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認証サービス
Cisco UCS Central は、ユーザ ログインを認証するための次の方法をサポートします。
• Cisco UCS Central でのローカルに存在するユーザ アカウントのローカル ユーザ認証
• 次のプロトコルのいずれかを使用した登録済み UCS ドメインのリモート ユーザ認証
◦ LDAP
◦ RADIUS
◦ TACACS+

パスワードの作成に関するガイドライン
それぞれのローカル認証されたユーザ アカウントにはパスワードが必要です。シスコでは、各
ユーザに強力なパスワードを設定することを推奨します。admin、aaa、または
domain-group-management 権限を持つユーザは、ユーザ パスワードに対してパスワード強度チェッ
クを実行するように Cisco UCS Central を設定できます。パスワード強度チェックを有効にした場
合、それぞれのユーザは強力なパスワードを使用する必要があります。
Cisco UCS Central では、次の要件を満たさないパスワードは拒否されます。
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• 8 ～ 80 文字を含む。
• 次の少なくとも 3 種類を含む。
◦ 小文字
◦ 大文字
◦ 数字
◦ 特殊文字
• aaabbb など連続して 3 回を超えて繰り返す文字を含まない。
• ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではない。
• パスワード ディクショナリ チェックに合格する。つまり、辞書に記載されている標準的な
単語に基づくパスワードを指定することはできません。
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、? （疑問符）、=（等号）。
• ローカル ユーザ アカウントおよび admin アカウントのパスワードは空白にしない。

ローカル認証されたユーザのパスワード プロファイル
パスワード プロファイルには、Cisco UCS Central のローカル認証されたすべてのユーザのパスワー
ド履歴やパスワード変更間隔プロパティが含まれます。ローカル認証されたユーザに異なるパス
ワード プロファイルを指定することはできません。

（注）

パスワード プロファイル プロパティを変更するには、admin、aaa、または
domain-group-management 権限を持っている必要があります。パスワード履歴を除き、これら
のプロパティはこれらの管理権限を持つユーザには適用されません。

パスワード履歴カウント
パスワード履歴のカウントにより、ローカル認証されたユーザが同じパスワードを再利用しない
ようにすることができます。パスワード履歴カウントを設定すると、Cisco UCS Central で以前に
使用されたパスワードが最大15個保存されます。パスワード履歴カウントには最新のパスワード
が先頭で、パスワードが新しい順に保存されます。そのため、履歴カウントがしきい値に達した
ときには、最も古いパスワードを再利用できます。
パスワード履歴カウントで設定された数のパスワードを作成して使用すると、ユーザはパスワー
ドを再使用できます。たとえば、パスワード履歴カウントを 8 に設定した場合、ユーザは最初の
パスワードを 9 番目のパスワードが期限切れになる後まで再使用できません。
デフォルトでは、パスワード履歴は 0 に設定されます。この値は、履歴のカウントをディセーブ
ルにし、ユーザはいつでも前のパスワードを使用できます。
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ローカル認証されたユーザのパスワード履歴カウントをクリアして、以前のパスワードを再使用
可能にすることができます。
パスワード変更間隔
パスワード変更間隔は、ローカル認証されたユーザが特定の時間内に行えるパスワード変更の回
数を制限します。次の表で、パスワード変更間隔の 2 つの間隔設定オプションについて説明しま
す。
間隔の設定

説明

例

パスワード変更不許可 パスワードの変更後、指定された
時間の間は、ローカル認証された
ユーザのパスワードを変更するこ
とはできません。
1 ～ 745 時間の変更禁止間隔を指定
できます。デフォルトでは、変更
禁止間隔は 24 時間です。

変更間隔内のパスワー ローカル認証されたユーザのパス
ド変更許可
ワードを事前に定義された時間内
に変更できる最大回数を指定しま
す。
変更間隔を 1 ～ 745 時間で、パス
ワード変更の最大回数を 0 ～ 10 で
指定できます。デフォルトでは、
ローカル認証されたユーザに対し
て、48 時間間隔内で最大 2 回のパ
スワード変更が許可されます。

パスワード変更後 48 時間以内に
ユーザがパスワードを変更するのを
防ぐため：
• [Change During Interval] を無効
に設定
• [No Change Interval] を 48 に設
定
パスワード変更後 24 時間以内に最
大 1 回のパスワード変更を許可する
には、次のような設定を行います。
• [Change during interval] を有効
に設定
• [Change count] を 1 に設定
• [Change interval] を 24 に設定

UCS Central 認証の管理
手順
ステップ 1

[System Configuration] アイコンをクリックし、[Authentication] を選択します。
これにより、[Cisco UCS Central Authentication Manage] ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 2

[LDAP]で、以下のタブで要求される情報を入力します。
a) [Basic] タブで、[Database Connection Timeout]、[Filter]、[Attribute]、および [Base DN] の値を入
力します。
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b) [Providers] タブで、[+] をクリックしてプロバイダーを追加し、[Basic] タブと [Group Rules] タ
ブで必要な情報を入力します。
SSL セクションの [Enabled] または [Disabled] を選択します。[Enabled] を選択すると、LDAP
データベースとの通信に暗号化が必要になります。SSL LDAP を有効にするには STARTTLS を
使用します。これにより、ポート 389 を使用した暗号化通信が可能になります。[Disabled] を
選択すると、認証情報はクリア テキストで送信されます。
c) [Groups] タブで、[+] をクリックしてプロバイダー グループを追加し、オプションで、それを
プロバイダーに関連付けます。
• Cisco UCS Central に対してサポートされる LDAP プロバイダー グループの最大数は 16 で
す。
• 1 つのプロバイダー グループに対して Cisco UCS Central でサポートされる最大プロバイ
ダー数は 8 です。
d) [Group Maps] タブで、[Provider Group Map DN] を入力してから、オプションで、[Roles] と
[Locales] を追加します。
最大グループ マップ長は、Cisco UCS Central 内で 240 文字を超えることはできません。次に例
を示します。
maximum group-map length:
--------------------------------CN=jeewan2,\
OU=1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-\
23-24-1,\
OU=1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-\
23-24-0,\
OU=ou-01-11-1,\
DC=ucsm,DC=qasam-lab,DC=in

ステップ 3

[TACACS+] で、必要に応じて次のセクションに値を入力します。
a) [Basic] タブで、[Database Connection Timeout] と [Retry Count] の値を入力します。
b) [Providers] タブで、[+] をクリックしてプロバイダーを追加し、必要な設定情報を入力します。
上矢印と下矢印を使用して、プロバイダーの順序を変更できます。
c) [Groups] タブで、[+] をクリックしてプロバイダー グループを追加し、オプションで、それを
プロバイダーに関連付けます。

ステップ 4

[RADIUS] で、必要に応じて次のセクションに値を入力します。
a) [Basic] タブで、[Database Connection Timeout] と [Retry Count] の値を入力します。
b) [Providers] タブで、[+] をクリックしてプロバイダーを追加し、必要な設定情報を入力します。
上矢印と下矢印を使用して、プロバイダーの順序を変更できます。
c) [Groups] タブで、[+] をクリックしてプロバイダー グループを追加し、オプションで、それを
プロバイダーに関連付けます。

ステップ 5

[Authentication Domains] で、ネイティブまたはコンソール デフォルト ドメインを設定、追加、ま
たは削除します。
Cisco UCS Central でサポートされる認証ドメインの最大数は 8 です。

Cisco UCS Central リリース 1.5 認証ガイド
4

認証サービス
UCS Central 認証の管理

ステップ 6

[Native (Default)] をクリックします。
a) [Default Behavior for Remote Users] を選択します。
• 読み取り専用アクセス ロールを割り当てる
• ログインを拒否する
b) [Web Session Refresh Period (Seconds)] に、Cisco UCS ドメインにアクセスしているユーザの更
新要求間の最大許容時間を入力します。
セッションが時間制限を超えると、Cisco UCS Central は Web セッションを非アクティブに変
更しますが、そのセッションを終了することはありません。
60 ～ 172800 秒の間で指定します。デフォルトは 600 秒です。
c) [Web Session Timeout (Seconds)] に、最後の更新要求後の最大経過時間を入力します。Web セッ
ションが時間制限を超えると、Cisco UCS Central は自動的に Web セッションを終了します。
60 ～ 172800 秒の間で指定します。デフォルト値は 7200 秒です。
d) [Enable] または [Disable] を、[Authentication] に選択します。
e) [Enable] を選択した場合は、[Authentication Realm] を選択します。
• [LDAP]：ユーザを Cisco UCS Central で指定された LDAP サーバ上で定義します。
• [Local]：ユーザを Cisco UCS Central または Cisco UCS ドメインでローカルに定義します。
• [RADIUS]：ユーザを Cisco UCS Central で指定された RADIUS サーバ上で定義します。
• [TACACS+]：ユーザを Cisco UCS Central で指定された TACACS+ サーバ上で定義します。
f) [LDAP]、[RADIUS] または [TACACS+] を選択した場合は、[Provider Group] から、関連するプ
ロバイダー グループを選択できます。

ステップ 7

[Console (Default)] をクリックします。
a) [Authentication] の有効化または無効化を選択します。
b) [Enable] を選択した場合は、[Authentication Realm] を選択します。
c) [LDAP]、[RADIUS] または [TACACS+] を選択した場合は、[Provider Group] から、関連するプ
ロバイダー グループを選択できます。

ステップ 8

[+] をクリックして、新しい認証ドメインを追加します。
a) 認証ドメインの名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。スペースおよび次を除く特殊文字は使用
できません：-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオド）が使
用できます。この名前は、いったん保存した後では変更できません。
RADIUS を使用するシステムの場合、認証ドメイン名については、ローカルに作成されたユー
ザ名に対して 32 文字の制限が適用されます。Cisco UCS ではフォーマット用として 5 文字が予
約されているため、ドメイン名とユーザ名を合わせて合計 27 文字を超えることができません。
b) [Web Session Refresh Period (Seconds)] を入力します。
c) [Web Session Timeout (Seconds)] を入力します。
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d) [Authentication Realm] が [LDAP]、[RADIUS] または [TACACS+] に設定されている場合は、
[Provider Group] を選択します。
ステップ 9

[Save] をクリックします。
認証ドメイン作成後、設定の編集や削除が可能になります。

Windows パススルー認証
Cisco UCS Central リリース 2.0 では、リモート ユーザのログインに Windows パススルー認証を使
用して、アカウントのログインのセキュリティ レベルを高めています。Windows パススルー認証
には、ドメインに存在するコンピュータにログオンした後で、もう一度ユーザ クレデンシャルを
入力しないで Cisco UCS Central にサインインできるように合理化されています。
Windows パススルー認証は、ログイン プロンプトのチェックボックスから有効にできます。ただ
し、このチェックボックスを最初にクリックし、Windows のクレデンシャル使用してサインオン
することはできません。Cisco UCS Central から外部プラグインをダウンロードするように求めら
れます。プラグインをダウンロード、インストールして、有効にした後に、Windows パススルー
認証を使用してサインオンできます。

（注）

Cisco UCS Central 2.0 の Windows パススルー認証には次の前提条件があります。
• Windows クライアント システムを Active Directory ドメインに接続する必要があります。Active
Directory のクレデンシャルを使用してログインする必要もあります。
• Active Directory の導入では、Active Directory フェデレーション サービスをサポートしている
必要があります。
• 環境は、少なくとも .NET Framework バージョン 4.0.30319 にする必要があります。
Windows パススルー認証には、次の制限事項があります。
• Cisco UCS Central では、Microsoft Internet Explorer バージョン 11 でのみ Windows パススルー
認証をサポートします。
• シスコのプラグインをダウンロードしてインストールする必要があります。
• 現在、Windows パススルー認証は、認証レルムを LDAP に設定し、RADIUS または TACACS+
には設定していない場合にのみサポートされます。LDAP のレルム名はドメイン名と一致さ
せる必要があります。たとえば、LDAP レルム名が CISCO/ユーザ名の場合、LDAP レルムは
CISCO になります。
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ドメイン グループ認証の管理
手順
ステップ 1

[Domain Group Navigation] アイコンをクリックして、ルートを選択します。
これにより、[root Domain Group] ページが表示されます。

ステップ 2

[Settings] アイコンをクリックして、[Authentication] ページを起動します。
[Root Manage] ダイアログが開きます。

ステップ 3

[LDAP] で、次の情報を入力します。
a) [Basic] タブで、[Database Connection Timeout]、[Filter]、[Attribute]、および [Base DN] の値を入
力します。
b) [Providers] タブで、[+] をクリックしてプロバイダーを追加し、[Basic] タブと [Group Rules] タ
ブで必要な情報を入力します。
SSL セクションの [Enabled] または [Disabled] を選択します。[Enabled] を選択すると、LDAP
データベースとの通信に暗号化が必要になります。LDAP を有効にするには STARTTLS を使
用します。これにより、ポート 389 を使用した暗号化通信が可能になります。[Disabled] を選
択すると、認証情報はクリア テキストで送信されます。
c) [Groups] タブで、[+] をクリックしてプロバイダー グループを追加し、オプションで、それを
プロバイダーに関連付けます。
• Cisco UCS Central に対してサポートされる LDAP プロバイダー グループの最大数は 16 で
す。
• 1 つのプロバイダー グループに対して Cisco UCS Central でサポートされる最大プロバイ
ダー数は 8 です。
d) [Group Maps] タブで、[+] をクリックして [Provider Group Map DN] を入力してから、オプショ
ンで、[Roles] と [Locales] を追加します。
Cisco UCS Central でサポートされる最大グループ マップ長は 240 です。
maximum group-map length:
--------------------------------CN=jeewan2,OU=1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-\
17-18-19-20-21-22-23-24-1,OU=1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-\
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-0,OU=ou-01-11-1,\
DC=ucsm,DC=qasam-lab,DC=in

ステップ 4

[TACACS+] で、必要に応じて次のセクションに値を入力します。
a) [Basic] タブで、[Database Connection Timeout] と [Retry Count] の値を入力します。
b) [Providers] タブで、[+] をクリックしてプロバイダーを追加し、必要な設定情報を入力します。
上矢印と下矢印を使用して、プロバイダーの順序を変更できます。
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c) [Groups] タブで、[+] をクリックしてプロバイダー グループを追加し、オプションで、それを
プロバイダーに関連付けます。
ステップ 5

[RADIUS] で、必要に応じて次のセクションに値を入力します。
a) [Basic] タブで、[Database Connection Timeout] と [Retry Count] の値を入力します。
b) [Providers] タブで、[+] をクリックしてプロバイダーを追加し、必要な設定情報を入力します。
上矢印と下矢印を使用して、プロバイダーの順序を変更できます。
c) [Groups] タブで、[+] をクリックしてプロバイダー グループを追加し、オプションで、それを
プロバイダーに関連付けます。

ステップ 6

[Authentication Domains] で、必要に応じて次のセクションに値を入力します。
a) [+] をクリックして、ドメイン グループの認証ポリシーを作成します。
ポリシーは、親グループから継承した設定を上書きします。Cisco UCS Central でサポートされ
る認証ドメインの最大数は 8 です。
b) 認証ドメインの名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。RADIUS を使用したシステムでは、認証
ドメイン名はユーザ名の一部と見なされます。これについては、ローカルに作成されたユーザ
名に対して 32 文字の制限が適用されます。Cisco UCS はフォーマット用に 5 文字を挿入するた
め、ドメイン名とユーザ名を合わせた合計が 27 文字を超えると、認証は失敗します。
c) [Web Session Refresh Period (Seconds)] に、選択した Cisco UCS Central ドメイン グループに含ま
れる Cisco UCS ドメインにアクセスしているユーザの更新要求間の最大許容時間を入力しま
す。
この時間制限を超えると、Cisco UCS Central は Web セッションを非アクティブと見なします
が、そのセッションを終了することはありません。
60 ～ 172800 の整数を指定します。デフォルトは 600 秒です。
d) [Web Session Timeout (Seconds)] に、Cisco UCS Central が Web セッションを終了するまでの最大
経過時間を入力します。Web セッションが時間制限を超えると、Cisco UCS Central は自動的に
Web セッションを終了します。
60 ～ 172800 秒の整数を指定します。デフォルト値は 7200 秒です。
e) [Authentication Realm] を選択します。
• [LDAP]：ユーザを Cisco UCS Central で指定された LDAP サーバ上で定義します。
• [Local]：ユーザを Cisco UCS Central または Cisco UCS ドメインでローカルに定義します。
• [RADIUS]：ユーザを Cisco UCS Central で指定された RADIUS サーバ上で定義します。
• [TACACS+]：ユーザを Cisco UCS Central で指定された TACACS+ サーバ上で定義します。

ステップ 7

[Save] をクリックします。
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