
ユーザアカウントの管理

この章は、次の項で構成されています。

• ローカルユーザの設定, 1 ページ

• LDAPサーバ（Active Directory）, 2 ページ

• ユーザセッションの表示, 8 ページ

• ユーザセッションの終了, 8 ページ

ローカルユーザの設定

はじめる前に

ローカルユーザアカウントを設定または変更するには、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

目的コマンドまたはアクショ

ン

ユーザ番号 usernumberに対するユーザコマンドモー
ドを開始します。

Server# scope user
usernumber

ステップ 1   

CIMCでユーザアカウントをイネーブルまたはディ
セーブルにします。

Server /user # set enabled
{yes | no}

ステップ 2   

ユーザのユーザ名を指定します。Server /user # set name
username

ステップ 3   

パスワードを 2回入力するように求められます。Server /user # set passwordステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

ユーザに割り当てるロールを指定します。ロールに

は、次のものがあります。

Server /user # set role
{readonly | user | admin}

ステップ 5   

• readonly：このユーザは情報を表示できますが、
変更することはできません。

• user：このユーザは、次の操作を実行できます。

•すべての情報を表示する

•電源のオン、電源再投入、電源のオフなど
の電力制御オプションを管理する

• KVMコンソールと仮想メディアを起動する

•すべてのログをクリアする

•ロケータ LEDを切り替える

• admin：このユーザは、GUI、CLI、IPMIで可能
なすべての処理を実行できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

Server /user # commitステップ 6   

次に、ユーザ 5を adminとして設定する例を示します。
Server# scope user 5
Server /user # set enabled yes
Server /user *# set name john
Server /user *# set password
Please enter password:
Please confirm password:
Server /user *# set role readonly
Server /user *# commit
Server /user # show
User Name Role Enabled
------ ---------------- -------- --------
5 john readonly yes

LDAP サーバ（Active Directory）
CIMCでは、情報をディレクトリ内で編成してこの情報へのアクセスを管理するディレクトリサー
ビスがサポートされます。CIMCは、ネットワークでディレクトリ情報を保管および保持する
LightweightDirectoryAccess Protocol（LDAP）をサポートします。さらに、CIMCはMicrosoft Active
Directory（AD）もサポートします。ActiveDirectoryはさまざまなネットワークサービスを提供す
るテクノロジーであり、LDAPと同様のディレクトリサービス、Kerberosベースの認証、DNS
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ベースの名前付けなどが含まれます。CIMCは LDAPでの Kerberosベースの認証サービスを利用
します。

CIMCで LDAPがイネーブルになっている場合、ローカルユーザデータベース内に見つからない
ユーザアカウントに関するユーザ認証とロール許可は、LDAPサーバによって実行されます。
LDAPユーザ認証の形式は username@domain.comです。

[LDAP Settings]領域で [Enable Encryption]チェックボックスをオンにすることで、LDAPサーバへ
の送信データを暗号化するようサーバに要求できます。

LDAP サーバの設定
CIMCを設定して、LDAPをユーザの認証と許可に使用できます。LDAPを使用するには、CIMC
のユーザロールとロケールを保持する属性を使用してユーザを設定します。CIMCのユーザロー
ルとロケールにマップされた既存の LDAP属性を使用できます。または、LDAPスキーマを変更
して、属性 ID 1.3.6.1.4.1.9.287247.1を持つCiscoAVPair属性などの新しいカスタム属性を追加でき
ます。

スキーマの変更の詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727064.aspxの記
事を参照してください。

重要

この例では CiscoAVPairという名前のカスタム属性を作成しますが、CIMCのユーザロールと
ロケールにマップされた既存の LDAP属性を使用することもできます。

（注）

LDAPサーバに対して次の手順を実行する必要があります。

手順

ステップ 1 LDAPスキーマスナップインがインストールされていることを確認します。
ステップ 2 スキーマスナップインを使用して、次のプロパティを持つ新しい属性を追加します。

値プロパティ

CiscoAVPairCommon Name

CiscoAVPairLDAP Display Name

1.3.6.1.4.1.9.287247.1Unique X500 Object ID

CiscoAVPairDescription

Case Sensitive StringSyntax
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ステップ 3 スナップインを使用して、ユーザクラスに CiscoAVPair属性を追加します。
a) 左ペインで [Classes]ノードを展開し、Uを入力してユーザクラスを選択します。
b) [Attributes]タブをクリックして、[Add]をクリックします。
c) Cを入力して CiscoAVPair属性を選択します。
d) [OK]をクリックします。

ステップ 4 CIMCにアクセスできるようにするユーザに対し、次のユーザロール値を CiscoAVPair属性に追
加します。

CiscoAVPair 属性値ロール

shell:roles="admin"admin

shell:roles="user"user

shell:roles="read-only"read-only

属性に値を追加する方法の詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/
bb727064.aspxの記事を参照してください。

（注）

次の作業

CIMCを使用して LDAPサーバを設定します。

CIMC での LDAP の設定
ローカルユーザの認証と許可に LDAPサーバを使用するには、CIMCで LDAPを設定します。

はじめる前に

このタスクを実行するには、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

目的コマンドまたはアクショ

ン

LDAPコマンドモードを開始します。Server# scopeldapステップ 1   

LDAPセキュリティをイネーブルまたはディセーブル
にします。LDAPセキュリティがイネーブルの場合、

Server /ldap # setenabled
{yes | no}

ステップ 2   

ローカルユーザデータベースにないユーザアカウン

トに対し、ユーザ認証とロール許可がLDAPによって
実行されます。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

LDAPドメイン名を指定します。Server /ldap #
setdomainLDAP domain
name

ステップ 3   

LDAP検索操作がタイムアウトするまでCIMCが待機
する秒数を指定します。0～ 1800秒の間隔を指定す
る必要があります。

Server /ldap # settimeout
seconds

ステップ 4   

暗号化がイネーブルである場合、サーバはADに送信
されるすべての情報を暗号化します。

Server /ldap # setencrypted
{yes | no}

ステップ 5   

LDAPサーバで検索するベース DNを指定します。Server /ldap # setbase-dn
domain-name

ステップ 6   

ユーザのロールとロケール情報を保持するLDAP属性
を指定します。このプロパティは、常に、名前と値の

Server /ldap # setattribute
name

ステップ 7   

ペアで指定されます。システムは、ユーザレコード

で、この属性名と一致する値を検索します。

CIMCユーザロールおよびロケールにマップされた既
存の LDAP属性を使用するか、CiscoAVPair属性な
ど、次の属性IDを持つカスタム属性を作成できます。

1.3.6.1.4.1.9.287247.1

このプロパティを指定しない場合、ユーザ

アクセスが拒否されます。

（注）

アカウント名属性を指定します。ActiveDirectoryを使
用している場合は、このフィールドに

sAMAccountNameを指定します。

Server /ldap # set
filter-attribute

ステップ 8   

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 /ldap # commitステップ 9   

（任意）LDAPの設定を表示します。Server /ldap # show [detail]ステップ 10   

次に、CiscoAVPair属性を使用して LDAPを設定する例を示します。
Server# scope ldap
Server /ldap # set enabled yes
Server /ldap *# set domain sample-domain
Server /ldap *# set timeout 60
Server /ldap *# set encrypted yes
Server /ldap *# set base-dn example.com
Server /ldap *# set attribute CiscoAVPair
Server /ldap *# set filter-attribute sAMAccountName
Server /ldap *# commit
Server /ldap # show detail
LDAP Settings:

Enabled: yes
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Encrypted: yes
Domain: sample-domain
BaseDN: example.com
Timeout: 60
Filter-Attribute: sAMAccountName
Attribute: CiscoAvPair

Server /ldap #

次の作業

グループ許可用に LDAPグループを使用する場合は、CIMCでの LDAPグループの設定を参照し
てください。

CIMC での LDAP グループの設定

Active Directory（AD）グループ許可をイネーブルにして設定すると、ローカルユーザデータ
ベースにないユーザや、ActiveDirectoryでCIMCの使用を許可されていないユーザに対するグ
ループレベルでのユーザ認証も行われます。

（注）

はじめる前に

•このタスクを実行するには、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。

• Active Directory（または LDAP）をイネーブルにして、設定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

LDAPコマンドモードを開始して、ADを設定しま
す。

Server# scopeldapステップ 1   

LDAPグループルールコマンドモードを開始して、
ADを設定します。

Server /ldap#
scopeldap-group-rule

ステップ 2   

LDAPグループ許可をイネーブルまたはディセーブ
ルにします。

Server /ldap/ldap-group-rule #
setgroup-auth {yes | no}

ステップ 3   

設定に使用可能なグループプロファイルのいずれか

を選択します。ここで、indexは 1から 28までの数
字です。

Server /ldap # scoperole-group
index

ステップ 4   

サーバへのアクセスが許可されているグループの名

前を ADデータベースに指定します。
Server /ldap/role-group #
setname group-name

ステップ 5   

グループが存在する必要がある ADドメインを指定
します。

Server /ldap/role-group #
setdomain domain-name

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

この ADグループのすべてのユーザに割り当てられ
る権限レベル（ロール）を指定します。次のいずれ

かになります。

Server /ldap/role-group #
setrole {admin | user |
readonly}

ステップ 7   

• admin：ユーザは使用可能なすべてのアクショ
ンを実行できます。

• user：ユーザは、次のタスクを実行できます。

◦すべての情報を表示する

◦電源のオン、電源再投入、電源のオフなど
の電力制御オプションを管理する

◦ KVMコンソールと仮想メディアを起動す
る

◦すべてのログをクリアする

◦ロケータ LEDを切り替える

• readonly：ユーザは情報を表示できますが、変
更することはできません。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

Server /ldap/role-group #
commit

ステップ 8   

次に、LDAPグループの許可を設定する例を示します。
Server# scope ldap
Server /ldap # scope ldap-group-rule
Server /ldap/ldap-group-rule # set group-auth yes
Server /ldap *# scope role-group 5
Server /ldap/role-group # set name Training
Server /ldap/role-group* # set domain example.com
Server /ldap/role-group* # set role readonly
Server /ldap/role-group* # commit
ucs-c250-M2 /ldap # show role-group
Group Group Name Domain Name Assigned Role
------ ----------- -------------- --------------
1 (n/a) (n/a) admin
2 (n/a) (n/a) user
3 (n/a) (n/a) readonly
4 (n/a) (n/a) (n/a)
5 Training example.com readonly

Server /ldap/role-group #
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ユーザセッションの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

現在のユーザセッションの情報を表示

します。

Server# showuser-sessionステップ 1   

コマンドの出力には、現在のユーザセッションに関する次の情報が表示されます。

説明名前

セッションの固有識別情報。[Session ID]カラム

ユーザのユーザ名。[Username]カラム

ユーザがサーバにアクセスした IPアドレス。[IP Address]カラム

ユーザがサーバにアクセスした方法。たとえば、CLI、vKVM
などです。

[Type]カラム

ユーザアカウントに adminユーザロールが割り当てられている
場合、関連付けられたユーザセッションを強制的に終了できる

ときはこのカラムに [Terminate]と表示されます。それ以外の場
合は、N/Aと表示されます。

このタブから現在のセッションを終了することはでき

ません。

（注）

[Action]カラム

次に、現在のユーザセッションに関する情報を表示する例を示します。

Server# show user-session
ID Name IP Address Type Killable
------ ---------------- ----------------- ------------ --------
15 admin 10.20.30.138 CLI yes

Server /user #

ユーザセッションの終了

はじめる前に

ユーザセッションを終了するには、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。
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手順

目的コマンドまたはアクション

現在のユーザセッションの情報を表示します。

終了するユーザセッションは、終了可能

Server# show user-sessionステップ 1   

（killable）であり、独自のセッションではない
ことが必要です。

終了する番号付きのユーザセッションに対して

ユーザセッションコマンドモードを開始しま

す。

Server /user-session # scope
user-session session-number

ステップ 2   

ユーザセッションを終了します。Server /user-session # terminateステップ 3   

次に、ユーザセッション 10の adminがユーザセッション 15を終了する例を示します。
Server# show user-session
ID Name IP Address Type Killable
------ ---------------- ----------------- ------------ --------
10 admin 10.20.41.234 CLI yes
15 admin 10.20.30.138 CLI yes
Server# scope user-session 15
Server /user-session # terminate
User session 15 terminated.

Server /user-session #
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