
サーバユーティリティ

この章は、次の項で構成されています。

•テクニカルサポートデータのエクスポート（1ページ）
•出荷時の初期状態へのリセット（5ページ）
• Cisco IMC設定のエクスポートとインポート（7ページ）
•ホストへのマスク不能割り込みの生成（13ページ）
• Cisco IMCバナーの追加または更新（14ページ）
• Cisco IMCの最後のリセット理由の表示（14ページ）
•ローカルファイルへのハードウェアインベントリのダウンロード（15ページ）
•リモートサーバへのハードウェアインベントリデータのエクスポート（16ページ）
• PIDカタログのアップロード（17ページ）
• PIDカタログの有効化（19ページ）

テクニカルサポートデータのエクスポート

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [ユーティリティ（Utilities）]ペインの [アクション（Actions）]領域で、[テクニカルサポート
データのエクスポート（Export Technical Support Data）]をクリックします。

ステップ 4 [Export Technical Support Data]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
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説明名前

オンにしてコンポーネントを選択します。次のいずれかにな

ります。

•すべて

• [CMC]

• [PEERCMC]

• [BMC 1]

• [BMC 2]

選択したコンポーネントに応じて、そのコンポーネントのテ

クニカルサポートデータがエクスポートされます。

[All]を選択すると、すべてのコンポーネントのテク
ニカルデータがエクスポートされます。

（注）

[Select Component]チェック
ボックス

リモートサーバのタイプ。次のいずれかになります。

• [TFTP Server]

• [FTP Server]

• [SFTP Server]

• [SCP Server]

• [HTTP Server]

このアクションを実行しながら、リモートサーバ

タイプとして SCPまたは SFTPを選択した場合、
「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」というメッセージと
ともにポップアップウィンドウが表示されます。

サーバフィンガープリントの信頼性に応じて、[Yes]
または [No]をクリックします。

フィンガープリントはホストの公開キーに基づいて

おり、接続先のホストを識別または確認できます。

（注）

[テクニカルサポートデータ
のエクスポート先（Export
Technical Support Data to）]ド
ロップダウンリスト

サポートデータファイルを保存する必要のあるサーバの IP
アドレスまたはホスト名。[Export Technical Support Data to]ド
ロップダウンリストの設定によって、フィールド名は異なる

場合があります。

[サーバIP/ホスト名（Server
IP/Hostname）]フィールド

サーバユーティリティ
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説明名前

ファイルをリモートサーバにエクスポートするときに、Cisco
IMCが使用する必要のあるパスおよびファイル名。

サーバにサポート対象ネットワークアダプタカー

ドのいずれかがある場合、データファイルにはアダ

プタカードからのテクニカルサポートデータも含

まれています。

（注）

[Path and Filename]フィールド

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。このフィールドは、プロトコルが TFTPまたは
HTTPの場合は適用されません。

Username

リモートサーバのユーザ名のパスワード。このフィールド

は、プロトコルが TFTPまたは HTTPの場合は適用されませ
ん。

Password

ステップ 5 [Export]をクリックします。

次のタスク

生成されたレポートファイルを Cisco TACに提供します。

ローカルファイルへのテクニカルサポートデータのダウンロード

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Generate Technical Support Data for Local Download]をク
リックします。

ステップ 4 [Download Technical Support Data to Local File]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力し
ます。
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説明名前

ダウンロードするテクニカルサポートデータファイルがな

い場合、Cisco IMCによってこのオプションボタンが無効化
されます。

[Generate]をクリックして、データファイルを作成します。
データ収集が完了したら、[Actions]領域の [DownloadTechnical
Support Data to Local File]をクリックして、ファイルをダウン
ロードします。

[Generate Technical Support
Data]オプションボタン

オンにしてコンポーネントを選択します。次のいずれかにな

ります。

•すべて

• [CMC]

• [PEERCMC]

• [BMC 1]

• [BMC 2]

選択したコンポーネントに応じて、そのコンポーネントのテ

クニカルサポートデータがダウンロードされます。

[All]を選択すると、すべてのコンポーネントのテク
ニカルデータがダウンロードされます。

（注）

[Select Component]チェック
ボックス

テクニカルサポートデータファイルがダウンロード可能な

場合、Cisco IMCによってこのオプションボタンがイネーブ
ルになります。

既存のファイルをダウンロードするには、このオプションを

選択し、[Download]をクリックします。

サーバにサポート対象ネットワークアダプタカー

ドのいずれかがある場合、データファイルにはアダ

プタカードからのテクニカルサポートデータも含

まれています。

（注）

[Download to local file]オプショ
ンボタン

テクニカルサポートデータファイルを作成してダウンロー

ドできます。

[Generate andDownload]ボタン

テクニカルサポートデータファイルを作成できます。[Generate]ボタン

テクニカルサポートデータファイルを作成後にダウンロー

ドできます。

[Download]ボタン

サーバユーティリティ
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ステップ 5 [Generate]をクリックして、データファイルを作成します。データ収集が完了したら、[Actions]
領域の [Download Technical Support Data to Local File]をクリックして、ファイルをダウンロー
ドします。

次のタスク

生成されたレポートファイルを Cisco TACに提供します。

出荷時の初期状態へのリセット
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やサーバのトラブルシューティング

時など、稀なケースで、サーバコンポーネント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。サーバコンポーネントをリセッ

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。この移行中、一部のインベントリ情

報が使用できない場合があります。

BMCを工場出荷時の設定にリセットすると、シリアル番号が Cisco IMCXXXXXX形式で表示
されます。XXXXXXはサーバのシリアル番号です。

始める前に

サーバコンポーネントを出荷時デフォルトにリセットするには、admin権限を持つユーザとし
てログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Reset to Factory Default]をクリックします。

ステップ 4 [Reset to Factory Default]ダイアログボックスで、次の情報を確認します。

説明名前

オンにすると、サーバのすべてのコンポーネントが工場出荷

時の設定にリセットされます。

展開して、工場出荷時の設定にリセットする特定のコンポー

ネントを選択します。

[All]チェックボックス

オンにすると、シャーシが工場出荷時の設定にリセットされ

ます。

[Chassis]チェックボックス

サーバユーティリティ
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説明名前

オンにすると、BMC 1が工場出荷時の設定にリセットされま
す。

[BMC 1]チェックボックス

オンにすると、BMC 2が工場出荷時の設定にリセットされま
す。

[BMC 2]チェックボックス

オンにすると、使用可能なすべてのストレージアダプタが工

場出荷時の設定にリセットされます。

展開して工場出荷時の設定にリセットする特定のストレージ

アダプタを選択します。

ストレージアダプタを工場出荷時の初期状態にリ

セットするには、ホストの電源をオンにする必要が

あります。

（注）

[Storage]チェックボックス

オンにすると、使用可能なすべての VICが工場出荷時の設定
にリセットされます。

展開して工場出荷時の設定にリセットする特定の VICを選択
します。

VICアダプタを工場出荷時の初期状態にリセットす
るには、ホストの電源をオンにする必要がありま

す。

（注）

[VIC]チェックボックス

選択されたコンポーネントを工場出荷時の設定にリセットし

ます。

工場出荷時の設定にリセットすると、ネットワーク

構成モードはデフォルトでS3260とC125M5サーバ
に対して Cisco Cardモードに設定されます。

その他のCシリーズM4およびM5サーバでは、NIC
のモードは、デフォルトで共有 LOM拡張に設定さ
れます。

（注）

[Reset]ボタン

ステップ 5 [Reset]をクリックして、選択したコンポーネントを工場出荷時の設定にリセットします。

ホストがBIOSPOST（電源投入時自己診断テスト）を実行しているとき、またはEFIシェル内
にあるときにCisco IMCを再起動すると、ホストの電源が短時間オフになります。準備ができ
ると、Cisco IMCの電源はオンになります。再起動時に、ネットワーク設定モードはデフォル
トで [Cisco Card]モードに設定されます。
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Cisco IMC設定のエクスポートとインポート

Cisco IMC設定のエクスポートとインポート
Cisco IMC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 Cisco IMC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 Cisco IMC設定ファイルは、同じシステムで復元したり、別の Cisco IMC
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の

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の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。

Cisco IMC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 Cisco IMC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。

次の機能でインポートまたはエクスポート操作を実行できます。

• Cisco IMCバージョン

この情報のみをエクスポートできます。（注）

•ネットワーク設定

•テクニカルサポート

•ローカルログおよびリモートログのロギング制御

•電力ポリシー

• BIOS - BIOSパラメータ

サーバユーティリティ
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高精度ブートはサポートされません。（注）

•通信サービス

•リモートプレゼンス

•ユーザ管理 - LDAP

• SNMP

•ダイナミックストレージの設定

•シャーシの説明

Cisco IMC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）

始める前に

バックアップリモートサーバの IPアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Export Configuration]をクリックします。

ステップ 4 [Export 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

コンポーネントのタイプ。次のいずれかになります。

•シャーシ

• [BMC 1]

• [BMC 2]

• VICアダプタ

選択したコンポーネントに応じて、そのコンポーネントの設

定がエクスポートされます。

[Select Component for Export]ド
ロップダウンリスト

サーバユーティリティ
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説明名前

XML設定ファイルを保存する場所。次のいずれかになりま
す。

• [ローカル（Local）]：Cisco IMCGUIを実行しているコン
ピュータのローカルドライブに XML設定ファイルを保
存するには、このオプションを選択して [エクスポート
（Export）]をクリックします。

このオプションを選択すると、Cisco IMC GUIに [ファイ
ルのダウンロード（FileDownload）]ダイアログボックス
が表示され、設定ファイルを保存する場所に移動できま

す。

• [Remote Server]：XML設定ファイルをリモートサーバか
らインポートするには、このオプションを選択します。

このオプションを選択すると、Cisco IMCGUIにリモート
サーバのフィールドが表示されます。

[Export To]ドロップダウンリ
スト

リモートサーバのタイプ。次のいずれかになります。

• [TFTP Server]

• [FTP Server]

• [SFTP Server]

• [SCP Server]

• [HTTP Server]

このアクションを実行しながら、リモートサーバ

タイプとして SCPまたは SFTPを選択した場合、
「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」というメッセージと
ともにポップアップウィンドウが表示されます。

サーバフィンガープリントの信頼性に応じて、[Yes]
または [No]をクリックします。

フィンガープリントはホストの公開キーに基づいて

おり、接続先のホストを識別または確認できます。

（注）

[Export To]ドロップダウンリ
スト

設定ファイルのエクスポート先となるサーバの IPv4または
IPv6アドレス、またはホスト名。[Export to]ドロップダウン
リストで選択したリモートサーバのタイプに応じて、フィー

ルド名は異なる場合があります。

[サーバIP/ホスト名（Server
IP/Hostname）]フィールド

ファイルをリモートサーバにエクスポートするときに、Cisco
IMCが使用する必要のあるパスおよびファイル名。

[Path and Filename]フィールド

サーバユーティリティ
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説明名前

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。このフィールドは、プロトコルが TFTPまたは
HTTPの場合は適用されません。

Username

リモートサーバのユーザ名のパスワード。このフィールド

は、プロトコルが TFTPまたは HTTPの場合は適用されませ
ん。

Password

エクスポートした設定ファイル内の LDAPおよび SNMP v3
ユーザパスワードの暗号化に AES256アルゴリズムを使用す
るパスフレーズ。6～ 127文字の文字列を入力します。次の
文字は入力しないでください：! # $ & < > ? ; ' | ` ~ \ % ^ ( )"

このオプションは、CMCエクスポートでのみ使用できます。

[Passphrase]

ステップ 5 [Export]をクリックします。

Cisco IMC設定のインポート

始める前に

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
ポートを実行するときに SNMPがイネーブルになっている場合、Cisco IMCでは設定ファイル
に保存されている値によって現在の値は上書きされません。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Import Configuration]をクリックします。

ステップ 4 [Import 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。
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説明名前

コンポーネントのタイプ。次のいずれかになります。

•シャーシ

• [BMC 1]

• [BMC 2]

• VICアダプタ

選択したコンポーネントに応じて、そのコンポーネントの設

定がインポートされます。

[Select Component for Import]ド
ロップダウンリスト

XMLコンフィギュレーションファイルの場所。次のいずれか
になります。

• [ローカル（Local）]：Cisco IMCGUIを実行しているコン
ピュータのローカルドライブに XML設定ファイルをイ
ンポートするには、このオプションを選択します。

このオプションを選択すると、Cisco IMC GUIに [参照
（Browse）]ボタンが表示され、インポートするファイル
に移動できます。

• [Remote Server]：XML設定ファイルをリモートサーバか
らインポートするには、このオプションを選択します。

このオプションを選択すると、Cisco IMCGUIにリモート
サーバのフィールドが表示されます。

[Import From]ドロップダウン
リスト

サーバユーティリティ
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説明名前

これらのオプションは、[Remote]を選択した場合に
のみ使用できます。

（注）

リモートサーバのタイプ。次のいずれかになります。

• [TFTP Server]

• [FTP Server]

• [SFTP Server]

• [SCP Server]

• [HTTP Server]

このアクションを実行しながら、リモートサーバ

タイプとして SCPまたは SFTPを選択した場合、
「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」というメッセージと
ともにポップアップウィンドウが表示されます。

サーバフィンガープリントの信頼性に応じて、[Yes]
または [No]をクリックします。

フィンガープリントはホストの公開キーに基づいて

おり、接続先のホストを識別または確認できます。

（注）

[Import From]ドロップダウン
リスト

設定ファイルを保存するサーバの IPv4または IPv6アドレス、
またはホスト名。[Import From]ドロップダウンリストで選択
したリモートサーバのタイプに応じて、フィールド名は異な

る場合があります。

[サーバIP/ホスト名（Server
IP/Hostname）]フィールド

リモートサーバ上の設定ファイルのパスおよびファイル名。[Path and Filename]フィールド

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。このフィールドは、プロトコルが TFTPまたは
HTTPの場合は適用されません。

Username

リモートサーバのユーザ名のパスワード。このフィールド

は、プロトコルが TFTPまたは HTTPの場合は適用されませ
ん。

Password

サーバユーティリティ
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説明名前

インポートした設定ファイル内のLDAPおよび SNMP v3ユー
ザパスワードの暗号化に AES256アルゴリズムを使用するパ
スフレーズ。6～ 127文字の文字列を入力します。次の文字
は入力しないでください：! # $ & < > ? ; ' | ` ~ \ % ^ ( )"

設定ファイルの暗号化されたセクションを編集しそ

れをインポートしようとすると、編集内容は無視さ

れ、インポート操作画面には部分的な成功メッセー

ジが表示されます。

（注）

[Passphrase]

ステップ 5 [Import]をクリックします。

ホストへのマスク不能割り込みの生成
状況によっては、サーバがハングして、従来のデバッグメカニズムに応答しない場合がありま

す。ホストへのマスク不能割り込み（NMI）を生成することにより、サーバのクラッシュダン
プファイルを作成および送信して、サーバのデバッグに使用することができます。

サーバに関連付けられたオペレーティングシステムの種類によっては、このタスクでOSが再
起動される場合があります。

始める前に

• admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

•サーバの電源が投入されている。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Generate NMI to Host]をクリックします。

ステップ 4 [Generate NMI to Host]ダイアログボックスで、次の情報を確認します。

説明Actions

マスク不能割り込み（NMI）を生成するサー
バを選択できます。次のいずれかになります。

• [Server 1]

• [Server 2]

[Generate NMI to]ドロップダウンリスト

サーバユーティリティ
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ステップ 5 [Send]をクリックします。

このアクションは、OSを再起動する可能性のあるホストに NMI信号を送信します。

Cisco IMCバナーの追加または更新
著作権表記やカスタマイズされたメッセージなどの重要な情報を入力して、Cisco IMCバナー
を追加または更新できます。次の手順を実行します。

始める前に

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Add/Update Cisco IMC Banner]をクリックします。

ステップ 4 [Add/Update Cisco IMC Banner]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

WebUIまたはコマンドラインインターフェイスにログインす
る前に、ログイン画面に表示する著作権情報またはメッセー

ジを入力します。

[Banner (80Chars per line.Max
2K Chars.)]フィールド

オンにすると、[Save Banner]ボタンをクリックした後にアク
ティブな SSHセッションが終了します。

[Restart SSH]チェックボック
ス

ステップ 5 [Save Banner]をクリックします。

次のタスク

Cisco IMCの最後のリセット理由の表示

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Last Reset Reason]領域の下にある次の情報を確認します。

サーバユーティリティ
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説明名前

最後にリセットされたコンポーネント。[コンポーネント
（Component）]フィールド

コンポーネントが最後にリセットされた理由。次のいずれか

になります。

• [watchdog-reset]：Cisco IMCのメモリが容量一杯に到達し
た時点でウォッチドッグタイマーがリセットします。

• [ac-cycle]：PSU電源ケーブルが取り外されています（電
源入力なし）。

• [graceful-reboot]：Cisco IMCのリブートが実行されます。

[Status]フィールド

ローカルファイルへのハードウェアインベントリのダウ

ンロード

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Generate Inventory Data]をクリックします。

ステップ 4 [Generate Inventory Data]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

ダウンロードするハードウェアインベントリデータファイ

ルがない場合、Cisco IMCによってこのオプションボタンが
表示されます。

[Generate Inventory Data]オプ
ションボタン

インベントリデータファイルがダウンロード可能な場合、

Cisco IMCによってこのオプションボタンがイネーブルにな
ります。

既存のファイルをダウンロードするには、このオプションを

選択し、[Download]をクリックします。

[Download to local file]オプショ
ンボタン

サーバユーティリティ
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ステップ 5 [Generate]をクリックして、データファイルを作成します。データ収集が完了したら、[Download
Inventory Data to Local File]オプションボタンを選択して [Download]をクリックし、ファイル
をローカルにダウンロードします。

リモートサーバへのハードウェアインベントリデータ

のエクスポート

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Utilities]ペインの [Actions]領域で、[Export Hardware Inventory Data to Remote]をクリックしま
す。

ステップ 4 [Export Hardware Inventory Data]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

リモートサーバのタイプ。次のいずれかになります。

• [TFTP Server]

• [FTP Server]

• [SFTP Server]

• [SCP Server]

• [HTTP Server]

このアクションを実行しながら、リモートサーバ

タイプとして SCPまたは SFTPを選択した場合、
「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」というメッセージと
ともにポップアップウィンドウが表示されます。

サーバフィンガープリントの信頼性に応じて、[Yes]
または [No]をクリックします。

フィンガープリントはホストの公開キーに基づいて

おり、接続先のホストを識別または確認できます。

（注）

[Export Hardware Inventory Data
to]ドロップダウンリスト

データファイルを保存する必要のあるサーバの IPアドレスま
たはホスト名。[Export Hardware Inventory Data to]ドロップダ
ウンリストの設定によって、フィールド名は異なる場合があ

ります。

[サーバIP/ホスト名（Server
IP/Hostname）]フィールド

サーバユーティリティ
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説明名前

ファイルをリモートサーバにエクスポートするときに、Cisco
IMCが使用する必要のあるパスおよびファイル名。

[Path and Filename]フィールド

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。このフィールドは、プロトコルが TFTPまたは
HTTPの場合は適用されません。

Username

リモートサーバのユーザ名のパスワード。このフィールド

は、プロトコルが TFTPまたは HTTPの場合は適用されませ
ん。

Password

ステップ 5 [Export]をクリックします。

PIDカタログのアップロード

始める前に

PIDカタログをアップロードするには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]タブをクリックします。

ステップ 2 [Admin]タブの [Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Upload PID Catalog]リンクをクリックします。

[Upload PID Catalog]ダイアログボックスが表示されます。

カタログファイルが保管されている場所に応じて、次のいずれかのオプションを選択します。

ステップ 4 [Upload PID Catalog from Local File]ダイアログボックスで [Browse]をクリックし、[Choose File
to Upload]ダイアログボックスを使用してアップロード対象のカタログファイルを選択しま
す。

説明名前

アップロードする PIDカタログファイル。[File]フィールド

該当するファイルに移動するためのダイアログボックスが表

示されます。

[Browse]ボタン

ステップ 5 [Upload PID Catalog from Remote Server]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。

サーバユーティリティ
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説明名前

リモートサーバのタイプ。次のいずれかにな

ります。

• TFTP

• [FTP]

• SFTP

• SCP

• [HTTP]

[Upload PID Catalog from Remote Server]ドロッ
プダウンリスト

PIDカタログ情報を有効にするサーバの IPア
ドレスまたはホスト名。[Upload PID Catalog
from Remote Server]ドロップダウンリストの
設定によって、フィールド名は異なる場合が

あります。

[サーバIP/ホスト名（Server IP/Hostname）]
フィールド

リモートサーバ上のカタログファイルのパス

およびファイル名。

[パスおよびファイル名（Path and Filename）]
フィールド

リモートサーバのユーザ名。[Username]フィールド

リモートサーバのパスワード。[Password]フィールド

選択した PIDカタログがアップロードされま
す。

このアクションを実行しながら、リ

モートサーバタイプとして SCPま
たはSFTPを選択した場合、「Server
(RSA) key fingerprint is
<server_finger_print _ID>Do you wish
to continue?」というメッセージとと
もにポップアップウィンドウが表示

されます。サーバフィンガープリン

トの信頼性に応じて、[Yes]または
[No]をクリックします。

フィンガープリントはホストの公開

キーに基づいており、接続先のホス

トを識別または確認できます。

（注）

[アップロード（Upload）]ボタン

サーバに保存されたファームウェアバージョ

ンを変更せずにウィザードを終了します。

[Cancel]ボタン

サーバユーティリティ
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PIDカタログの有効化

PIDカタログがアクティブになると、BMCが自動的に再起動します。注意

PIDカタログをアクティブ化した後、サーバを再起動する必要があります。

始める前に

PIDカタログを有効にするには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]タブをクリックします。

ステップ 2 [Admin]タブの [Utilities]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Activate PID Catalog]リンクをクリックします。

[Activate PID Catalog]ダイアログボックスが表示されます。次のフィールドに入力します。

説明名前

オンにすると、PIDカタログをアクティブにするサーバ（複
数可）を選択できます。

[Server]チェックボックス

PIDカタログをアクティブにできます。[アクティブ化（Activate）]ボ
タン

初めてシステムにログインしている場合は、[ActivatePIDCatalog]リンクは無効になっ
ています。PIDカタログをサーバにアップロードすると、このリンクが有効になりま
す。PIDファイルをアップロードした後はリンクが有効な状態で維持されるので、PID
を何度でもアクティブにすることができます。

（注）

サーバユーティリティ
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