バックアップ管理
• バックアップと復元, 1 ページ
• 設定のエクスポートとインポート, 9 ページ

バックアップと復元
Cisco UCS Central を使用すれば、Cisco UCS Central と登録された UCS ドメインをバックアップし
て復元することができます。バックアップをスケジュールしてポリシーを復元することができま
す。Cisco UCS Central の即時オンデマンド バックアップまたは選択したドメインを実行すること
もできます。
[Backup & Restore] ページから、Cisco UCS Central と登録された Cisco UCS ドメインの完全状態バッ
クアップをスケジュールできます。Cisco UCS ドメインの場合は、完全状態バックアップ ポリシー
をローカルに作成することもできます。
スケジュール済みバックアップ ポリシーはデフォルトで無効になっています。Cisco UCS Central
または登録済み UCS ドメインをバックアップするには、この両方のバックアップ状態を有効にし
ます。バックアッププロセスが、サーバまたはネットワークトラフィックを中断または変更する
ことはありません。バックアップは、ドメインが起動されて動作している間に実行できます。バッ
クアップ操作では、管理プレーンからの情報が保存されます。
Cisco UCS Central は、バックアップの Cisco UCS Central リポジトリを使用して設定したポリシー
をリモートで制限します。これは、Cisco UCS Manager によって内部的にマウントされます。
定期バックアップをスケジュールすると、バックアップ リポジトリがデータの収集を開始できま
す。バックアップアーカイブを管理するために、保存されているバックアップバージョンの最大
数を指定できます。ポリシー仕様を使用して、各 Cisco UCS ドメインで維持するバックアップの
数を指定します。

（注）

この最大数は、リモート ロケーションに保存できるバックアップ イメージ ファイルの数には
影響しません。
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また、Cisco UCS Central GUI から各 Cisco UCS ドメインのバックアップのリストを表示し、保存
済みまたは未使用のバックアップ ディレクトリおよび設定を削除できます。

重要

• バックアップ操作とインポート操作を作成し、実行するには、管理ロールを持つユーザ
アカウントが必要です。
• バックアップは、Cisco UCS ドメイン（バックアップが取得された）の登録が解除されて
からしか削除できません。

バックアップ イメージ ファイル
データベースまたは設定のバックアップ ファイルは次の場所に保存できます。
• ローカル ファイル システム：ローカル ファイル システム内。
• リモートの場所：TFTP、FTP、SCP、SFTP などのプロトコルを使用したリモートの場所。

重要

イメージ ファイルをリモートの場所に保存するためのオプションを使ってグ
ローバル バックアップ ポリシーを指定するには、Cisco UCS Manager リリー
ス 2.2(2x) 以降を Cisco UCS Central に登録する必要があります。

バックアップのスケジュール時に、どちらかのシステムに保存するバックアップ ファイルの最大
数を指定できます。
設定の復元
Cisco UCS Central の完全状態バックアップを復元できるのはセットアップ中だけです。詳細につ
いては、該当する『Cisco UCS Central Installation and Upgrade Guide』を参照してください。
Cisco UCS Manager では、初期設定中にファブリック インターコネクトのコンソールから完全状
態バックアップ設定を復元できます。

バックアップ操作の考慮事項と推奨事項
バックアップ操作を作成する前に、次のことを考慮してください。
バックアップの場所
バックアップ場所とは、Cisco UCS Central でバックアップ ファイルをエクスポートするネッ
トワーク上の宛先またはフォルダのことです。バックアップ操作は、バックアップ ファイ
ルを保存する場所ごとに 1 つしか保持できません。
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バックアップ ファイル上書きの可能性
ファイル名を変更しないでバックアップ操作を再実行すると、サーバ上にすでに存在する
ファイルが Cisco UCS Central によって上書きされます。既存のバックアップ ファイルが上
書きされるのを回避するには、バックアップ操作内のファイル名を変更するか、既存のファ
イルを別の場所にコピーします。
バックアップの複数のタイプ
同じ場所に対して複数種類のバックアップを実行し、エクスポートできます。バックアップ
操作を再実行する前に、バックアップ タイプを変更します。識別を容易にし、また既存の
バックアップ ファイルが上書きされるのを回避するために、ファイル名を変更することを
推奨します。
スケジュール バックアップ
バックアップ操作を前もって作成し、そのバックアップの実行準備が整うまで管理状態を無
効のままにしておくことはできます。Cisco UCS Central は、バックアップ操作の管理状態が
イネーブルに設定されるまで、バックアップ操作を実行したり、コンフィギュレーション
ファイルを保存したり、エクスポートしたりしません。
増分バックアップ
差分バックアップは実行できません。
完全な状態のバックアップの暗号化
パスワードなどの機密情報がクリア テキストでエクスポートされることがないように、完
全な状態のバックアップは暗号化されます。
Cisco UCS Manager からのバックアップ
Cisco UCS Manager で all-config バックアップを実行すると、グローバル VLAN および VSAN
を含むポート設定は復元されません。Cisco UCS Central からポートを再設定します。

バックアップ タイプ
Cisco UCS Central では次のタイプのバックアップを 1 つ以上実行できます。
• [Full-state]：完全な状態のバックアップはインストール時にのみ指定できます。Full State バッ
クアップは、システム全体のスナップショットを含むバイナリ ファイルです。このバック
アップにより生成されたファイルを使用して、ディザスタ リカバリ時にシステムを復元でき
ます。このファイルは、インポートには使用できません。
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（注）

Full State バックアップ ファイルを使用した場合にのみ、バックアップ ファイ
ルのエクスポート元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを
復元できます。

• [Config-all]：全設定バックアップは、すべてのシステムおよび論理構成設定を含む XML ファ
イルです。このファイルは、インストール時のシステム復元には使用できません。
• [Config-logical]：論理設定バックアップは、すべての論理構成設定を含む XML ファイルで
す。サービスプロファイル、VLAN、VSAN、プール、ポリシー、ユーザ、ロケール、LDAP、
NTP、および DNS 認証と管理設定が含まれます。これらの構成設定をインポートするとき
に、このバックアップから生成されたファイルを使用できます。このファイルは、インス
トール時の完全な状態のシステム復元には使用できません。
• [Config-system]：システム構成バックアップは、統計情報設定とスケジューラ情報を含む XML
ファイルです。これらの構成設定をインポートするときに、このバックアップから生成され
たファイルを使用できます。このファイルは、インストール時の完全な状態のシステム復元
には使用できません。

Cisco UCS Central の完全状態バックアップのスケジューリング
バックアップのスケジューリングに関するビデオを観るには、『Video: Creating Scheduled Backup
for UCS Central』を参照してください。

はじめる前に
リモート ロケーションを指定する場合は、そのロケーションが存在していることを確認します。
バックアップ ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があ
ります。
• 絶対リモート パス。たとえば転送プロトコルが SCP の場合：/home/user01/central
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

手順
ステップ 1

[Actions] バーで次のように入力します。 [Schedule Central Backup] で、Enter キーを押します。

ステップ 2

（任意） [Central Backup] ダイアログボックスの [Description] フィールドに、このバックアップ
ポリシーの説明を入力します。

ステップ 3

[Schedule] ドロップダウンから、このバックアップのスケジュールを選択します。
• [One Time Schedules]：バックアップはスケジュールされた日付と時刻にのみ行われます。
• [Recurring Schedules]：バックアップはスケジュールされた頻度で行われます。
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（注）

この完全状態バックアップと事前定義されたスケジュールを関連付ける必要がありま
す。スケジュールを作成するには、スケジュールの作成または編集を参照してくださ
い。

ステップ 4

[Maximum No of Backup Files] フィールドで、システムに保存するバックアップ ファイルの数を指
定します。
バックアップファイルの最大数に達すると、最も古いバックアップファイルが最も新しいバック
アップ ファイルで上書きされます。

ステップ 5

（任意） バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールド
で、[Enabled] をクリックします。
（注）
リモートの絶対パスは、/home/user01/central で
す。
次のフィールドに値を入力して、リモートの場所に関する情報を追加します。
フィールド名

説明

Transfer Protocol

転送プロトコルを選択します。
• FTP
• SFTP
• TFTP
• SCP

Absolute Remote Path

絶対リモート パス。

Remote Server Host Name/IP Address

リモート サーバの IP アドレス。

User Name

リモート サーバのユーザ名。

Password

リモート サーバのパスワード。

Cisco UCS ドメインの完全状態バックアップのスケジューリング
• 登録された Cisco UCS ドメインの完全状態バックアップはドメイン グループ レベルでしか作
成できません。
• バックアップのスケジューリングに関するビデオを観るには、『Video: Creating Scheduled
Backup for a UCS Domain』を参照してください。
• 手動バックアップを設定するには、この形式で絶対リモート パスを指定しま
す：/path/filename.tgz
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• スケジュール済みバックアップを設定するには、ファイル名を含めずホーム フォルダのパス
（/）を指定します。SFTP では、ホーム フォルダのパスを指定する前に、SFTP サーバでパ
スおよび必須のサブフォルダ/ディレクトリを作成する必要があります。フォルダが事前に設
定されていないと、エクスポートは失敗します。たとえば、SFTP サーバのホーム フォルダ
のパスを C:\sftp に設定して、階層内に他のフォルダがなく、絶対リモート パスを C:sftp\abc
と指定すると、このシステムにはそのようなディレクトリがないため、エクスポートは失敗
します。

はじめる前に
リモート ロケーションを指定する場合は、そのロケーションが存在していることを確認します。
バックアップ ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があ
ります。
• 絶対リモート パス。たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

手順
ステップ 1

[Actions] バーで次のように入力します。 [Schedule Domain Backup]。

ステップ 2

完全状態バックアップをスケジュールする [Domain Group] を選択します。
この選択によって、[Schedule] オプションと [No of Backup Files] オプションが表示されます。

ステップ 3

[Schedule] ドロップダウンから、このバックアップのスケジュールを選択します。

ステップ 4

[Maximum No of Backup Files] フィールドで、システムに保存するバックアップ ファイルの数を指
定します。

ステップ 5

（任意） バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールド
で、[Enabled] をクリックします。
次のフィールドに値を入力して、リモートの場所に関する情報を追加します。
フィールド名

説明

Transfer Protocol

転送プロトコルを選択します。次のいずれかに
することができます。
• FTP
• SFTP
• TFTP
• SCP

Absolute Remote Path
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バックアップ管理
オンデマンド完全状態バックアップの作成

フィールド名

説明

Remote Server Host Name/IP Address

リモート サーバの IP アドレス。

User Name

リモート サーバのユーザ名。

Password

リモート サーバのパスワード。

オンデマンド完全状態バックアップの作成
いつでも Cisco UCS Central の完全状態バックアップを作成して、ファイルをローカルの場所とリ
モートの場所の両方に保存できます。ただし、登録済みの Cisco UCS ドメインでは、バックアッ
プをリモートの場所でしか作成することができません。
オンデマンド バックアップの作成に関するビデオを観るには、『Video: Creating On-Demand Backup
for UCS Central』または『Video: Creating On-Demand Backup for a UCS Domain』を参照してくださ
い。

はじめる前に
オンデマンドバックアップファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備して
おく必要があります。
• 絶対リモート パス。たとえば転送プロトコルが SCP の場
合：/home/test/central/file.tgz
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Backup & Restore] を選択します。

ステップ 2

[UCS Central and Domains] のリストで、[UCS Central] をクリックするか、またはドメイン グルー
プを選択します。

ステップ 3

[Backup] アイコンをクリックします。

ステップ 4

[Backup] ダイアログで、[Remote Copy] を有効にするか無効にするかを選択します。
[Disabled] を選択した場合は、ローカル バックアップ コピーが作成され、ステップ 6 に進むこと
ができます。
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ステップ 5

[Transfer Protocol] を選択して、必要なリモートの場所に関する情報を入力します。

ステップ 6

[Create] をクリックします。

Cisco UCS Central は、指定したリモート ロケーションに完全状態のバックアップ ファイルを作成
して保存します。Cisco UCS ドメインのバックアップ状態を確認するには、ドメイン グループ名
をクリックします。

（注）

Cisco UCS Central または Cisco UCS Manager オンデマンドの完全状態バックアップに障害が発
生すると、次のエラー メッセージが表示されます。
End point timed out. Check for IP, password, space or access related issues.

このエラーを修正するには、設定を再送信します。再送信が成功すると、Cisco UCS Central は
バックアップ リポジトリにバックアップ ファイルを作成します。

Cisco UCS ドメインの完全状態バックアップの削除
下記の手順に加えて、次のシナリオで完全状態のバックアップを無効化または削除できます。
• ルート ドメイン グループ ポリシーを削除すると、バックアップ/エクスポート ポリシーが無
効になります。
• サブドメイン グループ ポリシーを削除すると、バックアップ/エクスポート ポリシーが削除
されます。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[System Tools] アイコンをクリックして、[Backup & Restore] を選択します。

ステップ 2

[Backup and Restore] ページで、[Tools] アイコンをクリックし、[Remove Domain Backup Schedule]
を選択します。

ステップ 3

[Domain Backup Schedule] ダイアログボックスで、バックアップを削除する [Domain Group] を選択
します。

ステップ 4

選択後に表示されるフィールド内の情報を調べて、これが削除するバックアップ スケジュールで
あることを確認します。

ステップ 5

[Remove] をクリックします。

Cisco UCS Central の完全状態バックアップの削除
下記の手順に加えて、次のシナリオで Cisco UCS Central の完全状態のバックアップを無効化また
は削除できます。
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• Cisco UCS Central ポリシーを削除すると、バックアップ/エクスポート ポリシーが無効になり
ます。

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Backup & Restore] を選択します。

ステップ 2

[Backup and Restore] ページで、[Tools] アイコンをクリックし、[Remove Central Backup Schedule]
を選択します。

ステップ 3

[Central Backup Schedule] ダイアログ ボックスで、表示されたフィールド内の情報を調べ、それが
削除するバックアップ スケジュールであることを確認します。

ステップ 4

[Remove] をクリックします。

Cisco UCS Central
手順
ステップ 1

System Tools アイコンをクリックし、[Backup & Restore] を選択します。

ステップ 2

[UCS Central and Domains] のリストで、[UCS Central] またはドメインを選択します。

ステップ 3

右側のペインに、バックアップファイルのリストを表示します。バックアップファイルごとに、
ステータス、スケジュール、最大ファイル数、およびリモート コピーの場所を表示できます。

設定のエクスポートとインポート
[Export & Import] から、Cisco UCS Central と登録済みの Cisco UCS ドメインの設定バックアップを
スケジュールすることができます。エクスポートまたはインポート ポリシーをスケジュールする
ことも、Cisco UCS Central または選択したドメインの即時オンデマンド設定エクスポートを実行
することもできます。Cisco UCS ドメインの場合は、オンデマンド バックアップがリモートに保
存されます。バックアップをスケジュールする場合は、ローカルまたはリモートに保存できます。
スケジュール済みバックアップ ポリシーはデフォルトで無効になっています。Cisco UCS Central
または登録済み Cisco UCS ドメインをバックアップするには、この両方のバックアップ状態を有
効にする必要があります。バックアップ プロセスは、サーバ トラフィックまたはネットワーク
トラフィックを中断せず、またこれらのトラフィックに影響しません。バックアップは、ドメイ
ンが起動されて動作している間に実行できます。バックアップ操作では、管理プレーンからの情
報が保存されます。
Cisco UCS Central は、バックアップの Cisco UCS Central リポジトリを使用して設定したポリシー
をリモートで制限します。これは、Cisco UCS Manager によって内部的にマウントされます。
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定期的なバックアップをスケジュールすると、バックアップ リポジトリはデータの蓄積を開始で
きます。バックアップアーカイブを管理するために、保存されているバックアップバージョンの
最大数を指定できます。ポリシー指定を使用して、Cisco UCS ドメインごとに保持するバックアッ
プ数を指定します。

（注）

この最大数は、リモート ロケーションに保存できるバックアップ イメージ ファイルの数には
影響しません。
Cisco UCS Central GUI から各 Cisco UCS ドメインのバックアップのリストを表示できます（Cisco
UCS Central, （9 ページ）を参照してください。また、保存されたまたは未使用のバックアップ
ディレクトリと設定を削除することもできます）。

重要

• バックアップ操作とインポート操作を作成し、実行するには、管理ロールを持つユーザ
アカウントが必要です。
• Cisco UCS ドメインから登録が解除された後にのみバックアップを削除できます。

バックアップ イメージ ファイル
データベースまたは設定のバックアップ ファイルは次の場所に保存できます。
• ローカル：ローカル ファイル システム。
• リモート ロケーション：TFTP、FTP、SCP、SFTP などのプロトコルを使用するリモート ロ
ケーション。

重要

イメージ ファイルをリモートの場所に保存するためのオプションを使ってグ
ローバル バックアップ ポリシーを指定するには、登録された Cisco UCS ドメ
イン内に Cisco UCS Manager リリース 2.2(2x) が存在する必要があります。Cisco
UCS ドメインに Cisco UCS Manager リリース 2.2(2x) がない場合、リモート
バックアップを使用するグローバル バックアップ ポリシーは機能しません。

バックアップのスケジュール時に、どちらかのシステムに保存するバックアップ ファイルの最大
数を指定できます。
コンフィギュレーション ファイルのインポート
バックアップ リポジトリに保存された設定を使用して、管理対象の Cisco UCS ドメインのいずれ
かをインポートして設定できます。TFTP プロトコルを使用して、バックアップ設定にアクセスし
ます。
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Cisco UCS Central の設定エクスポートのスケジューリング

Cisco UCS Central の設定エクスポートのスケジューリング
設定エクスポートの使い方に関するビデオを観るには、『Video: Creating UCS Central Configuration
Export』を参照してください。

はじめる前に
リモート ロケーションを指定する場合は、そのロケーションが存在していることを確認します。
バックアップ ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があ
ります。
• 絶対リモート パス。たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[System Tools] アイコンをクリックして、[Export & Import] を選択します。

ステップ 2

[UCS Central and Domains] のリストで、[UCS Central] をクリックします。

ステップ 3

[Tools] アイコンをクリックして、[Schedule Central Export] を選択します。
これにより、[Schedule Central Configuration Export] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 4

（任意） [Description] フィールドに、このバックアップ ポリシーの説明を入力します。

ステップ 5

[Schedule] ドロップダウンをクリックして、このバックアップのスケジュールを選択します。
（注）
この設定バックアップと事前定義のスケジュールを関連付ける必要がありま
す。

ステップ 6

[Maximum No of Backup Files] フィールドで、システムに保存するバックアップ ファイルの数を指
定します。

ステップ 7

（任意） バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールド
で、[Enabled] をクリックして、必要なリモートの場所に関する情報を入力します。

Cisco UCS ドメインの設定エクスポートのスケジューリング
登録された Cisco UCS ドメインの設定バックアップは、ドメイン グループ レベルでのみ作成でき
ます。
設定エクスポートの使い方に関するビデオを観るには、『Video: Creating UCS Domain On-Demand
Configuration Export』を参照してください。
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バックアップ管理
UCS Central の設定バックアップのエクスポート

はじめる前に
リモート ロケーションを指定する場合は、そのロケーションが存在していることを確認します。
バックアップ ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があ
ります。
• 絶対リモート パス。たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Export and Import] を選択します。

ステップ 2

[UCS Central and Domains] のリストで、[Tools] アイコンをクリックして [Schedule Domain Export]
を選択します。

ステップ 3

設定バックアップをスケジュールするドメイン グループを選択します。

ステップ 4

[Schedule] ドロップダウンをクリックして、このバックアップのスケジュールを選択します。
（注）
この設定バックアップと事前定義のスケジュールを関連付ける必要がありま
す。

ステップ 5

[Maximum No of Backup Files] フィールドで、システムに保存するバックアップ ファイルの数を指
定します。

ステップ 6

（任意） バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールド
で、[Enabled] をクリックします。
表示されたフィールドに、リモートの場所と関連情報を入力します。

ステップ 7

[Schedule] をクリックします。

UCS Central の設定バックアップのエクスポート
はじめる前に
リモート ロケーションを指定する場合は、そのロケーションが存在していることを確認します。
バックアップ ファイルをリモートの場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があ
ります。
• 絶対リモート パス。たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード
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ドメインの設定オンデマンド バックアップのエクスポート

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Export and Import] を選択します。

ステップ 2

[UCS Central and Domains] のリストで、[UCS Central] をクリックします。

ステップ 3

エクスポートする構成のバックアップ ファイルを選択します。

ステップ 4

[Config Export] アイコンをクリックします。

ステップ 5

バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールドで、[Enabled]
をクリックします。
[Disabled] が選択された場合は、ファイルがローカルに保存されます。

ステップ 6

リモートの場所については、[Transfer Protocol] を選択して、表示されたフィールドに必要なリモー
トの場所に関する情報を入力します。

ステップ 7

[Export] をクリックします。

ドメインの設定オンデマンド バックアップのエクスポート
登録された Cisco UCS ドメインの設定バックアップは、ドメイン グループ レベルでのみ作成でき
ます。

はじめる前に
オンデマンド バックアップが使用できるのはリモートの場所だけです。ローカル Cisco UCS ドメ
インでは、オンデマンドバックアップがサポートされません。バックアップファイルをリモート
の場所に保存するためには、次の情報を準備しておく必要があります。
• 絶対リモート パス。たとえば、転送プロトコルが SCP の場合：scp://user@<ip>/x/y/z
• リモート サーバのホスト名または IP アドレス
• リモート サーバのユーザ名とパスワード

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Export and Import] を選択します。

ステップ 2

UCS セントラルとドメイン リストで、ドメインを選択します。

ステップ 3

エクスポートするドメインのバックアップ ファイルを選択します。

ステップ 4

[Config Export] アイコンをクリックします。

ステップ 5

バックアップ ファイルをリモートの場所に保存する場合は、[Remote Copy] フィールドで、[Enabled]
をクリックします。
[Disabled] が選択された場合は、ファイルがローカルに保存されます。
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Cisco UCS Central の設定のインポート

ステップ 6

[Transfer Protocol] を選択して、表示されたフィールドに必要なリモートの場所に関する情報を入
力します。

ステップ 7

[Export] をクリックします。

Cisco UCS Central の設定のインポート
別の Cisco UCS Central から設定をインポートすることも、ローカルまたはリモートの場所にエク
スポートした xml ファイルをインポートすることもできます。

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Export and Import] を選択します。

ステップ 2

UCS セントラルとドメイン リストで、UCS セントラルを選択します。

ステップ 3

[Config Import] アイコンをクリックします。

ステップ 4

[Behavior on Configuration Import] で、要件に基づいて次のオプションのいずれかを選択します。

ステップ 5

オプション

説明

Replace

インポートしたファイル内のオブジェクトごと
に、現在の設定内の対応するオブジェクトを置
き換えます。

Merge

インポートしたファイル内の設定情報と既存の
設定情報をマージします。競合が存在する場合
は、現在の設定内の情報がインポートした設定
ファイル内の情報に置き換えられます。

[Config File Location] で、設定を Cisco UCS Central にインポートする場所を選択します。
• [UCS Central]：[Config File] ドロップダウンから設定バックアップを選択します。
• [Local]：ローカル ファイルの場所を参照して、ファイルを選択します。
• [Remote]：リモート サーバ関連情報とファイル パスを入力します。

ステップ 6

[Import] をクリックします。
Cisco UCS Central のインポートが失敗した場合は、次のエラー メッセージが表示されます。
End point timed out. Check for IP, password, space or access related issues.

このエラーを修正するには、設定を再送信します。再送信が成功すると、インポート プロセスが
開始されます。
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バックアップ管理
Cisco UCS ドメインの設定のインポート

Cisco UCS ドメインの設定のインポート
（注）

Cisco UCS ドメインが一時停止状態にある、表示されない、または切断されている場合は、イ
ンポート設定機能が無効になります。

はじめる前に
バックアップポリシーを使用して、全設定バックアップファイルが作成されていることを確認し
ます。

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Export and Import] を選択します。

ステップ 2

[UCS Central and Domains] リストで、バックアップをインポートするドメインをクリックします。

ステップ 3

[Config Import] アイコンをクリックします。

ステップ 4

[Behavior on Configuration Import] で、要件に基づいて [Replace] または [Merge] を選択します。
オプション

説明

Replace

インポートしたファイル内のオブジェクトごと
に、現在の設定内の対応するオブジェクトを置
き換えます。

Merge

インポートしたファイル内の設定情報と既存の
設定情報をマージします。競合が存在する場合
は、現在の設定内の情報がインポートした設定
ファイル内の情報に置き換えられます。

ステップ 5

[Import From] ドロップダウンで、すべての設定をこのドメインにインポートするドメインを選択
します。

ステップ 6

[Config File] ドロップダウンをクリックして、設定ファイルを選択します。

ステップ 7

[Import] をクリックします。
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Cisco UCS Central の設定エクスポート スケジュールの削除

Cisco UCS Central の設定エクスポート スケジュールの削除
手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Export and Import] を選択します。

ステップ 2

[Config Export & Import] ページで、[Tools] アイコンをクリックし、[Remove Central Export Schedule]
を選択します。

ステップ 3

スケジュール内のエントリを確認します。
（注）
Cisco UCS Central のスケジュールは 1 つだけで
す。

ステップ 4

[Remove] をクリックします。

Cisco UCS ドメインの設定エクスポート スケジュールの削除
後述の手順に加えて、次のシナリオでは、Cisco UCS Central の完全状態バックアップを無効化ま
たは削除できます。
• サブドメイン グループ ポリシーを削除すると、バックアップ/エクスポート ポリシーが削除
されます。
• 中央またはルート ドメイン グループ ポリシーを削除すると、バックアップ/エクスポート ポ
リシーが無効になります。

手順
ステップ 1

[System Tools] アイコンをクリックし、[Export and Import] を選択します。

ステップ 2

[Config Export & Import] ページで、[Tools] アイコンをクリックし、[Remove Domain Export Schedule]
を選択します。

ステップ 3

設定バックアップを削除するドメイン グループを選択します。

ステップ 4

削除するスケジュールを選択します。

ステップ 5

[Remove] をクリックします。
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Cisco UCS Central

Cisco UCS Central
手順
ステップ 1

System Tools アイコンをクリックし、[Backup & Restore] を選択します。

ステップ 2

[UCS Central and Domains] のリストで、[UCS Central] またはドメインを選択します。

ステップ 3

右側のペインに、バックアップファイルのリストを表示します。バックアップファイルごとに、
ステータス、スケジュール、最大ファイル数、およびリモート コピーの場所を表示できます。
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