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ロールベースアクセスコントロール
ロールベースアクセスコントロール（RBAC）は、ユーザのロールとロケールに基づいてユーザ
のシステムアクセスを制限または許可する方法です。ロールによってシステム内でのユーザの権

限が定義され、ロケールによってユーザがアクセス可能な組織（ドメイン）が定義されます。権

限がユーザに直接割り当てられることはないため、個々のユーザ権限の管理では、適切なロール

とロケールを割り当てることが主な作業になります。

必要なシステムリソースへの書き込みアクセス権限がユーザに与えられるのは、割り当てられた

ロールによりアクセス権限が与えられ、割り当てられたロケールによりアクセスが許可されてい

る場合に限ります。たとえば、エンジニアリング組織内のサーバ管理者ロールを持つユーザは、

エンジニアリング組織内のサーバ設定を更新できますが、そのユーザに割り当てられたロケール

に財務組織が含まれていなければ、財務組織内のサーバ設定を更新できません。
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Cisco UCSのユーザアカウント
ユーザアカウントは、システムにアクセスするために使用されます。各 Cisco UCS Managerで、
最大 48のローカルユーザアカウントを設定できます。各ユーザアカウントには、一意のユーザ
名とパスワードが必要です。

ユーザアカウントは、SSH公開キーを付けて設定できます。公開キーは、OpenSSHと SECSHの
いずれかの形式で設定できます。

管理者アカウント

各Cisco UCSドメインには管理者アカウントがあります。管理者アカウントはデフォルトユーザ
アカウントであり、変更や削除はできません。このアカウントは、システム管理者またはスー

パーユーザアカウントであり、すべての権限が与えられています。 adminアカウントには、デ
フォルトのパスワードは割り当てられません。初期システムセットアップ時にパスワードを選択

する必要があります。

管理者アカウントは常にアクティブで、有効期限がありません。管理者アカウントを非アクティ

ブに設定することはできません。

ローカル認証されたユーザアカウント

ローカル認証されたユーザアカウントは、ファブリックインターコネクトのを介して直接認証さ

れ、adminまたは aaa権限の所有者によって有効または無効にできます。ローカルユーザアカウ
ントが無効になっている場合、ユーザはログインできません。無効化されたローカルユーザア

カウントの設定の詳細は、データベースから削除されません。無効化されたローカルユーザア

カウントを再び有効にすると、そのアカウントは、ユーザ名とパスワードを含め、既存の設定で

再びアクティブになります。

リモート認証されたユーザアカウント

リモート認証されたユーザアカウントとは、LDAP、RADIUS、または TACACS+で認証された
ユーザアカウントです。

ユーザがローカルユーザアカウントとリモートユーザアカウントを同時に保持している場合は、

ローカルユーザアカウントで定義されたロールによってリモートユーザアカウントのロールが

上書きされます。

ユーザアカウントの有効期限

ユーザアカウントは、事前に定義した時間に有効期限が切れるように設定できます。有効期限に

達すると、ユーザアカウントは無効になります。

デフォルトでは、ユーザアカウントの有効期限はありません。

ユーザアカウントに有効期限を設定した後、「有効期限なし」に再設定することはできませ

ん。ただし、アカウントの有効期限を使用可能な最も遅い日付に設定することは可能です。

（注）
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Cisco UCSユーザ名に関するガイドライン
ユーザ名は、Cisco UCS Managerのログイン IDとしても使用されます。 Cisco UCSのユーザアカ
ウントにログイン IDを割り当てる際は、次のガイドラインおよび制約事項を考慮してください。

•ログイン IDには、次を含む 1～ 32の文字を含めることができます。

◦任意の英字

◦任意の数字

◦ _（アンダースコア）

◦ -（ダッシュ）

◦ .（ドット）

•ログイン IDは、Cisco UCS Manager内で一意である必要があります。

•ログイン IDは、英文字から始まる必要があります。アンダースコアなどの特殊文字や数字
から始めることはできません。

•ログイン IDでは、大文字と小文字が区別されます。

•すべてが数字のログイン IDは作成できません。

•ユーザアカウントの作成後は、ログイン IDを変更できません。ユーザアカウントを削除
し、新しいユーザアカウントを作成する必要があります。

予約語：ローカル認証されたユーザアカウント

次の語は Cisco UCSでローカルユーザアカウントを作成するときに使用できません。

• root

• bin

• daemon

• adm

• lp

• sync

•シャットダウン

• halt

• news

• uucp

• operator

• games
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• gopher

• nobody

• nscd

• mailnull

• mail

• rpcuser

• rpc

• mtsuser

• ftpuser

• ftp

• man

• sys

• samdme

• debug

Cisco UCSパスワードに関するガイドライン
ローカル認証されるユーザアカウントのそれぞれにパスワードが必要です。 adminまたは aaaの
権限を持つユーザは、Cisco UCS Managerを設定して、ユーザパスワードの強度確認を実行でき
ます。パスワードの強度確認が有効になっている場合は、各ユーザが強力なパスワードを使用す

る必要があります。

各ユーザが強力なパスワードを設定することを推奨します。ローカル認証ユーザに対するパス

ワードの強度確認を有効にすると、CiscoUCSManagerは、次の要件を満たさないパスワードを拒
否します。

• 8～ 80文字を含む。

•次の少なくとも 3種類を含む。

◦小文字

◦大文字

◦数字

◦特殊文字

• aaabbbなど連続して 3回を超えて繰り返す文字を含まない。

•ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではない。

•パスワードディクショナリチェックに合格する。たとえば、パスワードには辞書に記載さ
れている標準的な単語に基づいたものを指定することはできません。
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•次の記号を含まない。$（ドル記号）、?（疑問符）、=（等号）。

•ローカルユーザアカウントおよび adminアカウントのパスワードは空白にしない。

ユーザアカウントの Web セッション制限
Webセッション制限は、ある時点おいて、特定のユーザアカウントがアクセス可能なWebセッ
ションの数（GUIと XMLの両方）を制限するために、Cisco UCS Managerによって使用されま
す。

各 Cisco UCSManagerドメインは、ユーザごとに最大 32の同時Webセッションをサポートし、合
計 256のユーザセッションをサポートします。デフォルトでは、Cisco UCS Managerが許可する
同時Webセッションはユーザ 1人あたり 32に設定されます。ただし、この値はシステム上限で
ある 256まで設定できます。

ユーザロール
ユーザロールには、ユーザに許可する操作を定義する 1つ以上の権限が含まれています。各ユー
ザに 1つ以上のロールを割り当てることができます。複数のロールを持つユーザは、割り当てら
れたすべてのロールを組み合わせた権限を持ちます。たとえば、Role1にストレージ関連の権限
が含まれ、Role2にサーバ関連の権限が含まれている場合、Role1とRole2の両方を持つユーザは、
ストレージ関連の権限とサーバ関連の権限を持つことになります。

Cisco UCSドメインには、デフォルトのユーザロールを含めて、最大 48のユーザロールを含め
ることができます。最初の 48のユーザロール以降に設定されたユーザロールは受け入れられま
すが、エラーが発生して非アクティブになります。

すべてのロールには、Cisco UCSドメイン内のすべての設定に対する読み取りアクセス権限が含
まれています。読み取り専用ロールを持つユーザは、システムのステータスを変更できません。

ロールは、作成、変更（新しい権限の追加や既存の権限の削除）、および削除できます。ロール

を変更すると、そのロールを持つすべてのユーザに新しい権限が適用されます。権限の割り当て

は、デフォルトロールに定義されている権限に限定されません。つまり、カスタムの権限の組み

合わせを使用して、独自のロールを作成できます。たとえば、デフォルトのサーバアドミニスト

レータロールとストレージアドミニストレータロールの権限は異なっていますが、両方のロー

ルの権限を組み合わせて、新しい 1つのサーバおよびストレージアドミニストレータロールを作
成できます。

ロールがユーザへの割り当て後に削除されると、それらのユーザアカウントからも削除されま

す。

AAAサーバ（RADIUSまたは TACACS+）上のユーザプロファイルは、そのユーザに与える権限
に対応したロールを追加するように変更する必要があります。属性はロール情報を保存するため

に使用されます。AAAサーバでは、要求とともにこの属性が返され、それを解析してロールが得
られます。 LDAPサーバでは、ユーザプロファイル属性内のロールが返されます。
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ローカルユーザアカウントとリモートユーザアカウントが同じユーザ名の場合、リモート

ユーザに割り当てられているすべてのロールは、ローカルユーザに割り当てられているロー

ルによって上書きされます。

（注）

デフォルトユーザロール

システムには、次のデフォルトのユーザロールが用意されています。

AAAアドミニストレータ

ユーザ、ロール、およびAAA設定に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの
残りの部分に対する読み取りアクセス権。

管理者

システム全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。デフォルトの adminアカ
ウントは、デフォルトでこのロールが割り当てられ、変更はできません。

ファシリティマネージャ

power-mgmt権限による、電源管理操作に対する読み取りと書き込みアクセス。システムの
残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Network Administrator

ファブリックインターコネクトインフラストラクチャとネットワークセキュリティ操作に

対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分に対する読み取りアクセ

ス権。

動作

システムのログ（syslogサーバを含む）と障害に対する読み取りと書き込みのアクセス権。
システムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Read-Only

システム設定に対する読み取り専用アクセス権。システム状態を変更する権限はありませ

ん。

Server Compute

サービスプロファイルのほとんどの側面に対する読み取りと書き込みのアクセス権。ただ

し、ユーザは vNICや vHBAを作成、変更、削除できません。

サーバ機器アドミニストレータ

物理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分

に対する読み取りアクセス権。
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サーバプロファイルアドミニストレータ

論理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分

に対する読み取りアクセス権。

サーバセキュリティアドミニストレータ

サーバセキュリティ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残

りの部分に対する読み取りアクセス権。

ストレージアドミニストレータ

ストレージ操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分に対す

る読み取りアクセス権。

予約語：ユーザロール

次の単語は、Cisco UCSでカスタムロールを作成するときに使用できません。

•ネットワーク管理者

•ネットワークオペレータ

• VDC管理者

• VDCオペレータ

• server-admin

権限

ユーザロールを割り当てられたユーザは、権限により、特定のシステムリソースへアクセスした

り、特定のタスクを実行したりできるようになります。次の表に、各権限と、その権限がデフォ

ルトで与えられるユーザロールのリストを示します。

これらの権限および権限によってユーザが実行可能なタスクの詳細情報は、『Privileges inCisco
UCS』は、次のURLで入手可能です。 http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/prod_technical_
reference_list.htmlにあります。

ヒント

表 1：ユーザの権限

デフォルトのロール割り当て説明特権

AAAアドミニストレータシステムセキュリティおよび
AAA

aaa

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 7

ロールベースアクセスコントロールの設定

予約語：ユーザロール

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/prod_technical_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/prod_technical_reference_list.html


デフォルトのロール割り当て説明特権

管理者システム管理admin

Network Administrator外部 LAN設定ext-lan-config

Network Administrator外部 LANポリシーext-lan-policy

Network Administrator外部 LAN QoSext-lan-qos

Network Administrator外部 LANセキュリティext-lan-security

ストレージアドミニストレータ外部 SAN設定ext-san-config

ストレージアドミニストレータ外部 SANポリシーext-san-policy

ストレージアドミニストレータ外部 SAN QoSext-san-qos

ストレージアドミニストレータ外部 SANセキュリティext-san-security

動作アラームおよびアラームポリ

シー

障害

動作ログおよび Smart Call Homeoperations

動作組織管理org-management

Network Administratorポッド設定pod-config

Network Administratorポッドポリシーpod-policy

Network Administratorポッド QoSpod-qos

Network Administratorポッドセキュリティpod-security

ファシリティマネージャ電源管理操作に対する読み取り

および書き込みアクセス権

power-mgmt

Read-Only読み取り専用アクセス権

読み取り専用は、権限として選

択できません。この権限は、す

べてのユーザロールに割り当て

られます。

read-only

サーバ機器アドミニストレータサーバハードウェア管理server-equipment
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デフォルトのロール割り当て説明特権

サーバ機器アドミニストレータサーバメンテナンスserver-maintenance

サーバ機器アドミニストレータサーバポリシーserver-policy

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サーバセキュリティserver-security

サーバ計算アドミニストレータサービスプロファイルの計算service-profile-compute

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイル設定service-profile-config

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイル設定ポリ

シー

service-profile-config-policy

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルエンド

ポイントアクセス

service-profile-ext-access

Network Administratorサービスプロファイルネット

ワーク

service-profile-network

Network Administratorサービスプロファイルネット

ワークポリシー

service-profile-network-policy

Network Administratorサービスプロファイル QoSservice-profile-qos

Network Administratorサービスプロファイル QoSポ
リシー

service-profile-qos-policy

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルセキュ

リティ

service-profile-security

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルセキュ

リティポリシー

service-profile-security-policy

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルサーバ

管理

service-profile-server

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルコン

シューマ

service-profile-server-oper

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルプール

ポリシー

service-profile-server-policy
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デフォルトのロール割り当て説明特権

ストレージアドミニストレータサービスプロファイルストレー

ジ

service-profile-storage

ストレージアドミニストレータサービスプロファイルストレー

ジポリシー

service-profile-storage-policy

ユーザロケール
ユーザには、ロケールを 1つ以上割り当てることができます。各ロケールには、ユーザからのア
クセスを許可する 1つ以上の組織（ドメイン）を定義します。アクセスは、このロケールで指定
された組織の範囲内に制限されます。このルールの 1つの例外として、組織が指定されていない
ロケールがあります。この場合、すべての組織内のシステムリソースに対して無制限のアクセス

が可能になります。

Cisco UCSドメインには最大 48のユーザロケールを含めることができます。最初の 48のユーザ
ローケル以降に設定されたユーザロケールは受け入れられますが、エラーが発生して非アクティ

ブになります。

adminまたはaaaの権限を持つユーザは、他のユーザのロケールに組織を割り当てることができま
す。組織の割り当ては、それを行うユーザのロケール内の組織だけに制限されます。たとえば、

ロケールにエンジニアリング組織しか含まれていない場合、そのロケールを割り当てられたユー

ザは、他のユーザにエンジニアリング組織のみを割り当てることできます。

次の権限の 1つ以上を持つユーザにロケールを割り当てることはできません。（注）

• aaa

• admin

•障害

• operations

組織は階層的に管理できます。トップレベルの組織に割り当てられたユーザは、自動的にその下

にあるすべての組織にアクセスできます。たとえば、エンジニアリング組織が、ソフトウェアエ

ンジニアリング組織とハードウェアエンジニアリング組織で構成されているとします。ソフト

ウェアエンジニアリング組織のみを含むロケールでは、その組織内のシステムリソースにしかア

クセスできません。一方、エンジニアリング組織が含まれるロケールでは、ソフトウェアエンジ

ニアリング組織とハードウェアエンジニアリング組織の両方のリソースにアクセスできます。
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ユーザロールの設定

ユーザロールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ユーザロールを作成し、セキュリティロール

モードを開始します。

UCS-A /security # create role
name

ステップ 2   

ロールに 1つ以上の権限を追加します。UCS-A /security/role # add
privilege privilege-name

ステップ 3   

複数の privilege-nameを同じコマンドラ
インに指定してロールに複数の権限を

追加することもできますし、複数のadd
コマンドを使用して同じロールに複数

の権限を追加することもできます。

（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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、service-profile-security-adminロールを作成し、ロールにサービスプロファイルセキュ
リティおよびサービスプロファイルセキュリティポリシー権限を追加し、トランザクションを

コミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create role ls-security-admin
UCS-A /security/role* # add privilege service-profile-security service-profile-security-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールへの権限の追加

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ユーザロールの既存の権限に 1つ以上の権限を追
加します。

UCS-A /security/role # add
privilege privilege-name

ステップ 3   

複数の privilege-nameを同じコマンドラ
インに指定してロールに複数の権限を追

加することもできますし、複数の add
privilegeコマンドを使用して同じロール
に複数の権限を追加することもできま

す。

（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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、service-profile-security-adminロールにサーバセキュリティ権限とサーバポリシー権
限を追加し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # add privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールの権限の置換

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   

ユーザロールの既存の権限を置き換えます。UCS-A /security/role # set
privilege privilege-name

ステップ 3   

同じコマンドラインで複数の

privilege-nameを指定することで、既存
の権限を複数の権限に置換できます。

権限を置換した後、add privilegeコマ
ンドを使用して同じロールに権限を追

加できます。

（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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
12 OL-31133-02   

ロールベースアクセスコントロールの設定

ユーザロールの権限の置換



次の例では、service-profile-security-adminロール用の既存の権限をサーバセキュリティおよびサー
バポリシー権限に置き換え、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # set privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールからの権限の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   

既存のユーザロール特権から 1つ以上の特権を削
除します。

UCS-A /security/role # remove
privilege privilege-name

ステップ 3   

同じコマンドラインで複数の

privilege-nameを指定することで、複数
の特権をロールから削除できます。ま

た、複数の remove privilegeコマンドを
使用することで、同じロールから特権を

削除できます。

（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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、service-profile-security-adminロールからサーバセキュリティ特権とサーバポリシー特権を
削除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # remove privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #
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ユーザロールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ユーザロールを削除します。UCS-A /security # delete role nameステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次に、service-profile-security-adminロールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete role service-profile-security-admin
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

ロケールの設定

ロケールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ロケールを作成し、セキュリティロケール

モードを開始します。

UCS-A /security # create locale
locale-name

ステップ 2   

ロケールに組織を参照（バインド）します。

org-ref-name引数は組織参照の識別に使用さ
UCS-A /security/locale # create
org-ref org-ref-name orgdn orgdn
org-root/org-ref-name

ステップ 3   

れる名前で、orgdn-name引数は参照されて
いる組織の識別名です。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/locale #
commit-buffer

ステップ 4   
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次の例は、westernロケールを作成し、そのロケールに財務組織を参照し、参照に finance-refとい
う名前を指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create locale western
UCS-A /security/locale* # create org-ref finance-ref orgdn org-root/org-finance
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールへの組織の割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティロケールモードを開始しま

す。

UCS-A# scope locale locale-nameステップ 2   

ロケールに組織を参照（バインド）します。

org-ref-name引数は組織参照の識別に使用さ
UCS-A /security/locale # create
org-ref org-ref-name orgdn
org-root/org-ref-name

ステップ 3   

れる名前で、orgdn-name引数は参照されて
いる組織の識別名です。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/locale #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、westernロケールに入り、そのロケールに marketing組織を追加（参照）し、参照に
marketing-refという名前を指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope locale western
UCS-A /security/locale* # create org-ref marketing-ref orgdn org-root/org-marketing
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールからの組織の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティロケールモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope locale
locale-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ロケールから組織を削除します。UCS-A /security/locale # delete org-ref
org-ref-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/locale # commit-bufferステップ 4   

次に、westernロケールから finance組織を削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope locale western
UCS-A /security/locale # delete org-ref finance-ref
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ロケールを削除します。UCS-A /security # delete locale
locale-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次の例は、westernロケールを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete locale western
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

ローカル認証されたユーザアカウントの設定

ユーザアカウントの作成

少なくとも、次のユーザを作成することを推奨します。

•サーバアドミニストレータアカウント
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•ネットワークアドミニストレータアカウント

•ストレージアドミニストレータ

はじめる前に

システムに次のいずれかがある場合は、該当するタスクを実行します。

•リモート認証サービス：ユーザがリモート認証サーバに存在すること、および適切なロール
と権限を持っていることを確認します。

•組織のマルチテナント機能：1つ以上のロケールを作成します。ロケールが 1つもない場
合、すべてのユーザはルートに作成され、すべての組織のロールと権限が割り当てられま

す。

• SSH認証。SSHキーを取得します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザのユーザアカウント

を作成し、セキュリティローカルユーザモー

ドを開始します。

UCS-A /security # create
local-user local-user-name

ステップ 2   

ローカルユーザアカウントをイネーブルにす

るか、ディセーブルにするかを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
account-status {active| inactive}

ステップ 3   

ローカルユーザアカウントのアカウントス

テータスが非アクティブに設定された場合、

ユーザは既存のクレデンシャルを使用してシス

テムにロギングできません。

ユーザアカウントのパスワードを設定しますUCS-A /security/local-user # set
password password

ステップ 4   

（任意）

ユーザの名前を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
firstname first-name

ステップ 5   

（任意）

ユーザの姓を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
lastname last-name

ステップ 6   

（任意）

ユーザアカウントが期限切れになる日付を指

定します。 month引数は、月の英名の最初の 3
文字です。

UCS-A /security/local-user # set
expiration month day-of-month
year

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

ユーザアカウントに有効期限を設定

した後、「有効期限なし」に再設定

することはできません。ただし、ア

カウントの有効期限を使用可能な最

も遅い日付に設定することは可能で

す。

（注）

（任意）

ユーザの電子メールアドレスを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
email email-addr

ステップ 8   

（任意）

ユーザの電話番号を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
phone phone-num

ステップ 9   

（任意）

パスワードレスアクセス用の SSHキーを指定
します。

UCS-A /security/local-user # set
sshkey ssh-key

ステップ 10   

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例は、kikipopoという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルに
し、foo12345にパスワードを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

次の例は、linceyという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルにし、
パスワードレスアクセス用の OpenSSHキーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user lincey
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set sshkey "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw85lkdQqap+NFuNmHcb4K
iaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VOIEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpD
m8HPh2LOgyH7Ei1MI8="
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

次の例は、jforlenzという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルに
し、パスワードレスアクセス用のセキュアSSHキーを設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user jforlenz
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set sshkey
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
User's SSH key:
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> ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
>AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw8
>5lkdQqap+NFuNmHcb4KiaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VO
>IEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpDm8HPh2LOgyH7Ei1MI8=
> ---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
> ENDOFBUF
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ローカル認証されたユーザへのパスワード強度チェックのイネーブル

化

パスワードの強度の確認を有効にするには、ユーザが adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワードの強度の確認が有効になっている場合、Cisco UCS Managerでは、強力な
パスワードのガイドラインを満たしていないパスワードを選択できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

パスワードの強度確認をイネーブルにす

るか、ディセーブルにするかを指定しま

す。

UCS-A /security #
enforce-strong-password {yes | no}

ステップ 2   

次に、パスワード強度チェックをイネーブルにする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # set enforce-strong-password yes
UCS-A /security #

ユーザアカウントの Web セッション制限の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

システムサービスWebセッション制限モー
ドを開始します。

UCS-A /system/services # scope
web-session-limits

ステップ 3   

各ユーザに許可する同時 HTTPおよび
HTTPSセッションの最大数を設定します。

UCS-A
/system/services/web-session-limits #
set peruser num-of-logins-per-user

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

1～ 256の整数を入力します。デフォルト
では、この値は 32に設定されています。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/system/services/web-session-limits #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、各ユーザアカウントに許可する HTTPおよび HTTPSセッションの最大数を 60に設定し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # scope web-session-limits
UCS-A /system/services/web-session-limits* # set peruser 60
UCS-A /system/services/web-session-limits* # commit-buffer
UCS-A /system/services/web-session-limits #

ユーザアカウントへのロールの割り当て

ユーザロールと権限の変更は、次回ユーザがログインするまで有効になりません。ユーザアカ

ウントへの新しいロールの割り当てや既存のロールの削除を行うときにユーザがログインしてい

る場合、アクティブなセッションは以前のロールや権限を引き続き使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントに指定したロールを割り当

てます。

UCS-A /security/local-user # create
role role-name

ステップ 3   

create roleコマンドは、あるユーザ
アカウントに複数のロールを割り当

てるために複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   
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次の例では、ローカルユーザアカウント kikipopoに operationsロールを割り当て、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # create role operations
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントへのロケールの割り当て

adminまたは aaaロールを持つユーザにロケールを割り当てないでください。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントに指定したロケールを割り

当てます。

UCS-A /security/local-user # create
locale locale-name

ステップ 3   

create localeコマンドは、あるユー
ザアカウントに複数のロケールを割

り当てるために複数回入力できま

す。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ローカルユーザアカウント kikipopoに西洋言語ロケールを割り当て、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # create locale western
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #
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ユーザアカウントからのロールの削除

ユーザロールと権限の変更は、次回ユーザがログインするまで有効になりません。ユーザアカ

ウントへの新しいロールの割り当てや既存のロールの削除を行うときにユーザがログインしてい

る場合、アクティブなセッションは以前のロールや権限を引き続き使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントから指定したロールを削除

します。

UCS-A /security/local-user # delete
role role-name

ステップ 3   

ユーザアカウントから複数のロール

を削除するために、delete roleコマ
ンドを複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、kikipopoというローカルユーザアカウントからoperationsロールを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # delete role operations
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントからのロケールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
22 OL-31133-02   

ロールベースアクセスコントロールの設定

ユーザアカウントからのロールの削除



目的コマンドまたはアクション

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントから指定したロケールを削

除します。

UCS-A /security/local-user # delete
locale locale-name

ステップ 3   

ユーザアカウントから複数のロケー

ルを削除するために、delete localeコ
マンドを複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、kikipopoというローカルユーザアカウントからwesternロケールを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # delete locale western
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントのイネーブル化またはディセーブル化

ローカルユーザアカウントを有効または無効にするには、ユーザが adminまたは aaa権限を持っ
ている必要があります。

はじめる前に

ローカルユーザアカウントを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ローカルユーザセキュリティモードを開始しま

す。

UCS-A /security # scope
local-user

ステップ 2   

ローカルユーザアカウントをイネーブルにする

か、ディセーブルにするかを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
account-status {active |
inactive}

ステップ 3   

adminユーザアカウントは常にアクティブに設定
されます。変更はできません。
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目的コマンドまたはアクション

アカウントステータスを非アクティブに

設定しても、データベースからコンフィ

ギュレーションは削除されません。

（注）

次に、accountingというローカルユーザアカウントをイネーブルにする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user accounting
UCS-A /security/local-user # set account-status active

ローカル認証されたユーザのパスワード履歴のクリア

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定されたユーザアカウントに対するロー

カルユーザセキュリティモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
user-name

ステップ 2   

指定されたユーザアカウントのパスワード

履歴をクリアします。

UCS-A /security/local-user # set clear
password-history yes

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope local-user admin
UCS-A /security/local-user # set clear password-history yes
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #
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ユーザアカウントの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ローカルユーザアカウントを削除しま

す。

UCS-A /security # delete local-user
local-user-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次に、fooというユーザアカウントを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete local-user foo
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

ローカル認証されたユーザのパスワードプロファイル
パスワードプロファイルには、Cisco UCS Managerのローカル認証されたユーザ全員のパスワー
ド履歴とパスワード変更間隔のプロパティが含まれています。ローカル認証されたユーザそれぞ

れに異なるパスワードプロファイルを指定することはできません。

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要
があります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたは aaa権限を持つ
ユーザに適用されません。

（注）

Password History Count

パスワード履歴カウントによって、ローカル認証されたユーザが何度も同じパスワードを再利用

しないようにすることができます。このプロパティが設定されている場合、Cisco UCS Manager
は、ローカル認証されたユーザがこれまでに使用した最大 15個のパスワードを保存します。パ
スワードは最近のものから時系列に逆順で格納され、履歴カウントがしきい値に達すると、最も

古いパスワードだけが再利用可能になります。

あるパスワードが再利用可能になるまでに、ユーザはパスワード履歴カウントで設定された数だ

けパスワードを作成して使用する必要があります。たとえば、パスワード履歴カウントを 8に設
定した場合、ローカル認証されたユーザは、9番目のパスワードが期限切れになるまで、最初の
パスワードを再利用できません。
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デフォルトでは、パスワード履歴は 0に設定されます。この値によって履歴カウントが無効化さ
れるため、ユーザはいつでも以前のパスワードを使用できます。

必要に応じて、ローカル認証されたユーザのパスワード履歴カウントをクリアし、以前のパスワー

ドの再利用を有効にできます。

パスワード変更間隔

パスワード変更間隔によって、ローカル認証されたユーザが特定の時間内に実施できるパスワー

ド変更の回数を制限することができます。次の表は、パスワード変更間隔の 2つの設定オプショ
ンを示しています。

例説明間隔の設定

たとえば、ローカル認証されたユー

ザが 48時間以内にパスワードを変
更できないようにするには、次のよ

うに設定します。

• [Change During Interval]を無効
に設定

• [No Change Interval]を 48に設
定

このオプションを設定すると、ロー

カル認証されたユーザは、パスワー

ドを変更してから特定の時間内は

パスワードを変更できなくなりま

す。

1～745時間の変更禁止間隔を指定
できます。デフォルトでは、変更

禁止間隔は 24時間です。

No password change
allowed

たとえば、ローカル認証されたユー

ザがパスワードを変更した後 24時
間以内に最大1回それを変更できる
ようにするには、次のように設定し

ます。

• [Change During Interval]を有効
に設定

• [Change Count]を 1に設定

• [Change Interval]を 24に設定

このオプションでは、事前に定義

した時間内にローカル認証ユーザ

がパスワードを変更できる最大回

数を指定します。

変更間隔を1～745時間、パスワー
ド変更の最大回数を 0～ 10に指定
できます。デフォルトでは、ロー

カル認証されたユーザは、48時間
以内に最大 2回パスワードを変更
できます。

Password changes
allowed within change
interval

変更間隔のパスワード変更の最大数の設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたは aaa権限を持つユーザ
に適用されません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

パスワードプロファイルセキュリティモードを

開始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

ローカル認証されたユーザが指定された時間の間

に実行できるパスワード変更の回数を制限しま

す。

UCS-A /security/password-profile
# set change-during-interval
enable

ステップ 3   

[Change Interval]の間に、ローカル認証されたユー
ザがパスワードを変更できる最大回数。を指定し

ます

UCS-A /security/password-profile
# set change-count
pass-change-num

ステップ 4   

この値は、0～ 10から自由に設定できます。

[Change Count]フィールドで指定したパスワード
変更回数が適用される最大時間数。を指定します

UCS-A /security/password-profile
# set change-interval
num-of-hours

ステップ 5   

この値は、1～745時間から自由に設定できます。

たとえば、このフィールドが 48に設定され、
[Change Count]フィールドが 2に設定されている
場合、ローカル認証されたユーザは 48時間以内
に 2回以上パスワードを変更できません。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /security/password-profile
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、change during intervalオプションをイネーブルにし、変更回数を 5回、変更間隔を 72
時間に設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set change-during-interval enable
UCS-A /security/password-profile* # set change-count 5
UCS-A /security/password-profile* # set change-interval 72
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

パスワードの変更禁止間隔の設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたは aaa権限を持つユーザ
に適用されません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

パスワードプロファイルセキュリティモード

を開始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

間隔中の変更機能をディセーブルにします。UCS-A /security/password-profile #
set change-during-interval disable

ステップ 3   

新たに作成したパスワードが変更可能になるま

でに、ローカル認証されたユーザが待つ必要が

ある最小時間数。を指定します

UCS-A /security/password-profile #
set no-change-interval
min-num-hours

ステップ 4   

この値は、1～ 745時間から自由に設定できま
す。

この間隔は、[ChangeDuring Interval]プロパティ
が [Disable]に設定されていない場合は無視さ
れます。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /security/password-profile #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、間隔中の変更オプションをディセーブルにし、変更禁止間隔を72時間に設定し、トランザ
クションをコミットする例を示します。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set change-during-interval disable
UCS-A /security/password-profile* # set no-change-interval 72
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

パスワード履歴カウントの設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

パスワードプロファイルセキュリティモードを開

始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

ローカル認証されたユーザが、以前に使用された

パスワードを再利用できるまでに、作成する必要

がある一意のパスワードの数を指定します

UCS-A
/security/password-profile # set
history-count num-of-passwords

ステップ 3   

この値は、0～ 15から自由に設定できます。

デフォルトでは、[History Count]フィールドは 0に
設定されます。この値によって履歴カウントが無

効化されるため、ユーザはいつでも以前のパスワー

ドを使用できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/security/password-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set history-count 5
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

ユーザセッションのモニタリング

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

システムにログインしているすべてのユーザの

セッション情報を表示します。セッション ID
UCS-A /security # show
user-session {local | remote}
[detail]

ステップ 2   

の横のアスタリスク（*）は、現在のログイン
セッションを示します。

次に、システムにログインしているすべてのローカルユーザのリストを表示する例を示します。

アスタリスクは、どのセッションが現在のログインセッションであるかを示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # show user-session local
Session Id User Host Login Time
--------------- --------------- -------------------- ----------
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pts_25_1_31264* steve 192.168.100.111 2009-05-09T14:06:59
ttyS0_1_3532 jeff console 2009-05-02T15:11:08
web_25277_A faye 192.168.100.112 2009-05-15T22:11:25

次に、システムにログインしているすべてのローカルユーザの詳細情報を表示する例を示しま

す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # show user-session local detail
Session Id pts_25_1_31264:

Fabric Id: A
Term: pts/25
User: steve
Host: 64.101.53.93
Pid: 31264
Login Time: 2009-05-09T14:06:59

Session Id ttyS0_1_3532:
Fabric Id: A
Term: ttyS0
User: jeff
Host: console
Pid: 3532
Login Time: 2009-05-02T15:11:08

Session Id web_25277_A:
Fabric Id: A
Term: web_25277
User: faye
Host: 192.168.100.112
Pid: 3518
Login Time: 2009-05-15T22:11:25
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