Cisco UCS Central XML オブジェクトのアクセ
ス権限
この章は、次の項で構成されています。
• 権限のサマリー テーブル, 1 ページ
• 権限, 4 ページ

権限のサマリー テーブル
ユーザがロールに割り当てられると、そのロールが特定の権限を許可します。これらの権限は、
特定のシステム リソースへのアクセスをユーザに許可し、これらのリソースでタスクを実行する
権限を許可します。次の表に、各権限と、その権限に付与されている初期のデフォルト ユーザ
ロールを示します。
内部名

ラベル

説明

デフォルトのロール割り
当て

aaa, （4 ペー
ジ）

AAA

システム セキュリティお AAA アドミニストレータ
よび AAA

admin, （4
ページ）

ADMIN

すべてへのアクセス（す アドミニストレータ
べてのロールの組み合わ
せ）

ext-lan-config,
（5 ページ）

EXT_LAN_CONFIG

ネットワーク エンドポイ ネットワーク管理者
ント、UCD などの設定

ext-lan-policy,
（5 ページ）

EXT_LAN_POLICY

外部ネットワーク ポリ
シー

ネットワーク管理者
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権限のサマリー テーブル

内部名

ラベル

説明

デフォルトのロール割り
当て

ext-lan-qos, （
5 ページ）

EXT_LAN_QOS

外部 LAN QoS

ネットワーク管理者

ext-lan-security,
（6 ページ）

EXT_LAN_SECURITY

外部 LAN セキュリティ

ネットワーク管理者

ext-san-config,
（6 ページ）

EXT_SAN_CONFIG

ネットワーク エンドポイ ストレージ アドミニスト
ント、UCD などの設定 レータ

ext-san-policy,
（6 ページ）

EXT_SAN_POLICY

外部 SAN ポリシー

ストレージ アドミニスト
レータ

ext-san-qos, （
7 ページ）

EXT_SAN_QOS

外部 SAN QoS

ストレージ アドミニスト
レータ

ext-san-security,
（7 ページ）

EXT_SAN_SECURITY

外部 SAN セキュリティ
（VACL など）

ストレージ アドミニスト
レータ

fault, （7 ペー
ジ）

FAULT

アラーム、アラーム ポリ オペレーション
シーなど

ls-config, （8
ページ）

LS_CONFIG

サービス プロファイル設 サーバ プロファイル アド
定
ミニストレータ

ls-config-policy,
（8 ページ）

LS_CONFIG_POLICY

サービス プロファイル設 サーバ プロファイル アド
定ポリシー
ミニストレータ

ls-ext-access, （ LS_EXT_ACCESS
9 ページ）

サービス プロファイル エ サーバ プロファイル アド
ンド ポイント アクセス ミニストレータ

ls-network, （
9 ページ）

サービス プロファイル
ネットワーク

ネットワーク管理者

ls-network-policy, LS_NETWORK_POLICY
（10 ページ）

MAC プールなどの設定

ネットワーク管理者

ls-power, （10
ページ）

LS_POWER

LS 電源管理

ファシリティ マネージャ

ls-qos, （10
ページ）

LS_QOS

サービス プロファイル
QoS

ネットワーク管理者

LS レベルの QoS の設定

ネットワーク管理者

LS_NETWORK

ls-qos-policy, （ LS_QOS_POLICY
11 ページ）
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権限のサマリー テーブル

内部名

ラベル

説明

デフォルトのロール割り
当て

ls-security, （
11 ページ）

LS_SECURITY

サービス プロファイル セ サーバ セキュリティ アド
キュリティ
ミニストレータ

ls-security-policy, LS_SECURITY_POLICY
（11 ページ）

セキュリティ ポリシーの サーバ セキュリティ アド
設定
ミニストレータ

ls-storage, （13
ページ）

サービス プロファイル ス ストレージ アドミニスト
トレージ
レータ

LS_STORAGE

ls-storage-policy, LS_STORAGE_POLICY
（14 ページ）

サービス プロファイル ス ストレージ アドミニスト
トレージ ポリシー
レータ

operations, （
14 ページ）

OPERATIONS

ログ、Call Home 機能など オペレーション

pn-equipment,
（15 ページ）

PN_EQUIPMENT

サーバ ハードウェア管理 サーバ機器アドミニスト
レータ

pn-maintenance,
（15 ページ）

PN_MAINTENANCE

サーバ メンテナンス
（BIOS 更新など）

サーバ機器アドミニスト
レータ

pn-policy, （16
ページ）

PN_POLICY

物理サーバのポリシー

サーバ機器アドミニスト
レータ

pn-security, （
16 ページ）

PN_SECURITY

物理ノードのセキュリ
ティ

サーバ セキュリティ アド
ミニストレータ

pod-config, （
17 ページ）

POD_CONFIG

ポッド設定

ネットワーク管理者

pod-policy, （
17 ページ）

POD_POLICY

ポッド ポリシー

ネットワーク管理者

pod-qos, （17
ページ）

POD_QOS

内部ポッド QoS（必要な ネットワーク管理者
場合）

pod-security, （ POD_SECURITY
17 ページ）

ポッド セキュリティ

ネットワーク管理者

power-mgmt, （ POWER_MGMT
18 ページ）

データセンターの電源管 ファシリティ マネージャ
理
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権限

内部名

ラベル

説明

デフォルトのロール割り
当て

read-only, （18
ページ）

READ_ONLY

読み取り専用アクセス権 すべてのロールで使用可
能

権限
aaa
目的
システム セキュリティおよび AAA。
この権限には、すべてのユーザ、ロール、AAA、およびコミュニケーション サービスの設定への
読み取り/書き込みアクセス権があります。読み取りアクセスは、他のすべてのオブジェクトに使
用できます。
担当するロール
AAA アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
aaa:AuthRealm、aaa:EpAuthProfile、aaa:EpUser、aaa:ExtMgmtCutThruTkn、aaa:LdapEp、
aaa:LdapProvider、aaa:Locale、aaa:Log、aaa:Org、aaa:RadiusEp、aaa:RadiusProvider、aaa:RemoteUser、
aaa:Role、aaa:Session、aaa:SshAuth、aaa:TacacsPlusEp、aaa:TacacsPlusProvider、aaa:User、aaa:UserEp、
aaa:UserLocale、aaa:UserRole、comm:Cimxml、comm:Dns、comm:DnsProvider、comm:EvtChannel、
comm:Http、comm:Https、comm:SmashCLP、comm:Snmp、comm:SnmpTrap、comm:SnmpUser、
comm:Ssh、comm:SvcEp、comm:Telnet、comm:WebChannel、comm:Wsman、comm:XmlClConnPolicy、
comm:XmlClConnPolicy、pki:CertReq、pki:KeyRing、pki:TP

admin
目的
システム管理
担当するロール
アドミニストレータ
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ext-lan-config

制御対象オブジェクト
このロールは、システム レベルです。管理者は、すべてのオブジェクトを制御します。

ext-lan-config
目的
外部 LAN 設定
担当するロール
ネットワーク管理者
制御対象オブジェクト
adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、comm:DateTime、
comm:Dns、comm:DnsProvider、comm:NtpProvider、fabric:EthLan、fabric:EthLanEp、fabric:EthLanPc、
fabric:EthLanPcEp、fabric:LanCloud、fabric:LanPinGroup、fabric:LanPinTarget、fabric:Vlan、
macpool:Format、network:Element、top:System、vnic:FcOEIf、vnic:LanConnTempl

ext-lan-policy
目的
外部 LAN ポリシー
担当するロール
ネットワーク管理者
制御対象オブジェクト
adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、fabric:EthLan、
fabric:EthLanEp、fabric:EthLanPc、fabric:EthLanPcEp、fabric:LanCloud、fabric:LanPinGroup、
fabric:LanPinTarget、fabric:VCon、fabric:VConProfile、fabric:Vlan、macpool:Format、vnic:FcOEIf、
vnic:LanConnTempl

ext-lan-qos
目的
外部 LAN QoS
担当するロール
ネットワーク管理者
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ext-lan-security

制御対象オブジェクト
qosclass:Definition、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc

ext-lan-security
目的
外部 LAN セキュリティ
担当するロール
ネットワーク管理者
制御対象オブジェクト
comm:DateTime、comm:NtpProvider

ext-san-config
目的
外部 SAN 設定
担当するロール
ストレージ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
fabric:FcSan、fabric:FcSanEp、fabric:FcSanPc、fabric:FcSanPcEp、fabric:FcVsanPortEp、
fabric:SanPinGroup、fabric:SanPinTarget、fabric:Vsan、fcpool:Format、vnic:FcOEIf

ext-san-policy
目的
外部 SAN ポリシー
担当するロール
ストレージ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
fabric:FcSan、fabric:FcSanEp、fabric:FcSanPc、fabric:FcSanPcEp、fabric:FcVsanPortEp、
fabric:SanPinGroup、fabric:SanPinTarget、fabric:Vsan、fcpool:Format、vnic:FcOEIf
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ext-san-qos

ext-san-qos
目的
外部 SAN QoS
担当するロール
ストレージ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
qosclass:Definition、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc

ext-san-security
目的
外部 SAN セキュリティ
担当するロール
ストレージ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
この特権に割り当てられるオブジェクトはありません。

fault
目的
アラームおよびアラーム ポリシー
担当するロール
オペレーション
制御対象オブジェクト
callhome:Policy、event:EpCtrl、event:Log、fault:Holder、fault:Inst、fault:Policy
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ls-config

ls-config
目的
サービス プロファイル設定
担当するロール
サーバ プロファイル アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、
bios:VfIntelHyperThreadingTech、bios:VfIntelTurboBoostTech、bios:VfIntelVTForDirectedIO、
bios:VfIntelVirtualizationTechnology、bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、
bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、
bios:VfResumeOnACPowerLoss、bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、extvmm:Ep、
extvmm:KeyRing、extvmm:KeyStore、extvmm:MasterExtKey、extvmm:Provider、
extvmm:SwitchDelTask、ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Power、ls:Server、ls:Tie、
lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、
lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、lsboot:VirtualMedia、org:Org、power:Group、power:Regulation、
power:Rule、sol:Config、storage:LocalDiskConfigDef、storage:LocalDiskPartition、vm:Cont、
vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、
vm:VnicProfCl、vnic:BootTarget、vnic:DynamicCon、vnic:Ether、vnic:EtherIf、vnic:Fc、vnic:FcIf、
vnic:FcOEIf、vnic:IPv4Dhcp、vnic:IPv4Dns、vnic:IPv4If、vnic:IPv4StaticRoute、vnic:IpV4PooledAddr、
vnic:IpV4StaticAddr、vnic:Ipc、vnic:IpcIf、vnic:Scsi、vnic:ScsiIf

ls-config-policy
目的
サービス プロファイル設定ポリシー
担当するロール
サーバ プロファイル アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
adaptor:EthCompQueueProfile、adaptor:EthFailoverProfile、adaptor:EthInterruptProfile、
adaptor:EthOffloadProfile、adaptor:EthRecvQueueProfile、adaptor:EthWorkQueueProfile、
adaptor:ExtIpV6RssHashProfile、adaptor:FcCdbWorkQueueProfile、adaptor:FcErrorRecoveryProfile、
adaptor:FcInterruptProfile、adaptor:FcPortFLogiProfile、adaptor:FcPortPLogiProfile、adaptor:FcPortProfile、
adaptor:FcRecvQueueProfile、adaptor:FcWorkQueueProfile、adaptor:HostEthIfProfile、
adaptor:HostFcIfProfile、adaptor:IpV4RssHashProfile、adaptor:IpV6RssHashProfile、adaptor:RssProfile、
extvmm:Ep、extvmm:KeyRing、extvmm:KeyStore、extvmm:MasterExtKey、extvmm:Provider、
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ls-ext-access

extvmm:SwitchDelTask、firmware:ComputeHostPack、firmware:ComputeMgmtPack、ls:AgentPolicy、
ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Tier、lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、
lsboot:LocalStorage、lsboot:Policy、lsboot:SanImage、lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、
lsboot:VirtualMedia、org:Org、sol:Config、sol:Policy、storage:LocalDiskConfigDef、
storage:LocalDiskConfigPolicy、storage:LocalDiskPartition、vm:Cont、vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、
vm:Org、vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、vm:VnicProfCl

ls-ext-access
目的
サービス プロファイル エンド ポイント アクセス
担当するロール
サーバ プロファイル アドミニストレータ
この権限は使用されません。

ls-network
目的
サービス プロファイル ネットワーク
担当するロール
ネットワーク管理者
制御対象オブジェクト
dpsec:Mac、extvmm:Provider、extvmm:SwitchDelTask、fabric:DceSwSrvEp、fabric:VCon、
fabric:VConProfile、flowctrl:Definition、flowctrl:Item、macpool:Format、nwctrl:Definition、
qos:Definition、epqos:Definition、epqos:DefinitionDelTask、qosclass:Definition、qos:Item、epqos:Item、
epqos:Egress、qosclass:Item、qosclass:Eth、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc、
vm:Cont、vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、
vm:Switch、vm:VnicProfCl、vnic:DefBeh、vnic:DynamicCon、vnic:DynamicConPolicy、
vnic:DynamicIdUniverse、vnic:Ether、vnic:EtherIf、vnic:IPv4Dhcp、vnic:IPv4Dns、vnic:IPv4If、
vnic:IPv4StaticRoute、vnic:IpV4PooledAddr、vnic:IpV4StaticAddr、vnic:Ipc、vnic:IpcIf、
vnic:LanConnTempl、vnic:Profile、vnic:ProfileSet
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ls-network-policy

ls-network-policy
目的
サービス プロファイル ネットワーク ポリシー
担当するロール
ネットワーク管理者
制御対象オブジェクト
dpsec:Mac、fabric:DceSrv、fabric:DceSwSrv、fabric:DceSwSrvEp、fabric:EthDiag、fabric:FcDiag、
fabric:VCon、fabric:VConProfile、flowctrl:Definition、flowctrl:Item、ippool:Block、ippool:Pool、
macpool:Block、macpool:Format、macpool:Pool、nwctrl:Definition、qos:Definition、epqos:Definition、
epqos:DefinitionDelTask、qosclass:Definition、qos:Item、epqos:Item、epqos:Egress、qosclass:Item、
qosclass:Eth、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc、uuidpool:Block、vnic:DynamicCon、
vnic:DynamicConPolicy、vnic:DynamicIdUniverse、vnic:LanConnTempl、vnic:Profile、vnic:ProfileSet

ls-power
目的
サービス プロファイルの電源管理
担当するロール
ファシリティ マネージャ

ls-qos
目的
サービス プロファイル
担当するロール
QoS ネットワーク管理者
この権限は使用されません。
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ls-qos-policy

ls-qos-policy
目的
サービス プロファイル QoS ポリシー
担当するロール
ネットワーク管理者
制御対象オブジェクト
flowctrl:Definition、flowctrl:Item、qos:Definition、epqos:Definition、epqos:DefinitionDelTask、
qosclass:Definition、qos:Item、epqos:Item、epqos:Egress、qosclass:Item、qosclass:Eth、qosclass:EthBE、
qosclass:EthClassified、qosclass:Fc

ls-security
目的
サービス プロファイル セキュリティ
担当するロール
サーバ セキュリティ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
aaa:EpAuthProfile、aaa:EpUser

ls-security-policy
目的
サービス プロファイル セキュリティ ポリシー
担当するロール
サーバ セキュリティ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
aaa:EpAuthProfile、aaa:EpUser
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ls-server

ls-server
目的
サービス プロファイル サーバ管理
担当するロール
サーバ セキュリティ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、
bios:VfIntelHyperThreadingTech、bios:VfIntelTurboBoostTech、bios:VfIntelVTForDirectedIO、
bios:VfIntelVirtualizationTechnology、bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、
bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、
bios:VfResumeOnACPowerLoss、bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、
ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Power、ls:Server、ls:Tier、lsboot:Def、lsboot:Lan、
lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、
lsboot:VirtualMedia、power:Group、power:Regulation、power:Rule、sol:Config、
storage:LocalDiskConfigDef、storage:LocalDiskPartition、vnic:BootTarget、vnic:DefBeh、
vnic:DynamicCon、vnic:Ether、vnic:EtherIf、vnic:Fc、vnic:FcIf、vnic:FcNode、vnic:FcOEI、
vnic:IPv4Dhcp、vnic:IPv4Dns、vnic:IPv4If、vnic:IPv4StaticRoute、vnic:IpV4PooledAddr、
vnic:IpV4StaticAddr、vnic:Ipc、vnic:IpcIf、vnic:Scsi、vnic:ScsiIf

ls-server-oper
目的
サービス プロファイルのコンシューマ ロール
この権限は、サービス プロファイルの次の動作を制御します。
• KVM の起動
• サーバの起動
• サーバのシャットダウン
• リセット
担当するロール
サーバ プロファイル アドミニストレータ
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ls-server-policy

ls-server-policy
目的
サービス プロファイル プール ポリシー
担当するロール
サーバ セキュリティ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
adaptor:EthCompQueueProfile、adaptor:EthFailoverProfile、adaptor:EthInterruptProfile、
adaptor:EthOffloadProfile、adaptor:EthRecvQueueProfile、adaptor:EthWorkQueueProfile、
adaptor:ExtIpV6RssHashProfile、adaptor:FcCdbWorkQueueProfile、adaptor:FcErrorRecoveryProfile、
adaptor:FcInterruptProfile、adaptor:FcPortFLogiProfile、adaptor:FcPortPLogiProfile、adaptor:FcPortProfile、
adaptor:FcRecvQueueProfile、adaptor:FcWorkQueueProfile、adaptor:HostEthIfProfile、
adaptor:HostFcIfProfile、adaptor:IpV4RssHashProfile、adaptor:IpV6RssHashProfile、adaptor:RssProfile、
bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、
bios:VfIntelHyperThreadingTech、bios:VfIntelTurboBoostTech、ios:VfIntelVTForDirectedIO、
bios:VfIntelVirtualizationTechnology、bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、
bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、
bios:VfResumeOnACPowerLoss、bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、fabric:VCon、
fabric:VConProfile、firmware:ComputeHostPack、firmware:ComputeMgmtPack、ls:AgentPolicy、
ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Power、ls:Tier、lsboot:Policy、power:Group、
power:Regulation、power:Rule

ls-storage
目的
サービス プロファイル ストレージ
担当するロール
ストレージ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
fcpool:Format、lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、
lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、lsboot:VirtualMedia、storage:LocalDiskConfigDef、
storage:LocalDiskConfigPolicy、storage:LocalDiskPartition、uuidpool:Format、vnic:BootTarget、
vnic:DefBeh、vnic:Fc、vnic:FcIf、vnic:FcNode、vnic:FcOEIf、vnic:SanConnTempl、vnic:Scsi、vnic:ScsiIf
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ls-storage-policy

ls-storage-policy
目的
サービス プロファイル ストレージ ポリシー
担当するロール
ストレージ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
fabric:VCon、fabric:VConProfile、fcpool:Block、fcpool:BootTarget、fcpool:Format、fcpool:Initiator、
fcpool:Initiators、lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、
lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、lsboot:VirtualMedia、
storage:LocalDiskConfigDefstorage:LocalDiskConfigPolicy、storage:LocalDiskPartition、uuidpool:Format、
vnic:SanConnTempl

operations
目的
ログおよび Smart Call Home
担当するロール
オペレーション
制御対象オブジェクト
aaa:Log、callhome:Dest、callhome:Ep、callhome:PeriodicSystemInventory、callhome:Profile、
callhome:Smtp、callhome:Source、callhome:TestAlert、comm:DateTime、comm:NtpProvider、
comm:Syslog、comm:SyslogClient、comm:SyslogConsole、comm:SyslogFile、comm:SyslogMonitor、
condition:Log、aaa:Log、event:Log、event:EpCtrl、event:Log、fault:Inst、stats:CollectionPolicy、
stats:Curr、adaptor:EthPortBySizeLargeStats、adaptor:EthPortBySizeSmallStats、adaptor:EthPortErrStats、
adaptor:EthPortMcastStats、adaptor:EthPortOutsizedStats、adaptor:EthPortStats、adaptor:EtherIfStats、
adaptor:FcIfEventStats、adaptor:FcIfFC4Stats、adaptor:FcIfFrameStats、adaptor:FcPortStats、
adaptor:MenloBaseErrorStats、adaptor:MenloDcePortStats、adaptor:MenloEthErrorStats、
adaptor:MenloEthStats、adaptor:MenloFcErrorStats、adaptor:MenloFcStats、adaptor:MenloHostPortStats、
adaptor:MenloMcpuErrorStats、adaptor:MenloMcpuStats、adaptor:MenloNetEgStats、
adaptor:MenloNetInStats、adaptor:MenloQErrorStats、adaptor:MenloQStats、adaptor:VnicStats、
compute:IOHubEnvStats、compute:MbPowerStats、compute:MbTempStats、
compute:PCIeFatalCompletionStats、compute:PCIeFatalProtocolStats、compute:PCIeFatalReceiveStats、
compute:PCIeFatalStats、equipment:ChassisStats、equipment:FanModuleStats、equipment:FanStats、
equipment:IOCardStats、equipment:PsuInputStats、equipment:PsuStats、ether:ErrStats、ether:LossStats、
ether:PauseStats、ether:RxStats、ether:TxStats、fc:ErrStats、fc:Stats、memory:ArrayEnvStats、

Cisco UCS Central XML API プログラマーズ ガイド
14

Cisco UCS Central XML オブジェクトのアクセス権限
pn-equipment

memory:BufferUnitEnvStats、memory:ErrorStats、memory:Runtime、memory:UnitEnvStats、
processor:EnvStats、processor:ErrorStats、processor:Runtime、sw:EnvStats、sw:SystemStats、
stats:Holder、stats:Thr32Definition、stats:Thr32Value、stats:Thr64Definition、stats:Thr64Value、
stats:ThrFloatDefinition、stats:ThrFloatValue、stats:ThresholdClass、stats:ThresholdDefinition、
stats:Thr32Definition、stats:Thr64Definition、stats:ThrFloatDefinition、stats:ThresholdPolicy、
stats:ThresholdValue、stats:Thr32Value、stats:Thr64Value、stats:ThrFloatValue、
sysdebug:AutoCoreFileExportTarget、sysdebug:BackupBehavior、sysdebug:Core、
sysdebug:CoreFileExportTarget、sysdebug:AutoCoreFileExportTarget、
ysdebug:ManualCoreFileExportTarget)、sysdebug:CoreFileRepository、
sysdebug:LogControlDestinationFile、ysdebug:LogControlDestinationSyslog、sysdebug:LogControlDomain、
sysdebug:LogControlEp、sysdebug:LogControlModule、sysdebug:MEpLog、sysdebug:MEpLogPolicy、
sysdebug:ManualCoreFileExportTarget、sysfile:Mutation

pn-equipment
目的
サーバ ハードウェア管理
担当するロール
サーバ機器アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、compute:Blade、
compute:PsuPolicy、diag:SrvCtrl、equipment:Chassis、equipment:Led、equipment:IndicatorLed、
equipment:LocatorLed、fabric:ComputeSlotEp、fabric:SwChPhEp

pn-maintenance
目的
サーバ メンテナンス
担当するロール
サーバ機器アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、compute:Blade、
diag:SrvCtrl、equipment:Chassis、equipment:Led、equipment:IndicatorLed、equipment:LocatorLed、
fabric:ComputeSlotEp、fabric:SwChPhEp
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pn-policy

pn-policy
目的
サーバ ポリシー
担当するロール
サーバ機器アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
adaptor:CapQual、adaptor:Qual、bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、
bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、bios:VfIntelHyperThreadingTech、
bios:VfIntelTurboBoostTech、bios:VfIntelVTForDirectedIO、bios:VfIntelVirtualizationTechnology、
bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、
bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、bios:VfResumeOnACPowerLoss、
bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、compute:AutoconfigPolicy、compute:Blade、
compute:BladeDiscPolicy、compute:BladeInheritPolicy、compute:ChassisDiscPolicy、
compute:ChassisQual、compute:DiscPolicy、compute:BladeDiscPolicy、compute:ChassisDiscPolicy、
compute:PhysicalQual、compute:Pool、compute:PooledPhysical、compute:PooledSlot、
compute:PooledSlot、compute:PoolingPolicy、compute:PsuPolicy、compute:Qual、compute:QualItem、
adaptor:CapDef、adaptor:CapQual、adaptor:CapSpec、adaptor:Qual、compute:BladePosQual、
compute:ChassisQual、compute:SlotQual、compute:PhysicalQual、memory:Qual、processor:Qual、
storage:Qual、compute:ScrubPolicy、compute:SlotQual、diag:BladeTest、diag:NetworkTest、
diag:RunPolicy、equipment:Chassis、equipment:Led、equipment:IndicatorLed、equipment:LocatorLed、
extvmm:Ep、extvmm:KeyRing、extvmm:KeyStore、extvmm:MasterExtKey、extvmm:Provider、
extvmm:SwitchDelTask、fabric:ComputeSlotEp、fabric:SwChPhEp、memory:Qual、org:Org、
processor:Qual、storage:Qual、uuidpool:Pool、vm:Cont、vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、
vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:LifeCyclePolicy、vm:Org、vm:Switch、vm:VnicProfCl

pn-security
目的
サーバ セキュリティ
担当するロール
サーバ セキュリティ アドミニストレータ
制御対象オブジェクト
mgmt:IntAuthPolicy
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pod-config

pod-config
目的
ポッド設定
担当するロール
ネットワーク管理者
この権限は使用されません。

pod-policy
目的
ポッド ポリシー
担当するロール
ネットワーク管理者
この権限は使用されません。

pod-qos
目的
ポッド QoS
担当するロール
ネットワーク管理者
この権限は使用されません。

pod-security
目的
ポッド セキュリティ
担当するロール
ネットワーク管理者
この権限は使用されません。
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power-mgmt

power-mgmt
目的
データセンターの電源管理
このロールは、電源グループの設定やその他の電源関連のポリシーを含む、電力容量管理のため
の読み取り/書き込みアクセスを提供します。
担当するロール
ファシリティ マネージャ

read-only
目的
読み取り専用アクセス権
担当するロール
これは、選択可能な権限ではありません。すべてのロールがすべてのオブジェクトへの読み取り
専用アクセス権を持ちます。一部のオブジェクトの読み取り/書き込み権限を持つロールが、その
他すべてのオブジェクトに対する読み取り専用アクセス権を持ちます。
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