
忘れたパスワードの復旧

この章の内容は、次のとおりです。

• aminアカウントのパスワードの復旧, 1 ページ

• ファブリックインターコネクトのリーダーシップロールの決定, 2 ページ

• スタンドアロン設定の adminアカウントパスワードの復旧, 2 ページ

• クラスタ設定の adminアカウントパスワードの復旧, 4 ページ

amin アカウントのパスワードの復旧
adminアカウントは、システム管理者またはスーパーユーザのアカウントです。アドミニストレー
タが adminアカウントのパスワードを失うと、重大なセキュリティ上の問題が発生する可能性が
あります。adminアカウントのパスワードを回復させる手順では、すべてのファブリックインター
コネクトに電源を再投入する必要があり、データ伝送が一時的に停止します。

adminアカウントのパスワードを復旧する場合、実際にはそのアカウントのパスワードを変更し
ます。adminアカウントに対応する元のパスワードを取得することはできません。

admin以外のすべてのローカルアカウントのパスワードは、Cisco UCSManagerからリセットでき
ます。ただし、aaaまたは admin権限を持つアカウントを使用して Cisco UCS Managerにログイン
する必要があります。

Cisco UCSMiniの場合、この手順では、Cisco UCSドメイン内のファブリックインターコネク
トをシャーシスロットからすべて取り外す必要があります。したがって、CiscoUCSドメイン
内のすべてのデータ送信は、ファブリックインターコネクトがシャーシスロットに取り付け

直されるまで停止します。

他の Cisco UCS構成でこの手順を実行する場合は、すべてのファブリックインターコネクト
の電源を切る必要があります。したがって、CiscoUCSドメイン内のすべてのデータ送信は、
ファブリックインターコネクトが再起動されるまで停止します。

注意

Cisco UCS Mini 向け Cisco UCS Manager リリース 3.0 CLI コンフィギュレーションガイド
1



ファブリックインターコネクトのリーダーシップロール

の決定

管理者パスワードがわからなくなった場合にクラスタ内のファブリックインターコネクトの

権限を判別するには、両方のファブリックインターコネクトの IPアドレスから Cisco UCS
ManagerGUIを開きます。従属ファブリックインターコネクトは失敗し、次のメッセージが表
示されます。

UCSM GUI はセカンダリ ノードでは使用できません。（UCSM GUI is not available

on secondary node.）

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

クラスタの両方のファブリックインターコネク

トの動作状態およびリーダーシップロールを表

示します。

UCS-A# show cluster stateステップ 1   

次に、クラスタの両方のファブリックインターコネクトのリーダーシップロールを表示する例を

示します。ここでは、ファブリックインターコネクト Aがプライマリロールで、ファブリック
インターコネクト Bが従属ロールです。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0x4432f72a371511de-0xb97c000de1b1ada4

A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE

HA READY

スタンドアロン設定の admin アカウントパスワードの復
旧

この手順により、ファブリックインターコネクトで初期システムセットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。adminアカウントは、システム管理者または
スーパーユーザのアカウントです。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトのコンソールポートを、コンピュータターミナルまたはコン

ソールサーバに物理的に接続します。
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2 次のファームウェアの実行中のバージョンを確認します。

•ファブリックインターコネクトのファームウェアカーネルバージョン

•ファームウェアシステムバージョン

この情報を検索するには、Cisco UCSドメインで任意のユーザアカウントを使用してログイ
ンします。

ヒント

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を次のように再投入します。

a) Cisco UCS Miniの場合は、シャーシスロットからファブリックインターコネクトを引き出し
ます。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。

b) Cisco UCS Miniの場合は、ファブリックインターコネクトをスライドさせてシャーシスロッ
トに戻します。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオンにしま

す。

ステップ 3 コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時に loaderプロンプトを表示さ
せます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

場合によっては、loaderプロンプトを画面に表示する際に、選択したキーの組み合わせを複数
回押す必要があります。

ステップ 4 ファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートします。
loader >
boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

例：
loader > boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

loader > boot /installables/switch/ucs-mini-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 5 configターミナルモードを開始します。
Fabric(boot)#
config terminal

ステップ 6 adminパスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)#
admin-password
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password

大文字と数字がそれぞれ 1つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。このパスワードは空
にできません。

新しいパスワードはクリアテキストモードで表示されます。

ステップ 7 configターミナルモードを終了し、ブートプロンプトに戻ります。
ステップ 8 ファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートします。

Fabric(boot)#
load /installables/switch/
system_firmware_version

例：
Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-mini-k9-system.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 9 システムイメージがロードされたら、Cisco UCS Managerにログインします。

クラスタ設定の admin アカウントパスワードの復旧
この手順により、ファブリックインターコネクトで初期システムセットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。adminアカウントは、システム管理者または
スーパーユーザのアカウントです。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトのいずれか 1つのコンソールポートを、コンピュータターミ
ナルまたはコンソールサーバに物理的に接続します。

2 次の情報を入手します。

•ファブリックインターコネクトのファームウェアカーネルバージョン

•ファームウェアシステムバージョン

•プライマリリーダーシップロールを持つファブリックインターコネクトと、従属ファブ
リックインターコネクト

この情報を検索するには、Cisco UCSドメインで任意のユーザアカウントを使用してログイ
ンします。

ヒント
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手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 従属ファブリックインターコネクトの場合は、次の手順を実行します。

a) Cisco UCS Miniの場合は、シャーシスロットからファブリックインターコネクトを引き出し
ます。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。

b) Cisco UCS Miniの場合は、ファブリックインターコネクトをスライドさせてシャーシスロッ
トに戻します。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオンにしま

す。

c) コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時にloaderプロンプトを表示
させます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

場合によっては、loaderプロンプトを画面に表示する際に、選択したキーの組み合わせを複
数回押す必要があります。

ステップ 3 プライマリファブリックインターコネクトの電源を次のように再投入します。

a) Cisco UCS Miniの場合は、シャーシスロットからファブリックインターコネクトを引き出し
ます。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。

b) Cisco UCS Miniの場合は、ファブリックインターコネクトをスライドさせてシャーシスロッ
トに戻します。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオンにしま

す。

ステップ 4 コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時に loaderプロンプトを表示さ
せます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

場合によっては、loaderプロンプトを画面に表示する際に、選択したキーの組み合わせを複数
回押す必要があります。

ステップ 5 プライマリファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートしま

す。
loader > boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

例：
loader > boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

loader > boot /installables/switch/ucs-mini-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 6 configターミナルモードを開始します。
Fabric(boot)# config terminal
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ステップ 7 adminパスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)# admin-password password

大文字と数字がそれぞれ 1つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。このパスワードは空
にできません。

新しいパスワードはクリアテキストモードで表示されます。

ステップ 8 configターミナルモードを終了し、ブートプロンプトに戻ります。
ステップ 9 プライマリファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートしま

す。
Fabric(boot)# load /installables/switch/
system_firmware_version

例：
Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-mini-k9-system.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 10 システムイメージがロードされたら、Cisco UCS Managerにログインします。
ステップ 11 従属ファブリックインターコネクトのコンソールで、次の手順を実行してシステムを起動しま

す。

a) 従属ファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートします。
loader > boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

b) 従属ファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートします。
Fabric(boot)# load /installables/switch/
system_firmware_version
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