボックス

カスタムリンクをブランディングするには、こ

のチェックボックスをオンにします。

ステップ 10に進みます。

[カスタムリンク（CustomLinks）]チェックボッ
クス

ステップ 6 [アップロードするファイルの選択（Select a File for Upload）]フィールドで、ロゴイメージファ
イルを参照して選択します。

ロゴイメージの形式が JPG、PNG、またはGIFであることを確認します。最適なイメー
ジサイズは幅 200ピクセル、高さは 100ピクセルです。ダウンロード時間を短縮する
ため、イメージサイズを小さくしておくことをお勧めします。

（注）

ステップ 7 [アップロード（Upload）]をクリックします。

ステップ 8 （任意） アプリケーションラベルとして、[ラベル1（Label 1）]および [ラベル2（Label 2）]
フィールドに少なくとも 1つのアプリケーションのラベルを入力します。

ステップ 9 （任意） [URL]フィールドに、ログアウト時にユーザを転送する URLを入力します。

ステップ 10 （任意） 少なくとも最初の 2つのフィールドに値を入力してください。

説明名前

カスタムリンク 1のラベル。[カスタムリンク1のラベル（Custom Link 1
Label）]フィールド

カスタムリンク 1の URL。[カスタムリンク1のURL（CustomLink 1URL）]
フィールド
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説明名前

カスタムリンク 2のラベル。[カスタムリンク2のラベル（Custom Link 2
Label）]フィールド

カスタムリンク 2の URL。[カスタムリンク2のURL（CustomLink 2URL）]
フィールド

ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックします。

ログインページのブランディング
ログインページは、ドメイン名に関連付けられているロゴを示すように設定できます。エンド

ユーザがそのドメインからログインすると、ログインページでそのカスタムロゴが表示されま

す。ロゴの最適なイメージのサイズは幅 890ピクセル、高さ 470ピクセルで、余白に 255ピクセ
ルが割り当てられています。シスコは、より高速なダウンロードを実現するために、イメージサ

イズを小さくすることを推奨しています。

グループまたは顧客組織のログインページは、最初にブランディングで設定される（有効に

される）必要があります。

（注）

カスタムドメインロゴの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ログインページブランディング（Login Page Branding）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [ドメインブランディング（Domain Branding）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入
力します。

説明名前

ブランディングするドメイン名。[ドメイン名（Domain Name）]フィールド
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説明名前

アップロードするロゴファイル。

ロゴの最適なイメージサイズは、幅

890ピクセル、高さ470ピクセル、余
白 255ピクセルです。ダウンロード
時間を短縮するため、イメージサイ

ズを小さくしておくことをお勧めし

ます。

（注）

[アップロードするファイルの選択（Select a file
for upload）]フィールド

指定されたドメイン名からのログインページ

ブランディングを有効にするには、このチェッ

クボックスをオンにします。

[カスタムドメインロゴ（CustomDomainLogo）]
チェックボックス

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
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