
サーバユーティリティ

この章は、次の内容で構成されています。

• リモートサーバへのテクニカルサポートデータのエクスポート, 1 ページ

• CIMCの再起動, 3 ページ

• CIMCの出荷時デフォルトへのリセット, 4 ページ

• CIMC設定のエクスポートとインポート, 5 ページ

リモートサーバへのテクニカルサポートデータのエク

スポート
このタスクは、Cisco Technical Assistance Center（TAC）から要求された場合に実行します。この
ユーティリティは、TACが技術上の問題をトラブルシューティングおよび解決する際に役立つ設
定情報、ログ、および診断データが含まれる要約レポートを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

テクニカルサポートコマンドモードを開始し

ます。

Server /cimc # scope
tech-support

ステップ 2   

サポートデータファイルを保存する必要のある

リモートサーバの IPアドレスを指定します。
Server /cimc/tech-support # set
remote-ip ip-address

ステップ 3   

サーバ上に保存するサポートデータのファイル

名を指定します。この名前を入力するときは、

Server /cimc/tech-support # set
remote-path path/filename

ステップ 4   

ファイルの相対パスを、サーバツリーの最上位

から目的の場所まで含めてください。
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目的コマンドまたはアクション

リモートサーバプロトコルを指定します。リ

モートサーバプロトコルは、次のいずれかで

す。

Server /cimc/tech-support # set
remote-protocol protocol-type

ステップ 5   

• tftp

• ftp

• sftp

• scp

• http

（任意）システムがリモートサーバへのログイ

ンに使用する必要のあるユーザ名。

Server /cimc/tech-support # set
remote-username username

ステップ 6   

このユーザ名は、リモートサーバが

TFTPまたは HTTPの場合は適用され
ません。

（注）

（任意）リモートユーザ名のパスワード。Server /cimc/tech-support # set
remote-password password

ステップ 7   

このパスワードは、リモートサーバ

が TFTPまたは HTTPの場合は適用さ
れません。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

Server /cimc/tech-support #
commit

ステップ 8   

リモートサーバへのサポートデータファイル

の転送を開始します。

Server /cimc/tech-support # startステップ 9   

ファイルのアップロードのステータスを表示し

ます。

Server /cimc/tech-support # show
detail

ステップ 10   

（任意）リモートサーバへのサポートデータ

ファイルの転送を取り消します。

Server /cimc/tech-support #
cancel

ステップ 11   

次に、サポートデータファイルを作成し、そのファイルを TFTPサーバに転送する例を示しま
す。

Server# scope cimc
Server /cimc # scope tech-support
Server /cimc/tech-support # set remote-ip 10.20.30.41
Server /cimc/tech-support *# set remote-path /user/user1/supportfile
Server /cimc/tech-support *# set remote-protocol tftp
Server /cimc/tech-support *# commit
Server /cimc/tech-support # start
Tech Support upload started.
Server /cimc/tech-support # show detail
Tech Support:
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Server Address: 10.20.30.41
Path: /user/user1/supportfile
Protocol: tftp
Username:
Password: ******
Progress(%): 0
Status: COLLECTING

Server /cimc/tech-support # show detail
Tech Support:

Server Address: 10.20.30.41
Path: /user/user1/supportfile
Protocol: tftp
Username:
Password: ******
Progress(%): 85
Status: COLLECTING

Server /cimc/tech-support # show detail
Tech Support:

Server Address: 10.20.30.41
Path: /user/user1/supportfile
Protocol: tftp
Username:
Password: ******
Progress(%): 100
Status: COMPLETED

次の作業

生成されたレポートファイルを Cisco TACに提供します。

CIMC の再起動
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー

バのトラブルシューティング時に、CIMCの再起動が必要になることがあります。この手順は、
通常のサーバメンテナンスには含まれません。 CIMCを再起動した後にログオフすると、CIMC
は数分間使用できません。

サーバが電源投入時自己診断テスト（POST）を実行しているとき、またはExtensibleFirmware
Interface（EFI）シェルを操作しているときに CIMCを再起動すると、サーバの電源は、CIMC
の再起動が完了するまでオフになります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

確認のプロンプトが表示されたら、CIMC
を再起動します。

Server /cimc # rebootステップ 2   
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次に、CIMCを再起動する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # reboot
This operation will reboot the CIMC.
Continue?[y|N]y

CIMC の出荷時デフォルトへのリセット
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー

バのトラブルシューティング時に、CIMCの出荷時デフォルトへのリセットが必要になることが
あります。これを行うと、ユーザが設定可能なすべての設定がリセットされます。

この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。 CIMCをリセットした後は、ログオ
フしてから再びログインする必要があります。また、接続が失われ、ネットワーク設定を再び指

定する必要がある場合もあります。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

確認プロンプトの後に、CIMCが出荷時デ
フォルトにリセットされます。

Server /cimc # factory-defaultステップ 2   

CIMCの出荷時デフォルトには、次の条件が含まれます。

• CIMC CLIへのアクセス用に、SSHがイネーブルになっている。

• CIMC GUIへのアクセス用に、HTTPSがイネーブルになっている。

•単一ユーザアカウントが存在している（ユーザ名は admin、パスワードは passwordです）。

•管理ポートで DHCPがイネーブルになっている。

•ブート順が EFI、CDROM、PXE（LoMを使用）、FDD、HDDになっている。

• KVMと vMediaがイネーブルになっている。

• USBがイネーブルになっている。

• SoLがディセーブルになっている。

次に、CIMCを出荷時デフォルトにリセットする例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # factory-default
This operation will reset the CIMC configuration to factory default.
All your configuration will be lost.
Continue?[y|N]
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CIMC 設定のエクスポートとインポート

CIMC 設定のエクスポートとインポート
CIMC設定のバックアップを実行するには、システム設定のスナップショットを作成し、生成さ
れた CIMC設定ファイルをネットワーク上の場所にエクスポートします。エクスポート操作で保
存されるのは、管理プレーンからの情報だけです。サーバ上のデータはバックアップされません。

ユーザアカウントやサーバ証明書など、機密情報の設定はエクスポートされません。

エクスポートされた CIMC設定ファイルは、同じシステムで復元したり、別の CIMCシステムに
インポートしたりできます。ただし、インポートするシステムのソフトウェアバージョンとエク

スポートするシステムのソフトウェアバージョンが同じであるか、両者の設定に互換性があるこ

とが前提となります。設定ファイルを設定テンプレートとして他のシステムにインポートする場

合は、IPアドレスやホスト名などシステム固有の設定を変更する必要があります。インポート操
作によって情報が変更されるのは、管理プレーンだけです。

CIMC設定ファイルは XMLテキストファイルで、その構造と要素は CIMCコマンドモードに対
応しています。

エクスポートまたはインポート操作を実行する場合は、次のガイドラインを考慮してください。

•エクスポートまたはインポートは、システムがアップ状態で、稼働しているときに実行でき
ます。エクスポート操作によるサーバまたはネットワークトラフィックへの影響はありま

せんが、インポート操作によって IPアドレスなどが変更されると、トラフィックが中断され
たりサーバがリブートされたりすることがあります。

•エクスポートとインポートを同時に実行することはできません。

CIMC 設定のエクスポート

セキュリティ上の理由から、この操作でユーザアカウントやサーバ証明書をエクスポートし

ないでください。

（注）

はじめる前に

•バックアップ TFTPサーバの IPアドレスを取得します。

•コンフィギュレーションファイルのインポート時にSNMPの設定情報を復元する場合は、コ
ンフィギュレーションファイルを作成する前に、このサーバでSNMPがイネーブルになって
いることを確認します。コンフィギュレーションをエクスポートするときに SNMPがディ
セーブルになっていると、CIMCは、ファイルのインポート時に SNMPの値を適用しませ
ん。
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手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

import-exportコマンドモードを開始します。Server /cimc # scope import-exportステップ 2   

バックアップ操作を開始します。コンフィ

ギュレーションファイルは、指定した IPア
Server /cimc/import-export #
export-config tftp-ip-address
path-and-filename

ステップ 3   

ドレスにある TFTPサーバ上に指定したパス
とファイル名で保存されます。

エクスポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、showdetailコマンドを使用します。
操作を中止するには、CTRL+Cを入力します。

次に、CIMCコンフィギュレーションファイルをバックアップする例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope import-export
Server /cimc/import-export # export-config 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Export config started. Please check the status using "show detail".
Server /cimc/import-export # show detail
Import Export:

Operation: EXPORT
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE

Server /cimc/import-export #

CIMC 設定のインポート

はじめる前に

コンフィギュレーションファイルのインポート時にSNMP設定情報を復元する場合は、インポー
トを行う前にこのサーバでSNMPがディセーブルになっていることを確認します。インポート時
に SNMPがイネーブルになっていると、CIMCは、現在の値を、コンフィギュレーションファイ
ルに保存されている値で上書きしません。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

import-exportコマンドモードを開始します。Server /cimc # scope import-exportステップ 2   

インポート操作を開始します。指定した IP
アドレスにある TFTPサーバ上の、指定した

Server /cimc/import-export #
import-config tftp-ip-address
path-and-filename

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

パスとファイル名のコンフィギュレーション

ファイルがインポートされます。

インポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、 showdetail コマンドを使用します。
操作を中止するには、CTRL+Cを入力します。

次に、CIMCコンフィギュレーションをインポートする方法を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope import-export
Server /cimc/import-export # import-config 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Import config started. Please check the status using "show detail".
Server /cimc/import-export #
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