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ロールベースアクセスコントロールの概要
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、適切なロールとロケールを割り当てることに

よって個々のユーザ権限を管理できます。

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の管理者ロールを与えられたユーザは、エ

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

ルに財務部門が含まれている場合を除いて、財務部門内のサーバ設定を更新することはできませ

ん。
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Cisco UCS Central ユーザアカウント
システムにはユーザアカウントを使ってアクセスします。各 Cisco UCS Centralドメインで最大
128の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。

OpenSSHまたは SECSHのいずれかの形式の SSH公開キーで、ユーザアカウントを設定できま
す。

管理者アカウント

Cisco UCS Central管理者アカウントはデフォルトのユーザアカウントです。変更または削除する
ことはできません。このアカウントは、システム管理者つまり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。管理者アカウントにはデフォルトのパスワードは割り当

てられていません。システムの初期設定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。

ローカルの管理者ユーザは、認証がリモートに設定されている場合でも、フェールオーバーのた

めにログインできます。

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、Cisco UCS Centralユーザデータベースを介して認証さ
れます。管理者または aaa権限を持つユーザであれば、誰でもそれを有効または無効にすること
ができます。ローカルユーザアカウントを無効にすると、そのユーザはログインできなくなりま

す。

Cisco UCS Centralでは、ローカルユーザアカウントを無効にしても、その設定の詳細がデー
タベースから削除されることがありません。無効ローカルユーザアカウントを再度有効にす

ると、アカウントはユーザ名とパスワードを含め、既存のコンフィギュレーションで再びアク

ティブになります。

（注）

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は、LDAPを介して認証される Cisco UCS Centralユーザア
カウントです。Cisco UCSドメインは、LDAP、RADIUSおよび TACACS+をサポートしていま
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する場合、ロー

カルユーザアカウントで定義されたロールがリモートユーザアカウントに保持された値を上書

きします。
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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。ユーザアカ

ウントの有効期限が来ると、その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日付を設定した後は、アカウントの有効期限をなくすよう再設

定できません。ただし、アカウントの有効期限を可能な限り最も遅い日付に設定することは可

能です。

（注）

ユーザ名の作成に関するガイドライン

ユーザ名は、Cisco UCS Centralのログイン IDとしても使用されます。Cisco UCS Centralユーザア
カウントにログイン IDを割り当てるときは、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 Central内で一意である必要があります。

•ログイン IDは、英文字で開始する必要があります。数字やアンダースコアなどの特殊文字
からは開始できません。

•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

Cisco UCS Central リリース 1.4 認証ガイド
3

ユーザとロール

ユーザ名の作成に関するガイドライン



• adm

• lp

• sync

• shutdown

• halt

• news

• uucp

• operator

• games

• gopher

• nobody

• nscd

• mailnull

• mail

• rpcuser

• rpc

• mtsuser

• ftpuser

• ftp

• man

• sys

• samdme

• debug

ユーザロール
ユーザロールには、ユーザに許可される操作を定義する 1つ以上の権限が含まれます。ユーザご
とに 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ドメインは、デフォルトのユーザロールを含めて、最大 48個のユーザロールを持つ
ことができます。最初の 48のユーザロールが許可された後に設定されたユーザロールは、障害
が発生して無効になります。
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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、システム状態を変更できません。

権限を作成したり、既存の権限を変更または削除したり、ロールを削除したりできます。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、権限を自由に組み合わ

せ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管理者ロールとストレージ管

理者ロールには、異なる組み合わせの権限が付与されています。しかし、両方のロールの権限を

持つサーバおよびストレージ管理者ロールを作成することができます。

ロールをユーザに割り当てた後で削除すると、そのロールはそれらのユーザアカウントから

も削除されます。

（注）

AAAサーバ（RADIUSまたは TACACS+）上のユーザプロファイルを、そのユーザに付与される
権限に対応したロールを追加するように変更します。属性にロール情報が保存されます。AAA
サーバでは、要求とともにこの属性が返され、それを解析することで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。

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。その他のシ
ステムに対する読み取りアクセス。

アドミニストレータ

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。このロールは、デフォルト

で管理者アカウントに割り当てられます。変更することはできません。

ファシリティマネージャ

power management権限による、電源管理操作に対する読み取りと書き込みのアクセス。そ
の他のシステムに対する読み取りアクセス。

ネットワーク管理者

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。その他のシステムに対する読み取りアクセス。

オペレーション

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。
その他のシステムに対する読み取りアクセス。
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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。

サーバ計算

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または vHBAを作成、変更、または削除できません。

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。その他のシステムに対する

読み取りアクセス。

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。その他のシステムに対する

読み取りアクセス。

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。その他のシステ

ムに対する読み取りアクセス。

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。その他のシステムに対する読み

取りアクセス。

予約語：ユーザロール

Cisco UCSでカスタムロールを作成するときは次の語を使用できません。

• network-admin

• network-operator

• vdc-admin

• vdc-operator

• 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。
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これらの権限および権限によってユーザが実行できるようになるタスクの詳細情報は、

『Privileges in Cisco 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で利用可能です。

ヒント

表 1：システム定義ロール

LDAP/RADIUS/TACACS サーバの設
定に対するロール

権限ロール

aaaaaaAAAアドミニストレータ

adminadminアドミニストレータ

kvmkvmKVM管理者

networkpod-qos,pod-config,pod-policy,ext-lan-qos,pod-security,
ext-lan-config,ext-lan-policy,ext-lan-security,service-profile-qos,service-profile-network,service-profile-qos-policy,service-profile-network-policy

ネットワーク

fault, operationsfault, operationsオペレーション

read-onlyread-onlyRead-Only

server-computeservice-profile-compute,service-profile-server-oper,service-profile-server-policyサーバ計算アドミニストレー

タ

server-equipmentserver-policy,server-equipment,server-maintenanceサーバ機器アドミニストレー

タ

server-profileservice-profile-config,service-profile-server,service-profile-ext-access,service-profile-server-oper,service-profile-server-policy,service-profile-config-policyサーバプロファイルアドミ

ニストレータ

server-securityserver-security,service-profile-security,service-profile-security-policyサーバセキュリティアドミ

ニストレータ

stats-managementstats統計情報の管理者

storageext-san-qos,ext-san-config,ext-san-policy,ext-san-security,service-profile-storage,service-profile-storage-policyストレージアドミニストレー

タ
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表 2：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

アドミニストレータシステム管理admin

ネットワーク管理者外部 LAN設定ext-lan-config

ネットワーク管理者外部 LANポリシーext-lan-policy

ネットワーク管理者外部 LAN QoSext-lan-qos

ネットワーク管理者外部 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

オペレーションアラームおよびアラームポリ

シー

fault

オペレーションKVMの起動kvm

オペレーションログおよび Smart Call Homeoperations

オペレーション組織管理org-management

ネットワーク管理者ポッド設定pod-config

ネットワーク管理者ポッドポリシーpod-policy

ネットワーク管理者ポッド QoSpod-qos

ネットワーク管理者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

と書き込みのアクセス

power-mgmt
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デフォルトのロール割り当て説明特権

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

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

ネットワーク管理者サービスプロファイルネット

ワーク

service-profile-network

ネットワーク管理者サービスプロファイルネット

ワークポリシー

service-profile-network-policy

ネットワーク管理者サービスプロファイル QoSservice-profile-qos

ネットワーク管理者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
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デフォルトのロール割り当て説明特権

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

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

UCS Central ロールの管理

手順

ステップ 1 アクションバーで、「Manage UCS Central Roles」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[UCS Central Roles Manage]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Roles]で、[Add]をクリックして新しいロールを作成するか、既存のロールを選択します。
ステップ 3 [Network]タブで、[Add]をクリックして権限を更新および追加します。
ステップ 4 ロールの関連する権限を選択します。

ステップ 5 [Apply]をクリックして新しい権限を適用します。
ステップ 6 ロールの [Storage]、[Server]、および [Operations]の各権限を同じように更新します。
ステップ 7 [Save]をクリックします。

UCS Central ローカルユーザの管理

手順

ステップ 1 アクションバーで、「Manage UCS Central Local Users」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[UCS Central Local Users Manage]ダイアログボックスが開きます。

   Cisco UCS Central リリース 1.4 認証ガイド
10

ユーザとロール

UCS Central ロールの管理



ステップ 2 [LocalUsers]で、[Add]をクリックして新しいローカルユーザを作成するか、既存のユーザを選択
します。

ステップ 3 [Basic]タブで、ユーザに関する必要な情報を入力します。
ステップ 4 [Roles]タブで、ユーザに割り当てるロールを追加または削除します。

a) [Add]をクリックしてロールを表示します。
b) 1つまたは複数のロールを選択します。
c) [Apply]をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 5 [Locales]タブで、ユーザに割り当てるロケールを追加または削除します。
a) [Add]をクリックしてロールを表示します。
b) 1つまたは複数のロールを選択します。
c) [Apply]をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 6 [SSH]タブで、[Authentication Type]を選択します。
ステップ 7 [Save]をクリックします。

UCS Central リモートユーザの管理

手順

ステップ 1 アクションバーで、「Manage UCS Central Remote Users」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[UCS Central Remote Users Manage]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Remote Users]で、リモート LDAPユーザ、ロール、およびロケールを確認します。
このセクションは読み取り専用で

す。

（注）

ステップ 3 ウィンドウを閉じる場合は [Cancel]をクリックし、他のセクションで行った変更を保存する場合
は [Save]をクリックします。

ユーザロケール
ユーザは 1つ以上のロケールに割り当てることができます。各ロケールでは、ユーザがアクセス
できる 1つ以上の組織（ドメイン）を定義します。通常、アクセスできるのは、ロケールで指定
された部門のみに限定されます。ただし、部門をまったく含まないロケールは例外です。このよ

うなロケールは、全部門のシステムリソースへの無制限のアクセスを提供します。

Cisco UCSドメインは、最大 48個のユーザロケールを持つことができます。最初の 48のユーザ
ロールが許可された後に設定されたユーザロケールは、障害が発生して無効になります。
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adminまたはaaaの権限を持つユーザは、組織をその他のユーザのロケールに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。

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

• aaa

• admin

• fault

• 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部門のみを含むロケールでは、その部門内のシステムリソースにのみア

クセスできます。しかし、エンジニアリング部門を含むロケールでは、ソフトウェアエンジニア

リング部門とハードウェアエンジニアリング部門の両方のリソースにアクセスできます。

ユーザ組織

ユーザは、1つ以上の組織を作成できます。各組織では、サブ組織、障害、イベント、UUID接尾
辞プール、および UUIDのブロックが定義されます。

Cisco UCS組織は、ユーザによって階層的に管理されます。ルートレベルの組織に割り当てられ
たユーザは、自動的にすべての組織およびその下にあるドメイングループにアクセスできます。

UCS Central ロケールの管理

手順

ステップ 1 アクションバーで、「Manage UCS Central Locales」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[UCS Central Locales Manage]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Locales]で、[Add]をクリックして新しいロケールを追加するか、既存のロケールを選択します。
ステップ 3 [Organizations]および [Domain Groups]をロケールに割り当てます。

a) [Add]をクリックして、組織またはドメイングループを表示します。
b) 組織またはドメイングループを選択します。
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c) [Apply]をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 4 [Save]をクリックします。

ドメイングループユーザの管理

手順

ステップ 1 [Domain Group]アイコンをクリックして、[root]を選択します。
ステップ 2 [Settings]アイコンをクリックして、[Users]を選択します。
ステップ 3 [Roles]で、ドメイングループに関連付けるロールを選択します。ドメイングループから関連付け

を解除するロールのチェックを外します。

ステップ 4 [Network]タブで、[Add]をクリックして権限を更新および追加します。
a) [Add]をクリックして組織を表示します。
b) ロールの関連する権限を選択します。
c) [Apply]をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 5 ロールの [Storage]、[Server]、および [Operations]の各権限を同じように更新します。
ステップ 6 [Locales]で、ドメイングループに関連付けるロケールを選択します。ドメイングループから関連

付けを解除するロールのチェックを外します。

ステップ 7 [Organizations]をロケールに割り当てます。
a) [Add]をクリックして組織を表示します。
b) 組織またはドメイングループを選択します。
c) [Apply]をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 8 [Save]をクリックします。
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