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ユーザの役割
Cisco UCS Directorは次のユーザロールをサポートしています。

•すべてのポリシー管理者

•請求管理者

•コンピューティング管理者

Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーションガイド
1



•グループ管理者：ユーザを追加する権限を持つエンドユーザ。このユーザはエンドユーザ
ポータルを使用できます。

• IS管理者

• MSP管理者

•ネットワーク管理者

•演算子

•サービスエンドユーザ：このユーザはエンドユーザポータルの表示および使用のみが可
能です。

•ストレージ管理者

•システム管理者

これらのユーザロールはシステムで定義されており、CiscoUCSDirectorにおいてデフォルトで使
用できます。あるロールがデフォルトで使用できるかどうかは、[ユーザ（User）]ページの [デ
フォルトのロール（Default Role）]列に [はい（Yes）]とマークされているかどうかで判別できま
す。

管理者は Cisco UCS Directorにて、カスタム定義されたユーザロールまたはシステムが提供す
るユーザロールをユーザに割り当てることができます。付け加えて、最後の時点で、ユーザ

が割り当てられていた役割の情報を見ることができます。詳細については、『ユーザ用ユーザ

ロール情報の表示』を参照してください。

（注）

システムの管理者は、ユーザロールについて次のタスクを実行できます。

•システムのカスタムユーザロールを作成し、この役割を持つユーザアカウントを作成する
か、既存のユーザにロールを割り当てます。

新しいユーザロールを作成する場合は、ユーザロールを管理者またはエンドユーザに割り

当てるかを指定できます。ユーザロールの作成の詳細については、ユーザロールの追加, （
3ページ）を参照してください。特定のロールに対するユーザアカウントの作成の詳細に
ついては、ユーザの追加, （4ページ）を参照してください。

•デフォルトのロールを含む既存のユーザロールを変更し、そのロールに関連付けられたユー
ザのメニュー設定と読み取り/書き込み権限を変更します。

ロールのメニュー設定と権限を変更する手順は、ユーザロールを追加する手順と同じです。

ユーザに対する VM 管理タスクの実行権限の定義

従来は、VM管理タスクの権限をエンドユーザのみに提供するには、エンドユーザセルフサービ
スポリシーで権限を定義するしかありませんでした。現在では、システムの管理者は、VM管理
タスクを実行する権限をどのユーザロールでも割り当てることができるようになりました。その

ロールに割り当てられたユーザは、選択された VM管理関連タスクを実行できます。ただし、エ
ンドユーザ用の VM管理タスクを割り当てるには、エンドユーザセルフサービスポリシーを使
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用して、最初にこのユーザロールのすべてのVM管理アクションを無効にし、次にそのほかの管
理タスクをすべて有効にする必要があります。

システムの全てのユーザが、VM管理タスクを実行する機能は、以下によって決定されます。

•ユーザがマッピングされているユーザロールに割り当てられた権限

• VDCにマッピングされているエンドユーザセルフサービスポリシー。

最新リリースにアップグレードした場合、VM管理タスクを実行する権限は、以前のリリースバー
ジョンにおいて作成したエンドユーザのセルフサービスポリシーに保持されます。ただし、ユー

ザロールに対しては、現在のリリースへのアップグレード後に設定した権限が優先されます。

MSP管理者や、グループ管理者のような他の管理者に VM管理タスクの実行権限を付与する
には、ユーザロールにのみその権限を定義します。

（注）

ユーザロールの追加
CiscoUCSDirectorに任意の数のユーザロールを作成し、そのロールのユーザのメニュー設定を定
義できます。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）]を選択します。
ステップ 2 [システム（System）]ページで [ユーザロール（User Role）]をクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [ユーザロールの追加（Add User Role）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します。

説明名前

ユーザロールの名前。[ユーザロール（User Role）]フィールド

追加するロールのタイプを選択します。次のい

ずれかを設定できます。

• [管理（Admin）]

• [エンドユーザ（End user）]

[ロールタイプ（RoleType）]ドロップダウンリ
スト

追加するロールの説明。[説明（Description）]フィールド
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説明名前

ユーザロールのリストを展開し、拒否するロー

ルのチェックボックスをオンにします。これに

より、そのロールで作成されたユーザが拒否さ

れます。

たとえば、管理者が、クローン機能を使用して

システム内に新しいグループ管理ロールを作成

するとします。このグループ管理ロールには、

グループ管理ルールより高い権限を持つユーザ

を作成する能力が必要です。しかしデフォルト

のグループ管理ロールでは、グループ管理ロー

ルよりも高い権限を持つユーザは作成できませ

ん。この場合、管理者は、拒否リストでデフォ

ルトのグループ管理ロールを選択する必要があ

ります。

ロールを確認したら、[検証（Validate）]をク
リックします。

[拒否ロールのリスト（Deny Role List）]

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 6 [メニュー設定（Menu Settings）]ペインで、このロールで定義されたユーザに表示するメニュー

オプションをオンにします。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 8 [ユーザ権限（User Permissions）]ペインでは、ユーザの利用可能なタスクに関連付けられた読み

取りまたは書き込み権限を選択します。

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

このタイプのロールを持つユーザを作成します。

ユーザの追加

はじめる前に

グループにユーザを追加する前に、そのグループが作成されていることを確認してください。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザ（Users）]をクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [ユーザの追加（Add User）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します。

説明フィールド名

ユーザのロールタイプを選択します。

このドロップダウンリストには、

Cisco UCS Directorで使用可能なすべ
てのユーザロールが表示されます。

デフォルトで使用可能なユーザロー

ルに加えて、追加のユーザロールを

作成できます。ユーザロールの作成

の詳細については、ユーザロールの

追加, （3ページ）を参照してくだ
さい。

（注）

[ユーザロール（UserRole）]ドロップダウンリ
スト

ユーザがアクセスできるグループを選択しま

す。すでに使用可能なグループを選択するか、

または新しいグループを追加できます。

このフィールドは、ユーザロールと

してサービスエンドユーザまたはグ

ループ管理者を選択している場合に

のみ表示されます。

（注）

[ユーザグループ（User Group）]ドロップダウ
ンリスト

ユーザが管理するMSP組織を選択します。

現在使用可能な組織を選択するか、または新し

い組織を追加できます。

このフィールドは、ユーザロールと

して [MSP管理者（MSP Admin）]を
選択している場合にのみ表示されま

す。

（注）

[MSP組織（MSP Organization）]ドロップダウ
ンリスト

ログイン名。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _
`~ $% ^ {}! ' @

[ログイン名（Login Name）]フィールド
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説明フィールド名

パスワード。

ユーザに対して Lightweight Directory
Access Protocol（LDAP）認証を設定
している場合は、ローカルサーバで

はなく LDAPサーバでのみパスワー
ドが検証されます。

（注）

[パスワード（Password）]フィールド

確認のためにパスワードを再入力します。[パスワードの確認（ConfirmPassword）]フィー
ルド

電子メールアドレス。

電子メールアドレスは、サービスリ

クエストのステータスと承認につい

てグループ所有者に通知するために

必要です。

（注）

[ユーザの連絡先電子メール（User Contact
Email）]フィールド

名。[名（First Name）]フィールド

姓。[姓（Last Name）]フィールド

ユーザの電話番号です。[電話（Phone）]フィールド

ユーザのオフィス住所です。[住所（Address）]フィールド

システムでユーザアカウントを無効にする日時

を設定する場合にオンにします。ユーザアカウ

ントが無効になると、ユーザはシステムにログ

インできなくなります。

この日付から 1週間前に、アカウントが無効に
なることを知らせる電子メールメッセージが

ユーザに送信されます。この自動メールメッ

セージは、PeriodicNotificationToUserTaskシステ
ムタスクによって生成され、送信されます。

指定された日時に、ユーザアカウントが自動的

に無効になります。ユーザが指定した日付にシ

ステムにログインすると、ログインセッション

は自動的に終了します。

[ユーザ無効化の日付を設定（Set user disable
date）]チェックボックス
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説明フィールド名

このユーザのシステムの言語を個別に選択しま

す。デフォルトでは、原語は英語に設定されて

います。

このユーザがログインすると、ユーザインター

フェイスは、選択した言語で表示されます。こ

のロケールの選択は、このユーザにのみ適用さ

れます。

[ロケール（Locale）]ドロップダウンリスト

このユーザがシステムにログインしたときに、

クラシックビューユーザインターフェイスを

起動する場合にオンにします。

他のユーザ用にクラシックビューを起動するよ

うにシステムを設定する機能は、リリース 6.5
でのみ使用できます。クラシックビューは、続

くリリースでは削除されます。

[クラシックビューでログイン（Login with
Classic View）]チェックボックス

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

ユーザが含まれている行をクリックし、[プロファイルの管理（Manage Profiles）]をクリックし
て、オプションでそのユーザに複数のロールを割り当てます。

ユーザタイプの管理
システム管理者には、ユーザの追加、ユーザとユーザ権限の表示、さまざまなシステムコンポー

ネントに対する個別ユーザの読み取り/書き込み権限の変更など、CiscoUCSDirectorを管理するた
めのすべての権限が与えられています。

ほとんどのユーザは、ログイン時に管理ポータルにアクセスします。

デフォルトのユーザ権限
各管理ユーザには、Cisco UCS Directorにアクセスするための一連の権限が付与されています。
ユーザ権限のタイプは次のとおりです。

•読み取り：読み取り権限を持つ管理ユーザは、ファイルの読み取りのみを行うことができま
す。
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•書き込み：書き込み権限を持つ管理ユーザは、ファイルの読み取り、書き込み、および変更
を行うことができます。この権限では、ファイルの削除または名前変更を実行できます。

•読み取り/書き込み：読み取り/書き込み権限が付与されている管理者ユーザは、ファイルの
読み取りおよび書き込みを実行できます。

ユーザの役割および権限

次の表に、各ユーザロールにマップされている権限のリストを示します。

スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み取

り

読み取

り

書き込

み

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み

取り

読み取

り

仮想コン

ピュー

ティング

書き込

み

書き

込み

書き込

み

書き込

み

書き込

み

書き込

み

書き

込み

書き

込み

書き込

み

VMラベ
ル

書き込

み

書き込

み

書き込

み

vDCへの
VM割り
当て

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み取

り

仮想スト

レージ

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み取

り

仮想ネッ

トワーク

読み取

り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み取

り/書き
込み

物理コン

ピュー

ティング

読み取

り/書き
込み

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み

取り

読み取

り/書き
込み

物理スト

レージ
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スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み取

り

読み

取り

読み取

り/書き
込み

物理ネッ

トワーク

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み取

り/書き
込み

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み

取り

読み取

り

読み取

り/書き
込み

グループ

のサービ

スリクエ

スト

書き

込み

書き込

み

書き込

み

書き

込み

書き込

み

サービス

リクエス

トの作成

読み取

り/書き
込み

読み

取り/
書き

込み

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み

取り/
書き

込み

読み

取り/
書き

込み

読み取

り/書き
込み

承認者の

サービス

リクエス

ト

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み取

り

読み

取り

読み取

り/書
き込み

読み取

り

予算

読み取

り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

リソース

アカウン

ティング

読み取

り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

チャージ

バック

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み取

り

システム

管理者

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み取

り

ユーザと

グループ

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み取

り

仮想アカ

ウント
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スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

読み取

り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み

取り

読み取

り

カタログ

読み取

り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み

取り

読み

取り

読み取

り

vDC

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み取

り/書き
込み

コン

ピュー

ティング

ポリシー

読み取

り/書き
込み

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み取

り/書き
込み

ストレー

ジポリ

シー

読み取

り

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み取

り

読み

取り

読み取

り/書き
込み

ネット

ワークポ

リシー

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み

取り

書き込

み

導入ポリ

シー

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み

取り

読み取

り/書き
込み

サービス

提供

読み取

り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

リソース

制限レ

ポート

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み取

り/書き
込み

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み

取り

読み取

り

グループ

ユーザ
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ユーザとグループの管理

ユーザの役割および権限



スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

読み取

り

読み

取り

読み取

り

読み取

り

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

読み

取り

読み取

り/書
き込み

読み取

り

CloudSense
レポート

読み取

り

読み取

り

読み

取り

読み取

り/書
き込み

読み取

り

CloudSense
アセスメ

ントレ

ポート

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み

取り/
書き

込み

読み取

り/書き
込み

オーケス

トレー

ション

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

書き込

み

読み

取り

読み取

り

読み取

り

検出

自動化モ

ジュール

を開く

読み

取り

読み取

り

読み

取り/
書き

込み

CS共有
レポート

読み

取り/
書き

込み

CS共有
評価

リモート

VMアク
セス
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ユーザとグループの管理

ユーザの役割および権限



スト

レージ

管理者

サー

ビス

エン

ド

ユー

ザ

演算子ネット

ワーク

管理者

MSP 管
理者

IS 管理
者

グ

ルー

プ管

理者

コン

ピュー

ティ

ング

管理

者

請求管

理者

すべて

のポリ

シー管

理者

権限

モバイル

アクセス

設定

読み

取り

読み取

り

読み

取り

エンド

ユーザの

チャージ

バック

UCSDク
ラスタ

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み

取り/
書き

込み

リソース

グループ

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み取

り/書き
込み

読み

取り/
書き

込み

タグライ

ブラリ

はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい導入可能

性に関す

るアセス

メントの

許可

サーバ管理の権限

以前のリリースでは、物理サーバの管理手段として、Cisco UCS Directorでは次のオプションしか
提供していませんでした。

•物理コンピューティングの読み取り

•物理コンピューティングの書き込み
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ユーザとグループの管理

サーバ管理の権限



管理者が書き込み権限を有効にすると、ユーザは環境内のすべての Cisco UCS物理サーバを管理
できるようになります。今回のリリースでは、[物理コンピューティングの書き込み（WritePhysical
Computing）]権限内に、次の新しい権限のカテゴリが導入されました。

•物理サーバの管理

•その他の物理コンピューティング管理

[物理サーバ管理（Physical Server Management）]を有効にすると、Cisco UCSサーバの管理のみ可
能になります。このカテゴリには、次のアクションが含まれます。

•電源管理（電源オン/オフ）

•グループ管理（グループの割り当ておよびグループの割り当て解除）

•インベントリ管理

•サーバ管理

•サーバアクセス

ユーザに対してこれらのタスクを有効にすると、ユーザはポータルでこれらのアクションやタス

クを表示できるようになります。ただし、エンドユーザの場合、これらのタスクを有効にして

も、Cisco UCSサーバでは次のタスクしか実行できません。

•電源オン/オフ

•グループのおよび関連付け解除。

• KVMコンソール

[その他の物理コンピューティング管理（Other Physical Compute Management）]を有効にすると、
環境内の他の UCSサーバの管理タスクが有効になります。この権限が有効になっているユーザ
は、サービスプロファイルまたは VLANの操作などのタスクを実行できます。

すべてのポリシー管理者

次の表は、全ポリシー管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限操作

書き込み読み取り

はい仮想コンピューティング

はいVMラベル

はいvDCへの VM割り当て

はい仮想ストレージ
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ユーザとグループの管理

すべてのポリシー管理者



権限操作

はい仮想ネットワーク

はいはい物理コンピューティング

はいはい物理ストレージ

はいはい物理ネットワーク

はいはいグループのサービスリク

エスト

はいサービスリクエストの作

成

はいはい承認者のサービスリクエ

スト

はい予算

はいリソースアカウンティン

グ

はいチャージバック

はいシステム管理者

はいユーザとグループ

はい仮想アカウント

はいカタログ

はいvDC

はいはいコンピューティングポリ

シー

はいはいストレージポリシー

はい導入ポリシー

はいはいネットワークポリシー

はいはいサービス提供
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ユーザとグループの管理

すべてのポリシー管理者



権限操作

はいリソース制限レポート

はいグループユーザ

はいCloudSenseレポート

はいCloudSenseアセスメント
レポート

はいはいオーケストレーション

はい検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可

請求管理者

次の表は、請求管理者が実行できるアクションのリストを示します。
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ユーザとグループの管理

請求管理者



権限操作

書き込み読み取り

仮想コンピューティング

VMラベル

vDCへの VM割り当て

仮想ストレージ

仮想ネットワーク

物理コンピューティング

物理ストレージ

物理ネットワーク

はいグループのサービスリク

エスト

承認者のサービスリクエ

スト

はいはい予算

はいリソースアカウンティン

グ

はいチャージバック

システム管理者

ユーザとグループ

仮想アカウント

カタログ

vDC

コンピューティングポリ

シー

ストレージポリシー
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ユーザとグループの管理

請求管理者



権限操作

導入ポリシー

ネットワークポリシー

サービス提供

はいリソース制限レポート

グループユーザ

はいはいCloudSenseレポート

はいはいCloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション

はい検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

はいリソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可
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ユーザとグループの管理

請求管理者



コンピューティング管理者

次の表は、コンピューティング管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限操作

書き込み読み取り

はい仮想コンピューティ

ング

はいVMラベル

vDCへの VM割り
当て

はい仮想ストレージ

はい仮想ネットワーク

はいはい物理コンピューティ

ング

はい物理ストレージ

はい物理ネットワーク

はいグループのサービス

リクエスト

はいはい承認者のサービス

リクエスト

はい予算

はいリソースアカウン

ティング

はいチャージバック

はいシステム管理者

はいユーザとグループ

はい仮想アカウント

はいカタログ
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ユーザとグループの管理

コンピューティング管理者



権限操作

はいvDC

はいはいコンピューティング

ポリシー

はいストレージポリシー

はい導入ポリシー

はいネットワークポリ

シー

はいサービス提供

はいリソース制限レポー

ト

はいグループユーザ

はいCloudSenseレポート

はいCloudSenseアセスメ
ントレポート

はいはいオーケストレーショ

ン

はい検出

自動化モジュールを

開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモートVMアクセ
ス

モバイルアクセス

設定

エンドユーザの

チャージバック
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ユーザとグループの管理

コンピューティング管理者



権限操作

リソースアカウン

ティングの書き込み

UCSDクラスタ

はいはいリソースグループ

はいはいタグライブラリ

はい導入可能性に関する

アセスメントの許可

グループ管理者

次の表は、グループ管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限タスク

書き込み読み取り

はいはい仮想コンピューティング

はいVMラベル

vDCへの VM割り当て

仮想ストレージ

仮想ネットワーク

物理コンピューティング

はいはい物理ストレージ

物理ネットワーク

はいはいグループのサービスリク

エスト

はいサービスリクエストの作

成

はいはい承認者のサービスリクエ

スト
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ユーザとグループの管理

グループ管理者



権限タスク

予算

はいリソースアカウンティン

グ

はいチャージバック

システム管理者

ユーザとグループ

仮想アカウント

はいカタログ

はいvDC

コンピューティングポリ

シー

ストレージポリシー

導入ポリシー

ネットワークポリシー

サービス提供

はいリソース制限レポート

はいはいグループユーザ

はいはいCloudSenseレポート

CloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション

検出

自動化モジュールを開く

はいはいCS共有レポート
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ユーザとグループの管理

グループ管理者



権限タスク

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

はいエンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可

IS 管理者
次の表は、IS管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限タスク

書き込み読み取り

はい仮想コンピューティング

はいVMラベル

はいvDCへの VM割り当て

はい仮想ストレージ

はい仮想ネットワーク

はい物理コンピューティング

はい物理ストレージ

はい物理ネットワーク
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ユーザとグループの管理

IS 管理者



権限タスク

はいグループのサービスリクエ

スト

はいはい承認者のサービスリクエス

ト

はい予算

はいリソースアカウンティング

はいチャージバック

はいシステム管理者

はいユーザとグループ

はい仮想アカウント

はいカタログ

はいはいvDC

はいコンピューティングポリ

シー

はいストレージポリシー

はいはい導入ポリシー

はいネットワークポリシー

はいはいサービス提供

はいリソース制限レポート

はいグループユーザ

はいCloudSenseレポート

はいCloudSenseアセスメントレ
ポート

はいはいオーケストレーション

はい検出
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ユーザとグループの管理

IS 管理者



権限タスク

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティング

の書き込み

UCSDクラスタ

はいはいリソースグループ

はいはいタグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可

ネットワーク管理者

次の表は、ネットワーク管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限タスク

書き込み読み取り

はい仮想コンピューティング

はいVMラベル

vDCへの VM割り当て

はい仮想ストレージ

はい仮想ネットワーク
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ユーザとグループの管理

ネットワーク管理者



権限タスク

はい物理コンピューティング

はい物理ストレージ

はいはい物理ネットワーク

はいグループのサービスリク

エスト

はいはい承認者のサービスリクエ

スト

はい予算

はいリソースアカウンティン

グ

はいチャージバック

はいシステム管理者

はいユーザとグループ

はい仮想アカウント

はいカタログ

はいvDC

はいコンピューティングポリ

シー

はいストレージポリシー

はい導入ポリシー

はいはいネットワークポリシー

はいサービス提供

はいリソース制限レポート

はいグループユーザ

はいCloudSenseレポート
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ユーザとグループの管理

ネットワーク管理者



権限タスク

はいCloudSenseアセスメント
レポート

はいはいオーケストレーション

はいはい検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

はいはいリソースグループ

はいはいタグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可

演算子

次の表は、オペレーターが実行できるアクションのリストを示します。

権限タスク

書き込み読み取り

はい仮想コンピューティング

はいVMラベル
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ユーザとグループの管理

演算子



権限タスク

はいvDCへの VM割り当て

はい仮想ストレージ

はい仮想ネットワーク

はい物理コンピューティング

はい物理ストレージ

はい物理ネットワーク

はいはいグループのサービスリク

エスト

はいサービスリクエストの作

成

はいはい承認者のサービスリクエ

スト

はい予算

はいリソースアカウンティン

グ

はいチャージバック

はいシステム管理者

はいユーザとグループ

はい仮想アカウント

はいカタログ

はいvDC

はいコンピューティングポリ

シー

はいストレージポリシー

はい導入ポリシー
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ユーザとグループの管理

演算子



権限タスク

はいネットワークポリシー

はいサービス提供

はいリソース制限レポート

はいグループユーザ

はいCloudSenseレポート

はいCloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション

検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ

タグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可
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ユーザとグループの管理

演算子



サービスエンドユーザ

次の表は、サービスエンドユーザが実行できるアクションのリストを示します。

権限タスク

書き込み読み取り

はいはい仮想コンピューティング

はいVMラベル

vDCへの VM割り当て

仮想ストレージ

仮想ネットワーク

はい物理コンピューティング

はい物理ストレージ

物理ネットワーク

はいはいグループのサービスリク

エスト

はいサービスリクエストの作

成

はいはい承認者のサービスリクエ

スト

予算

はいリソースアカウンティン

グ

はいチャージバック

システム管理者

ユーザとグループ

仮想アカウント

はいカタログ
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ユーザとグループの管理

サービスエンドユーザ



権限タスク

はいvDC

コンピューティングポリ

シー

ストレージポリシー

導入ポリシー

ネットワークポリシー

サービス提供

はいリソース制限レポート

グループユーザ

はいCloudSenseレポート

CloudSenseアセスメント
レポート

オーケストレーション

検出

自動化モジュールを開く

はいCS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

はいエンドユーザのチャージ

バック

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

リソースグループ
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権限タスク

タグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可

ストレージ管理者

次の表は、ストレージ管理者が実行できるアクションのリストを示します。

権限タスク

書き込み読み取り

はい仮想コンピューティング

はいVMラベル

vDCへの VM割り当て

はい仮想ストレージ

はい仮想ネットワーク

はい物理コンピューティング

はいはい物理ストレージ

はい物理ネットワーク

はいグループのサービスリク

エスト

はいはい承認者のサービスリクエ

スト

はい予算

はいリソースアカウンティン

グ

はいチャージバック

はいシステム管理者
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権限タスク

はいユーザとグループ

はい仮想アカウント

はいカタログ

はいvDC

はいコンピューティングポリ

シー

はいはいストレージポリシー

はい導入ポリシー

はいネットワークポリシー

はいサービス提供

はいリソース制限レポート

はいグループユーザ

はいCloudSenseレポート

はいCloudSenseアセスメント
レポート

はいはいオーケストレーション

はいはい検出

自動化モジュールを開く

CS共有レポート

CS共有評価

リモート VMアクセス

モバイルアクセス設定

エンドユーザのチャージ

バック
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権限タスク

リソースアカウンティン

グの書き込み

UCSDクラスタ

はいはいリソースグループ

はいはいタグライブラリ

はい導入可能性に関するアセス

メントの許可

ユーザ用ユーザロール情報の表示

システムの管理者は、カスタム定義されたユーザロールか、システムが提供するユーザロールを

ユーザに割り当てることができます。グループのすべてのユーザに対して最後の時点での情報を

見ることができます。

手順

ステップ 1 [組織（Organizations）] > [概要（Summary）]を選択します。
ステップ 2 [概要（Summary）]ページでユーザグループを選択します。

ステップ 3 [ユーザ（Users）]をクリックします。
このページから、選択したグループに属するユーザの詳細情報を表示できます。[アクセスレベル
（Access Level）]カラムには、ユーザが割り当てられているシステム定義のロール、またはカス
タム定義されたロールが表示されます。

オプションで、すべてのユーザ情報を表示するために [管理者（Administration）] > [ユーザとグ
ループ（User and Groups）] > [ユーザ（User）]を選択できます。

グループ管理者がこの情報を表示するには、[組織（Organizations）] > [ユーザ（User）]を選択し
ます。

ユーザの最近のログイン履歴の確認

システムの管理者は、すべてのユーザのログイン履歴を確認できます。システムは、すべてのロ

グイン試行に関する次の情報を記録します。

•ログイン名：ログインしているユーザのユーザ名。
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•リモートアドレス：ユーザがログインしたシステムまたはサーバの IPアドレス。

•クライアントの詳細：ブラウザ情報。

•クライアントタイプ：ユーザがブラウザにログインしたか、または REST APIにログインし
たかに関する情報。

•認証ステータス：ログイン操作が成功したか、または失敗したかに関する情報。

•コメント：認証の失敗の原因。

•アクセス日時：ユーザのログインアクティビティの日時。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [すべてのユーザログイン履歴（All Users Login

History）]をクリックします。
ステップ 3 画面に表示される情報を確認します。

ユーザのセッション制限の設定

ユーザインターフェイスのセッションおよびシステム上でユーザが開始できる REST API要求の
数を設定できます。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [セッション管理（Session Management）]をク

リックします。

ステップ 3 [セッション管理（Session Management）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します

説明名前

ユーザごとにサポートされる同時GUIセッショ
ンの最大数。1～ 128の範囲内の数を入力して
ください。

デフォルト値は 16です。

[ユーザあたりのセッションの最大数（Maximum
Sessions Per User）]フィールド

ユーザごとにサポートされる同時 REST API要
求の最大数。1～ 256の範囲内の数を入力して
ください。

デフォルト値は 128です。

[ユーザあたりの同時 REST API要求の最大数
（Maximum Concurrent REST API Requests Per
User）]フィールド
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ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

ユーザがこの画面で指定した制限値を超えるGUIセッションまたはRESTAPI要求を開始すると、
[システムメッセージ（SystemMessages）]画面にエラーメッセージが表示されます。このシナリ
オでは、ユーザが自分のセッションやAPI要求をクリアするか、または管理者がシェルユーティ
リティを使用してユーザのセッションや要求をクリアします。詳細については、『Cisco UCS
Director Shell Guide, Release 6.5』を参照してください。

ユーザアカウントステータスの管理
CiscoUCSDirectorには、システム内のユーザを有効または無効にする機能があります。ユーザレ
コードを無効にすると、ユーザはシステムにログインできず、APIを使用することもできません。
さらに、無効化されたユーザレコードは、VMやポートグループの割り当てなどのアクションの
実行中に表示される、どの [ユーザ（User）]フィールドにも表示されません。ただし全システム
ユーザのレコードは、有効無効にかかわらず、[ユーザ（Users）]タブに表示されます。このタブ
の [ステータス（Status）]カラムは、ユーザアカウントステータスが [無効化（Disabled）]また
は [有効化（Enabled）]の場合に表示されます。

次のいずれかの方法でユーザを無効にできます。

•アカウントの作成時に、ユーザを無効にする日付を設定できます。詳細については、ユーザ
の追加, （4ページ）を参照してください。

• [ユーザ（Users）]ページでユーザを無効にします。詳細については、CiscoUCSDirectorユー
ザアカウントの無効化, （36ページ）を参照してください。

• MSP組織または顧客組織のすべてのユーザを無効にします。詳細については、グループ内の
ユーザアカウントを無効にする, （37ページ）を参照してください。

ユーザアカウントを無効にしても、後でアカウント再有効にできます。（注）

ユーザのリソースの割り当て解除

Cisco UCS Directorでは、ユーザに割り当てられたリソースを解除できます。
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システムでユーザアカウントを無効にする前に、ユーザへのリソース割り当てを解除できま

す。

（注）

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザ（Users）]をクリックします。

ステップ 3 レポートからユーザを選択し、[表示（View）]をクリックします。
ステップ 4 [ユーザの詳細（User Details）]画面で、ユーザの割り当てを解除するリソースを選択します。

複数のリソースを選択できます。

ステップ 5 [Unassign（割り当て解除）]をクリックします。
ステップ 6 [リソースの割り当て解除（Unassign Resource）]画面で、[割り当て解除（Unassign）]をクリック

します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

次の作業

このリソースは、システム内の別のユーザに割り当てることができます。

Cisco UCS Directorユーザアカウントの無効化
Cisco UCS Directorで特定のユーザアカウントを無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]タブをクリックします。
ステップ 3 テーブルからユーザアカウントを選択します。

複数のユーザを選択できます。

ステップ 4 ツールバーで、[無効化（Disable）]を選択します。
ステップ 5 [ユーザの無効化（Disable User）]ダイアログボックスで、[無効化（Disable）]をクリックしま

す。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
ユーザのアカウントが、グラフィカルユーザインターフェイスまたはAPIを通じたシステムにロ
グインしている場合、そのユーザセッションを無効化したただちに終了するものとします。無効

化されたユーザはアプリケーションにログインできません。
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次の作業

ユーザアカウントは、後で有効にすることができます。有効にするには、[ユーザ（Users）]ペー
ジに戻り、そのユーザを選択して [有効化（Enable）]をクリックします。

グループ内のユーザアカウントを無効にする

MSP組織またはお客様の組織内のユーザアカウントを無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [MSP組織（MSPOrganizations）]タブまたは [顧客組織（CustomerOrganizations）]タブをクリック
します。

これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（ServiceProvider Feature）]
を有効にしている場合は、第 1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定する必要があります。指
定した名前は、インターフェイスのタブとして表示されます。

ステップ 3 テーブルからグループを選択します。

複数のグループを選択できます。

ステップ 4 [ユーザの無効化（Disable Users）]をクリックします。
ステップ 5 [ユーザの無効化（Disable Users）]ダイアログボックスで、[ユーザの無効化（Disable Users）]を

クリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次の作業

[MSP組織（MSP Organizations）]タブまたは [お客様の組織（Customer Organizations）]タブから
のグループ内のすべてのユーザアカウントを有効化するにはグループを選択し、[ユーザの有効化
（Enable Users）]をクリックします。

MSP 管理者ロール
マネージドサービスプロバイダー（MSP）の組織は、Cisco UCS Directorでの顧客グループのタ
イプです。これは、システム内において親組織と見なすことができます。このMSP組織内で、複
数のサブカテゴリまたは子組織をグループ化できます。たとえば、Cisco Systemsのような企業名
はMSP組織を表します。このMSP組織内で、人事、財務、運営などの複数の顧客グループを作
成できます。これらのグループはMSP組織内の顧客グループと見なされます。
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管理者は、Cisco UCS Directorの各MSPに必要です。この管理者はMSP管理者と呼ばれます。こ
の管理者は、MSP組織とMSP組織内のすべての顧客組織を管理します。

Cisco UCS Directorのグローバル管理者である場合の、MSP組織およびMSP管理者を作成するス
テップの推奨手順を以下に示します。

1 Cisco UCS Directorでサービスプロバイダー機能を有効にします。詳細については、サービス
プロバイダー機能の有効化を参照してください。

2 MSP組織を作成します。詳細については、MSP組織の作成, （40ページ）を参照してくださ
い。

3 MSP組織内で顧客グループを作成します。詳細については、顧客組織の作成, （42ページ）
を参照してください。

4 Cisco UCS DirectorでMSP管理者ロール権限を持つユーザアカウントを作成します。このユー
ザアカウントを作成するときに、このユーザが管理できるMSP組織を選択し、新しいMSP組
織を作成することもできます。特定のロールを持つユーザアカウントを作成する方法の詳細に

ついては、ユーザの追加, （4ページ）を参照してください。

ロールによって、ユーザが Cisco UCS Directorで確認できるメニューおよびタブが定義されま
す。通常、MSP管理者には次のメニューが必要です。

•組織

•ポリシー

• CloudSense

MSP組織およびMSP管理者ロールの作成に加えて、ロゴやアプリケーションラベルをカスタマ
イズしてこれらの組織をブランディングすることもできます。詳細については、顧客組織のブラ

ンディング, （79ページ）を参照してください。

Cisco UCS Directorは、グローバルレベル、MSP組織レベル、および顧客組織レベルでのブラ
ンディングをサポートしています。ただし、ユーザがどこまで詳細にブランディングを表示で

きるかは、特定のガイドラインによって制限されます。詳細については、顧客組織のブラン

ディング, （77ページ）を参照してください。

（注）

MSP管理者向けに、次の表に Cisco UCS Directorで実行できるタスクが記載されています。この
ガイドでの手順情報のセクションも表示されています。

ガイドの情報へのリンクタスク

顧客組織の作成, （42ページ）管理する顧客組織の作成

顧客組織のブランディング, （79ページ）顧客組織への特定のブランディングの適用

ポリシーの管理VMをプロビジョニングするためのポリシーの
作成と管理
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ガイドの情報へのリンクタスク

CloudSense分析の管理Cloudsense分析を使用したレポートを生成

グループの管理

ユーザグループの作成

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザとグループ（Users and Groups）]をク

リックします。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [グループの追加（Add Group）]画面で、次のフィールドに入力します。

説明フィールド名

グループまたは顧客組織の名前。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}! '@

[名前（Name）]フィール
ド

グループまたは顧客組織の説明（必要な場合）。[説明（Description）]
フィールド

グループの短い名前またはコード名。この名前は、VMとホスト名
テンプレートで使用されます。

[コード（Code）]フィール
ド

（任意）コストセンターの名前または番号（必要な場合）。この名

前または番号は、グループが関連付けられているコストセンターを

表します。この名前は、VMwareシステムポリシーVMの命名規則
で使用できます。

命名規則にコストセンターを使用する方法の詳細については、ポリ

シーの管理を参照してください。

[コストセンター（Cost
Center）]フィールド

この電子メールは、必要に応じてサービスリクエストおよびリクエ

スト承認のステータスをグループ所有者に通知する目的で使用され

ます。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）]フィー
ルド

連絡先の名。[名（First Name）]フィー
ルド
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説明フィールド名

連絡先の姓。[姓（Last Name）]フィー
ルド

連絡先の電話番号。[電話（Phone）]フィール
ド

連絡先の住所。[住所（Address）]フィール
ド

このグループのユーザのグループ共有ポリシーを選択します。

このドロップダウンリストにデータが取り込まれるのは、グループ

共有ポリシーを作成した場合だけです。

このポリシーの作成の詳細については、グループ共有ポリシーの作

成を参照してください。

[グループ共有ポリシー
（Group Share Policy）]ド
ロップダウンリスト

オンにすると、このグループのユーザは、そのユーザに割り当てら

れたリソースを持つことができ、これらのリソースを所有できます。

また、これらのユーザは、グループに属するリソースを確認できま

す。ただし、ユーザ間でリソースを共有することはできません。

[ユーザへのリソース割り
当てを許可（Allow
Resource Assignment To
Users）]チェックボックス

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

さらにグループを追加する場合は、この手順を繰り返します。追加するグループごとに、リソー

ス制限を編集し、タグを管理し、ロゴおよびアプリケーションラベルをカスタマイズすることが

できます。

MSP 組織の作成

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [MSP顧客組織（MSP Organizations）]をクリックします。

これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（ServiceProvider Feature）]
を有効にしている場合は、第 1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定する必要があります。指
定した名前は、インターフェイスのタブとして表示されます。
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ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [MSP組織の追加（Add MSP Organizations）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します

説明フィールド名

MSP組織の名前。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}! '

[名前（Name）]フィール
ド

MSP組織の説明（必要な場合）。[説明（Description）]
フィールド

グループの短い名前またはコード名。この名前は、VMとホスト名
テンプレートで使用されます。

[コード（Code）]フィール
ド

コストセンターの名前または番号（必要な場合）。この名前または

番号は、グループが関連付けられているコストセンターを表しま

す。この名前は、VMwareシステムポリシーVMの命名規則で使用
できます。

命名規則にコストセンターを使用する方法の詳細については、ポリ

シーの管理を参照してください。

[コストセンター（Cost
Center）]フィールド

この電子メールは、必要に応じてサービスリクエストおよびリクエ

スト承認のステータスをMSP管理者に通知する目的で使用されま
す。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）]フィー
ルド

連絡先の名。[名（First Name）]フィー
ルド

連絡先の姓。[姓（Last Name）]フィー
ルド

連絡先の電話番号。[電話（Phone）]フィール
ド

連絡先の住所。[住所（Address）]フィール
ド

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

作成するMSP組織ごとに、リソース制限を編集し、タグを管理し、ロゴおよびアプリケーション
ラベルをカスタマイズできます。各MSP組織内でお客様の組織を作成できます。
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顧客組織の作成

MSP組織内で顧客組織を作成するには、この手順に従います。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [顧客組織（Customer Organizations）]をクリックします。

このタブ名は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（Service Provider Feature）]を有効
にしている場合は、第 1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定する必要があります。これらの
名前は、インターフェイスのタブとして表示されます。[サービスプロバイダー機能（Service
Provider Feature）]を無効にしている場合は、[顧客組織（Customer Organizations）]タブのみが表
示されます。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [グループの追加（Add Group）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します。

説明フィールド名

グループまたは顧客組織の名前。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}! '

[名前（Name）]フィール
ド

グループまたはお客様の組織の説明（必要な場合）。[説明（Description）]
フィールド

ドロップダウンリストからMSP組織名を選択します。

このリストには、現在管理できるすべてのグループが含まれていま

す。たとえば、システムのグローバル管理者である場合、このリス

トには管理対象のすべての組織が表示されます。ただし、MSP管理
者の場合、このリストには管理者権限がある組織が表示されます。

[MSPグループ名（MSP
Group Name）]フィールド

グループの短い名前またはコード名。この名前は、VMとホスト名
テンプレートで使用されます。

[コード（Code）]フィール
ド

（任意）コストセンターの名前または番号（必要な場合）。この名

前または番号は、グループが関連付けられているコストセンターを

表します。この名前は、VMwareシステムポリシーVMの命名規則
で使用できます。

命名規則にコストセンターを使用する方法の詳細については、ポリ

シーの管理を参照してください。

[コストセンター（Cost
Center）]フィールド

この電子メールは、必要に応じてサービスリクエストおよびリクエ

スト承認のステータスをグループ所有者に通知する目的で使用され

ます。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）]フィー
ルド
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説明フィールド名

連絡先の名。[名（First Name）]フィー
ルド

連絡先の姓。[姓（Last Name）]フィー
ルド

連絡先の電話番号。[電話（Phone）]フィール
ド

連絡先の住所。[住所（Address）]フィール
ド

このグループのユーザのグループ共有ポリシーを選択します。

このドロップダウンリストにデータが取り込まれるのは、グループ

共有ポリシーを作成した場合だけです。このポリシーの作成の詳細

については、グループ共有ポリシーの作成を参照してください。

[グループ共有ポリシー
（Group Share Policy）]ド
ロップダウンリスト

オンにすると、このグループのユーザは、そのユーザに割り当てら

れたリソースを持つことができ、これらのリソースを所有できます。

また、これらのユーザは、グループに属するリソースを確認できま

す。ただし、ユーザ間でリソースを共有することはできません。

[ユーザへのリソース割り
当てを許可（Allow
Resource Assignment To
Users）]チェックボックス

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

次の作業

さらにお客様の組織を追加する場合は、この手順を繰り返します。追加するお客様の組織ごとに、

リソース制限を編集したり、タグを管理したり、ロゴおよびアプリケーションラベルをカスタマ

イズしたりすることができます。

パスワードポリシー

パスワードポリシーはすべてのユーザに適用され、すべてのユーザタイプに関して、ユーザを追

加するか、パスワードを変更する際に適用されます。このポリシーによって、次のパスワード制

限が適用されます。

•パスワードの長さ

•パスワードをユーザ名と同じにすることができるかどうか

•現在のパスワードを新規パスワードとして設定できるかどうか
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•特定の正規表現はパスワードでは許可されていないかどうか

パスワードポリシーの作成

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [パスワードポリシー（Password Policy）]をク

リックします。

ステップ 3 [パスワードポリシー（Password Policy）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します

説明名前

パスワードの最小文字数を選択します。

パスワードの最小長は 4文字未満に
することはできません。

（注）

[パスワードの最小長（Minimum Password
Length）]ドロップダウンリスト

パスワードの最大文字数を選択します。

パスワードの最大長は 127文字まで
です。

（注）

[パスワードの最大長（Maximum Password
Length）]ドロップダウンリスト

大文字、小文字、数字、特殊文字などの文字ク

ラスの最小数を選択します。

[文字クラスの最小数（Minimum Character
Classes）]ドロップダウンリスト

ログイン IDと同じパスワードの使用を禁止す
るには、チェックボックスをオンにします。

[パスワードでのログイン名の使用を許可しない
（Disallow Login in Password）]チェックボック
ス

新しいパスワードとして以前のパスワードの使

用を禁止するには、このチェックボックスをオ

ンにします。

[前のパスワードを許可しない（DisallowPrevious
Password）] チェックボックス

システムに保存する必要がある以前のパスワー

ドの数を選択します。

[以前のパスワードカウント（PreviousPasswords
Counts）]ドロップダウンリスト

パスワードでの使用を禁止する正規表現（1行
に 1つずつ）。たとえば、「.*abc.*」と指定し
た場合は、パスワードに「abc」という文字列
を含めることができなくなります。

[正規表現と一致するパスワードを許可しない
（Disallow Passwords that match regular
expression）]フィールド

パスワードがアクティブな状態を保つ日数を指

定します。デフォルトでは、このフィールドの

値は 180に設定されています。

[パスワードの有効期限（日数）（Password
expiry (in days)）]フィールド
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説明名前

警告メッセージをユーザに送信するパスワード

の有効期限までの日数を指定します。

[パスワードの有効期限を日数で警告（Warn
Password expiry (in Days)）]ドロップダウンリ
スト

パスワードの有効期限が切れてから、ユーザが

システムへのログインにそのパスワードを使用

できる日数を指定します。

[パスワードの猶予期間（日数）（Grace Period
for Password (in Days)）]ドロップダウンリスト

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

グループ予算ポリシー

チャージバック機能を使用して、リソースが計上されます。グループまたは顧客の組織ごとのリ

ソース使用に対して、エンティティを予算ポリシーに関連付けます。

グループまたは顧客の組織を予算の監視機能付きで設定して、グループまたは顧客の組織が、プ

ロビジョニングされた予算内で収まるようにすることも、予算を超過できるように設定すること

もできます。

グループ予算ポリシーの表示および編集

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザとグループ（Users and Groups）]をク

リックします。

ステップ 3 リストからグループを選択します。

ステップ 4 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューで、[予算ポリシー（BudgetPolicy）]
をクリックします。

ステップ 5 [予算ポリシー（Budget Policy）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します

説明名前

このグループの予算の使用状況をモニタするに

は、このチェックボックスをオンにします。こ

のグループのすべての予算エントリを無視する

には、このチェックボックスをオフにします。

[予算の監視の有効化（Enable Budget Watch）]
チェックボックス
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説明名前

グループメンバーのプロビジョニング予算を超

えるには、チェックボックスをオンにします。

予算をすべて消化した場合に、新しい予算が追

加されるまですべてのリクエストを却下するに

は、チェックボックスをオフにします。

[予算超過を許容（Allow Over Budget）]チェッ
クボックス

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

リソース制限値

リソース使用率を管理するために、グループ、お客様の組織またはテナントのリソース制限値を

設定できます。次の制限値を指定できます。

•仮想リソース

•オペレーティングシステムリソース

•物理リソース

オペレーティングシステムリソースと物理リソースの制限に関する設定は、パブリッククラ

ウドではサポートされません。

（注）

サービスプロバイダーの有効時のリソース制限の注意事項

CiscoUCSDirectorで、サービスプロバイダー機能を有効にしている場合は、リソース制限値を設
定するときに次の事項に留意してください。

•親組織に設定された制限値によって、親組織内の顧客グループとコンテナに対し設定できる
制限値が決まります。

•特定の顧客グループにリソース制限値を追加していないが、そのグループ内のコンテナに対
し制限値を指定している場合は、親組織内の別の顧客グループに制限値を設定する前にリ

ソース制限値の合計を考慮する必要があります。

•すべての顧客グループとその中のコンテナに設定されたリソース制限値の合計が親組織に設
定されたリソース制限値を超えることはできません。

•特定の顧客グループにはリソース制限値を追加しないが、そのグループ内のコンテナに対し
リソース制限値を指定する場合は、親組織に制限値を設定する前にすべてのコンテナのリ

ソース制限値の合計を考慮する必要があります。
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たとえば、親組織であるテナント 1に 3つの顧客グループグループ A、グループ Bおよびグルー
プCがあるとします。テナント 1に対しリソース制限値 10を設定した場合、テナント 1内のすべ
ての顧客グループに指定された累積のリソース制限値が10を超えてはなりません。累積のリソー
ス制限値には、顧客グループおよびコンテナに適用されるリソース制限値が含まれます。

グループAにはコンテナ C1と C2があり、リソース制限値 4がその顧客グループに割り当てられ
ています。グループ Bにはコンテナ C3と C4があり、それぞれのコンテナのリソース制限値は 2
です。この設定は、グループ Cとその中のすべてのコンテナに設定できるリソース制限値の最大
値は 2（テナント 1に対するリソース制限値からグループ A、グループ Bおよびコンテナ C1、
C2、C3および C4に対するリソース制限値の合計を引いた値）であることを意味しています。

サービスプロバイダーの無効時のリソース制限の注意事項

サービスプロバイダー機能を無効にしている場合は、親組織は 1つだけです。そのため、親組織
に対しリソース制限値を設定している場合は、すべての顧客グループに指定する制限値の合計が

親のリソース制限値を超えてはいけません。

たとえば、親組織内に 2つの顧客グループ、グループ Aとグループ Bがあるとします。そして、
親組織の制限値を 10に設定し、グループAの制限値を 5に設定したとします。この場合、グルー
プ Bに設定するリソース制限値は 5（親組織のリソース制限値からグループ Aのリソース制限値
を引いた値）を超えてはいけません。

リソース制限の表示

手順

ステップ 1 [組織（Organizations）] > [概要（Summary）]を選択します。
ステップ 2 [概要（Summary）]ページでユーザグループを選択します。

ステップ 3 [リソース制限（ResourceLimits）]をクリックして、選択したグループのリソースの現在の制限、
使用状況、保留中の SRの使用状況、およびステータスを表示します。

リソース制限の編集

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 組織または顧客グループのリソース制限を編集する場合は、[顧客組織（Customer Organization）]

または [MSP組織（MSP Organization）]を選択します。
これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（Service Provider
Feature）] を有効にしている場合は、第 1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定する必
要があります。指定した名前は、インターフェイスのタブとして表示されます。

重要
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ステップ 3 ユーザグループのリソース制限を編集するには、[ユーザグループ（User Groups）]を選択しま
す。

ステップ 4 グループをテーブルから選択し、[リソース制限の編集（Edit Resources Limits）]をクリックしま
す。[リソース制限（Resource Limit）]画面が表示されます。

ステップ 5 [リソース制限（Resource Limit）]画面で、[リソースの制限の有効化（Enable Resource Limits）]を
オンにし、次を含む必須フィールドに値を入力します。

説明フィールド名

選択したグループ名。[グループ（Group）]フィールド

リソース制限を有効にする場合は、このチェッ

クボックスをオンにします。リソース制限を無

効にする場合は、このチェックボックスをオフ

にします。

チェックボックスをオンにすると、グループに

対するリソース制限を設定するためのオプショ

ンが示され、ゼロ以外のリソース制限がすべて

適用されます。

[リソースの制限の有効化（Enable Resource
Limits）]チェックボックス

アクティブな VMの最大数。[アクティブな VMの最大数（Maximum Active
VM Count）]フィールド

VMの合計数。[VMの最大合計数（MaximumTotalVMCount）]
フィールド

VDCの合計数。

VMのプロビジョニング時に、ユーザが指定す
る VDCの数がこのフィールドに指定した数を
超過すると、エラーメッセージが表示されま

す。

[VDCの最大合計数（Maximum Total VDC
Count）]フィールド

プロビジョニング済み vCPUの最大数。[プロビジョニング済みvCPUの制限（Provisioned
vCPUs Limit）]フィールド

プロビジョニング済みメモリの制限（GB）。[プロビジョニング済みメモリの制限(GB)
（Provisioned Memory (GB) Limit）]フィールド

プロビジョニング済みディスクの制限（GB）。[プロビジョニング済みディスクの制限(GB)
（Provisioned Disk (GB) Limit）]フィールド

予約済み CPUの制限（GHz）。[予約済みCPUの制限(GHz)（ReservedCPU(GHz)
Limit）]フィールド
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説明フィールド名

予約済みメモリの制限（GB）。[予約済みメモリの制限(GB)（Reserved Memory
(GB) Limit）]フィールド

最大のスナップショット制限（GB）。[スナップショットの制限(GB)（Maximum
Snapshot (GB) Limit）]フィールド

グループの非アクティブなVMCPUまたはメモ
リデータをリソース制限の計算に含める場合

は、このチェックボックスをオンにします。非

アクティブな VM CPUまたはメモリデータを
リソース計算から除外するには、このチェック

ボックスをオフにします。

[非アクティブな VMのCPUとメモリのカウン
ト（Count CPU and Memory for Inactive VMs）]
チェックボックス

[OSリソース制限（OS Resource Limits）]
OSのリソース制限および物理リソースの制限の設定は、パブリッククラウドではサ
ポートされません。

（注）

CentOS（Community EnterpriseOperating System）
サーバの最大数。

[CentOS]フィールド

Windows 2003サーバの最大数。[Windows Server 2003]フィールド

Windows 2008サーバの最大数。[Windows Server 2008]フィールド

Windows 2012サーバの最大数。[Windows Server 2012]フィールド

Windows 7マシンの最大数。[Windows 7]フィールド

Windows XPマシンの最大数。[Windows XP]フィールド

Red Hatマシンの最大数。[Red Hat]フィールド

Ubuntuマシンの最大数。[Ubuntu]フィールド

FreeBSDマシンの最大数。[FreeBSD]フィールド

その他の Linux OSの最大数。[その他のLinux（Other Linux）]フィールド

その他の OSの最大数。[その他（Other）]フィールド

[物理リソース制限（Physical Resource Limits）]

vFilerの最大数。[vFilerの最大数（MaximumvFilerCount）]フィー
ルド
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説明フィールド名

ストレージの最大容量。[物理ストレージの最大容量(GB)（Maximum
Physical Storage Space (GB)）]フィールド

サーバの最大数。[物理サーバの最大数（Maximum Physical Server
Count）]フィールド

フルレングス物理サーバの最大数。

このフィールドに指定するサーバの数は [ハー
フ幅の物理サーバ最大数（Maximum Half Width
Physical ServerCount）]フィールドで指定され、
追加されたサーバの数が [最大物理サーバ数
（Maximum Physical Server Count）]フィールド
で指定されたサーバの数以下である必要があり

ます。

現在、このフィールドは Cisco UCSブ
レードサーバのみに適用できます。

重要

[フル幅の物理サーバの最大数（Maximum Full
Width Physical Server Count）]フィールド

ハーフ長物理サーバの最大数。

このフィールドに指定するサーバの数は [フル
幅の物理サーバの最大数（Maximum Full Width
Physical ServerCount）]フィールドで指定され、
追加されたサーバの数が [最大物理サーバ数
（Maximum Physical Server Count）]フィールド
で指定されたサーバの数以下である必要があり

ます。

現在、このフィールドは Cisco UCSブ
レードサーバのみに適用できます。

重要

[ハーフ幅の物理サーバ最大数（Maximum Half
Width Physical Server Count）]フィールド

サーバの最大メモリ容量。[物理サーバの最大メモリ(GB)（Maximum
Physical Server Memory (GB)）]フィールド

サーバ CPUの最大数。[物理サーバの最大CPU数（Maximum Physical
Server CPU Count）]フィールド

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。
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管理プロファイルの設定

管理者プロファイルの作成

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザ（Users）]をクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [ユーザの追加（Add User）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します。

説明フィールド名

ユーザタイプに [システム管理（System
Admin）]を選択します。システム管理者には、
すべての権限が与えられています。

[ユーザタイプ（User Type）]ドロップダウン
リスト

ログイン名。デフォルトは [管理者（admin）]
です。

[ログイン名（Login Name）]フィールド

管理者アカウントのパスワード。[パスワード（Password）]フィールド

確認のために管理者アカウントのパスワードを

再入力します。

[パスワードの確認（ConfirmPassword）]フィー
ルド

管理者の電子メールアドレス。[ユーザの連絡先電子メール（User Contact
Email）]フィールド

管理者の名。[名（First Name）]フィールド

管理者の姓。[姓（Last Name）]フィールド

管理者の電話番号。[電話（Phone）]フィールド

管理者の住所。[住所（Address）]フィールド
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説明フィールド名

システムでユーザアカウントを無効にする日時

を設定する場合にオンにします。ユーザアカウ

ントが無効になると、ユーザはシステムにログ

インできなくなります。

この日付から 1週間前に、アカウントが無効に
なることを知らせる電子メールメッセージが

ユーザに送信されます。この自動メールメッ

セージは、PeriodicNotificationToUserTaskシステ
ムタスクによって生成され、送信されます。

指定された日時に、ユーザアカウントが自動的

に無効になります。ユーザが指定した日付にシ

ステムにログインすると、ログインセッション

は自動的に終了します。

[ユーザ無効化の日付を設定（Set user disable
date）]チェックボックス

このユーザのシステムの言語を個別に選択しま

す。デフォルトでは、原語は英語に設定されて

います。

このユーザがログインすると、ユーザインター

フェイスは、選択した言語で表示されます。こ

のロケールの選択は、このユーザにのみ適用さ

れます。

[ロケール（Locale）]ドロップダウンリスト

このユーザがシステムにログインする際にク

ラッシックインターフェイスを起動する場合に

オンにします。

[クラシックビューでログイン（Login with
Classic View）]チェックボックス

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

管理者プロファイルの編集

システムの管理者は、システム内の自分自身のプロファイルを編集できます。

手順

ステップ 1 画面の右上隅にあるログイン名にカーソルを合わせます。

ステップ 2 [プロファイルの編集（Edit My Profile）]を選択します。
アカウントの作成時に指定したすべての情報が表示されます。
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ステップ 3 [プロファイルの編集（Edit My Profile）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します

説明名前

ユーザインターフェイスの新しい言語を選択し

ます。

[言語（Language）]ドロップダウンリスト

現在のパスワードを入力します。[古いパスワード（Old Password）]フィールド

新しいパスワードを入力します。[新しいパスワード（New Password）]フィール
ド

新しいパスワードをもう一度入力します。[パスワードの確認（ConfirmPassword）]フィー
ルド

新しいプロファイルをデフォルトのプロファイ

ルとして選択します。

[アクセスプロファイル（Access Profiles）]

システムにログインした後に [ダッシュボード
（Dashboard）]画面を表示する場合に、この
チェックボックスをオンにします。

[ダッシュボードの有効化（EnableDashboard）]
チェックボックス

ステップ 4 [詳細設定を表示する（Show Advanced Settings）]をクリックし、次を含む必須フィールドに値を
入力します。

説明名前

[キー値のコピー（Copy Key Value）]オプショ
ン、または [キーの再生成（Regenerate Key）]
オプションを選択します。

[REST APIアクセスキー（REST API Access
Key）]フィールド

システムで開発者メニューを有効にする場合

に、このチェックボックスをオンにします。

この変更を有効にするには、システムを再起動

する必要があります。

[開発者メニューの有効化(（Enable Developer
Menu）]チェックボックス

以降のログイン時にクラッシックビューのユー

ザインターフェイスを起動する場合に、[クラ
シックビューでログイン（Login with Classic
View）]をオンにします。

以降のログインでクラッシックビュー

を起動するようにシステムを設定でき

るのは、リリース6.5のみです。クラッ
シックビューは、後続のリリースで削

除される予定です。

重要

[UI設定（UI Preference）]フィールド
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説明名前

システム上でブロードキャストする必要がある

メッセージを入力します。

[システムブロードキャストメッセージ（System
Broadcast Message）]フィールド

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。
ステップ 6 システムを再起動する。

システムの再起動が必要な変更はすべてインターフェイスで実行できます。

ブロードキャストメッセージの送信

システムの管理者は、現在CiscoUCSDirectorにログインしているすべてのユーザにブロードキャ
ストメッセージを送信できます。このメッセージを設定しているときに、このメッセージをタイ

マーを設定して送信するか、またはタイマーなしで送信するかを選択できます。

手順

ステップ 1 画面の右上隅にあるログイン名にカーソルを合わせます。

ステップ 2 [プロファイルの編集（Edit My Profile）]を選択します。
ステップ 3 [詳細設定を表示する（Show Advanced Settings）]を選択し、次を含む必須フィールドに値を入力

します。

説明名前

すべてのユーザへのブロードキャストとして送

信するメッセージを入力します。

[システムブロードキャストメッセージ（System
Broadcast Message）]フィールド

一定時間後にメッセージを自動的に消去する場

合は、このチェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにしない場合は、

ユーザがメッセージを閉じる必要があります。

[メッセージを自動的に消去する（Dismiss
Message Automatically）]チェックボックス

メッセージをユーザに表示する必要がある分数

を選択します。この時間が経過すると、メッ

セージは自動的に閉じられます。

[表示時間（分）（Number of Minutes to
Display）]ドロップダウンリスト

ステップ 4 [送信（Send）]をクリックします。
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管理者パスワードの変更

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザ（Users）]をクリックします。

ステップ 3 アカウントのリストから、管理者のユーザアカウントを選択します。

ステップ 4 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューから [パスワードの変更（Change
Password）]を選択します。

ステップ 5 [パスワードの変更（Change Password）]画面で、adminユーザの新しいパスワードを入力し、確
認します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

現在のオンラインユーザの表示

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 オンラインユーザのリストを表示するには、[現在のオンラインユーザ（Current Online Users）]

を選択します。各ユーザのユーザ名、IPアドレス、セッションの開始時刻、最終データアクセ
ス、およびクライアントの一覧を表示します。

ユーザアクセスプロファイルの管理

マルチロールアクセスプロファイル

1人のユーザを複数のロールに割り当てることができます。これは、1つのユーザアクセスプロ
ファイルとしてシステム内で反映されます。たとえば、あるユーザが、グループ管理者、および

全ポリシーの管理者としてCiscoUCSDirectorにログインしようとした場合、両方のタイプのアク
セスが適切であれば、いずれのログインも可能です。

アクセスプロファイルは、ユーザごとに表示できるリソースも定義します。リリース Cisco UCS
Director5.4では、シングルユーザへの複数のプロファイルのサポートが導入されました。バージョ
ン 5.4をインストールし、ユーザアカウントが複数のグループに関連付けられている場合、シス
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テムはユーザアカウント用に複数のプロファイルを作成します。ただし、以前のバージョンから

システムをバージョン 5.4にアップグレードし、[LDAPシンクタスク（LDAPSyncTask）]が実行
されていない場合、デフォルトでは、1つのプロファイルだけが、システムのユーザアカウント
用にリストされます。

LDAPユーザを Cisco UCS Directorに統合するときにユーザが複数のグループに属している場合、
システムにより各グループのプロファイルが作成されます。ただし、デフォルトでは、ドメイン

ユーザプロファイルが LDAPユーザに追加されます。

[プロファイルの管理（Manage Profiles）]機能を使用して、ユーザアクセスプロファイルに対
して追加、ログイン、編集、または削除を行うことができます。

（注）

ユーザアクセスプロファイルの作成

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザ（Users）]をクリックします。

ステップ 3 リストからユーザを選択します。

ステップ 4 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューで、[プロファイルの管理（Manage
Profiles）]をクリックします。

ステップ 5 [プロファイルの管理（Manage Profile）]画面で、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 6 [アクセスプロファイルへのエントリの追加（Add Entry to Access Profiles）]画面で、次を含む必
須フィールドに値を入力します。

説明フィールド名

プロファイル名。[名前（Name）]フィールド

プロファイルの説明です。[説明（Description）]フィールド

ユーザロールのタイプを選択します。[タイプ（Type）]ドロップダウンリスト

このユーザプロファイルを適用する組織を選択

します。

[顧客組織（Customer Organizations）]ドロップ
ダウンリスト

ユーザがアクセスできるか、属する他のグルー

プすべてのリソースを表示できるようにするに

は、このチェックボックスをオンにします。

[ユーザがアクセスを持つすべてのその他のグ
ループのリソースを表示（ShowResources From
All Other Groups the user has access）]チェック
ボックス
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説明フィールド名

[選択（Select）]をクリックして、ユーザプロ
ファイルを適用するグループを選択します。

ユーザは、選択されたグループに関連付けられ

たすべてのリソースにアクセスできます。

[共有グループ（Shared Groups）]フィールド

デフォルトのユーザアクセスプロファイルで

ある場合は、このチェックボックスをオンにし

ます。デフォルトでない場合は、このチェック

ボックスをオフにします。

[デフォルトプロファイル（Default Profile）]
チェックボックス

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

必要に応じて、追加のユーザプロファイルを作成します。

プロファイルへのログイン

システムのユーザとして、ユーザアカウントに対して複数のプロファイルがある場合、特定のプ

ロファイルを使用してシステムにログインできます。

手順

ステップ 1 [Cisco UCS Directorログイン（Cisco UCS Director login）]ダイアログボックスの [ユーザ名
（Username）]フィールドに、ユーザ名を「ユーザ名:アクセスプロファイル名」の形式で入力し
ます。

例：Alex: GrpAdmin

ステップ 2 [パスワード（Password）]フィールドにパスワードを入力します。
ステップ 3 [ログイン（Login）]をクリックします。

デフォルトのプロファイル

デフォルトプロファイルは、システムで作成した最初のプロファイルです。デフォルトプロファ

イルを別のプロファイルに変更できます。新しいデフォルトプロファイルを使用し、ユーザ名と

パスワードを入力してログインします。
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デフォルトプロファイルの変更

手順

ステップ 1 ユーザインターフェイスで、右上隅に表示されているユーザ名をクリックします。

ステップ 2 ドロップダウンメニューで、[Edit My Profile（プロファイルの編集）]をクリックします。
ステップ 3 [Edit My Profile（プロファイルの編集）]画面で、デフォルトのプロファイルとして設定するプロ

ファイルを選択します。

プロファイルは、追加または編集されている間、デフォルトとして設定できま

す。

（注）

認証および LDAP 統合
管理者は、システムのユーザアカウント用に認証メカニズムを指定できます。LDAPのフォール
バックを選択して、認証を設定できます。また、フォールバックを行わない VeriSign ID保護
（VID）認証を設定できます。

説明名前

認証は最初にローカルサーバ（Cisco UCS
Director）で実行されます。ローカルサーバに
ユーザレコードが見当たらない場合、認証プロ

セスを LDAPサーバにシフトします。

[ローカルが最初、LDAPにフォールバック
（Local First, fallback to LDAP）]

VIP認証サービス（2要素認証）が有効化され
ます。

[VeriSign ID保護（Verisign Identity Protection）]

認証の環境設定

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users andGroups）]ページで [認証設定（Authentication Preferences）]をクリッ

クします。

ステップ 3 [認証の環境設定（Authentication Preferences）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力しま
す。

    Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーションガイド
58

ユーザとグループの管理

認証および LDAP 統合



説明名前

認証の環境設定を選択します。

次のいずれかを選択できます。

• [ローカルが最初、LDAPにフォールバック
（Local First, fallback to LDAP）]

このオプションを選択する場合は、LDAP
サーバを設定する必要があります。詳細に

ついては、LDAPサーバの設定, （64ペー
ジ）を参照してください。

• [VeriSign ID保護（Verisign Identity
Protection）]

このオプションを選択した場合は、ステッ

プ 4に進みます。

[認証の環境設定（Authentication Preferences）]
ドロップダウンリスト

ステップ 4 [VeriSign ID保護（Verisign Identity Protection）]を選択した場合は、次の手順を実行します。
a) VIP証明書をアップロードするには、[参照（Browse）]をクリックします。
証明書を見つけて選択し、[アップロード（Upload）]をクリックします。

b) [パスワード（Password）]を入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

LDAP 統合
LDAP統合を使用して、LDAPサーバのグループおよびユーザを Cisco UCS Directorと同期するこ
とができます。LDAP認証により、同期されたユーザをLDAPサーバで認証することができます。
LDAPユーザおよびグループは、自動または手動で同期できます。LDAPアカウントの追加中に、
LDAPアカウントが Cisco UCS Directorと自動的に同期される頻度を指定できます。オプションで
LDAPSyncTaskシステムタスクを使用して、LDAP同期を手動でトリガーすることもできます。

LDAPアカウントを設定し、同期プロセスが手動または自動で実行されると、最近追加したLDAP
情報がCiscoUCSDirectorに表示されます。この情報は、システムに追加されたすべての組織単位
（OU）、グループ、およびユーザの階層構造を表すツリービューに表示されます。この情報は、
[管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択して表示できます。左ペイン
の OUを展開すると、すべてのグループを内部に表示できます。左ペインでグループを選択した
場合、そのグループに関連付けられたユーザのリストを表示できます。OUが複数のサブOUを持
つ場合、右ペインの [組織（Organization）] タブをクリックすることで、詳細情報を表示できま
す。また、右ペインの [グループ（Groups）]および [ユーザ（Users）] タブには、選択した OU
内で同期されたユーザおよびグループがそれぞれ表示されます。
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システムタスクを実行する機能に加えて、CiscoUCSDirectorにはLDAPディレクトリとシステム
を同期するための追加オプションもあります。

• [LDAPユーザのクリーンアップ（Cleanup LDAP Users）]システムタスク：このシステムタ
スクは、システム内で同期されたユーザが LDAPディレクトリから削除されたかどうかを判
別します。LDAPディレクトリから削除されたユーザアカウントのレコードが存在する場
合、このシステムタスクの実行後に、これらのユーザアカウントはシステム内で無効とし

てマークされます。管理者は、これらの無効ユーザアカウントのリソース割り当てを解除で

きます。デフォルトでは、このタスクは有効状態になっています。システムの 2回目の再起
動後、このシステムタスクは無効状態に変わります。これは、スタンドアロンのセットアッ

プと複数のノードを使用したセットアップの両方に当てはまります。

複数のノードを使用したセットアップでは、サービスノードが構成されていても、このシス

テムタスクはプライマリノードでのみ実行されます。

グループ、またはドメインユーザのグループに属していないユーザは、[グループに属してい
ないユーザ（Users with No Group）]として LDAPに表示されます。これらのユーザは、Cisco
UCS Directorのドメインユーザのグループの下に追加されます。

異なる LDAPサーバアカウントでは同じ名前の LDAPユーザを追加できます。複数のユーザ
レコードを区別するために、ログインユーザ名の末尾にドメイン名が追加されます。たとえ

ば、abc@vxedomain.comなどです。このルールは、ユーザグループにも適用されます。

システムへのログイン用のユーザ名へのドメイン名の追加は、LDAPユーザにのみ適用されま
す。これはローカルユーザには適用されません。すべてのローカルユーザがユーザ名を使用

してシステムにログインできます。

単一のLDAPアカウントが追加され、ユーザがユーザ名のみを指定してログインすると、Cisco
UCSDirectorは最初にそのユーザがローカルユーザまたはLDAPユーザのどちらであるかを判
別します。ユーザがローカルユーザおよび外部 LDAPユーザの両方として識別された場合、
ログイン段階でユーザ名がローカルユーザ名に一致すると、そのローカルユーザがCiscoUCS
Directorに対して認証されます。あるいは、ユーザ名が外部ユーザの名前に一致すると、その
LDAPユーザが Cisco UCS Directorに対して認証されます。

重要

LDAP 統合の規則と制限事項

グループの同期規則

•選択した LDAPグループが Cisco UCS Directorにすでに存在しており、ソースのタイプが
[ローカル（Local）]の場合、そのグループは同期中に無視されます。

•選択した LDAPグループが Cisco UCS Directorにすでに存在しており、グループソースのタ
イプが [外部（External）] の場合、そのグループの説明および電子メール属性が Cisco UCS
Directorで更新されます。
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• LDAPサーバを追加する際には、ユーザフィルタとグループフィルタを指定できます。グ
ループフィルタを指定すると、指定したグループに属するすべてのユーザがシステムに追加

されます。さらに、次のような操作も行えます。

◦指定したグループにサブグループが含まれている場合には、グループ、サブグループ、
およびそれらのサブグループ内のユーザがシステムに追加されます（これが該当するの

は、手動で LDAPディレクトリを同期した場合のみです）。

◦ユーザが複数のグループの一部であり、グループフィルタとして指定されたグループに
他のグループが一致しない場合、それらの追加グループはシステムに追加されません。

•ユーザは複数の設定グループに属することができます。ただし、ユーザが属しているグルー
プリストで最初に表示されているグループは、ユーザのデフォルトのプライマリグループ

として設定されます。ユーザがどのグループにも属していない場合は、デフォルトのプライ

マリグループが [ドメインユーザ（Domain Users）]として設定されます。

ユーザが属するすべてのグループに関する情報は、LDAPSyncTaskシステム
タスクの実行後にのみ表示できます。

（注）

• LDAPグループを同期すると、グループ内のすべてのユーザが最初にシステムに追加されま
す。また、指定された LDAPグループ内のユーザが同じ OU内の（または異なる OU内の）
他のグループに関連付けられている場合には、それらのグループも取得され、システムに追

加されます。

• LDAP同期プロセスでは、指定された LDAPグループが取得されてシステムに追加されると
共に、ネストされたグループがあれば併せて追加されます。

•このリリースより前のリリースでは、ユーザは 1つのグループにのみ属していました。ユー
ザが属するその他のグループは、最新リリースにアップグレードし、[LDAPシンクタスク
（LDAPSyncTask）] システムタスクを実行した場合にのみ、[プロファイルの管理（Manage
Profiles）] ダイアログボックスに表示されます。これは、他のグループが、LDAPサーバの
設定時に指定したグループフィルタの条件に一致する場合のみ該当します。

ユーザの同期規則

•名前に特殊文字が含まれている LDAPユーザは Cisco UCS Directorに追加されます。

• LDAPサーバを追加する際には、ユーザフィルタとグループフィルタを指定できます。ユー
ザフィルタを指定すると、指定したフィルタに一致するすべてのユーザと、それらのユーザ

が属するグループが取得され、システムに追加されます。

• LDAPユーザには、複数のグループメンバーシップを設定できます。LDAPユーザがシステ
ムと同期された場合、この複数のグループメンバーシップ情報は保持されます。Cisco UCS
Directorには、すべてのユーザについてこの情報を表示するオプションがあります。詳細に
ついては、グループメンバーシップ情報の表示, （72ページ）を参照してください。また、
複数のアクセスプロファイルはユーザに対しても自動的に作成されます。
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この情報は、LDAPサーバを設定し、グループが取得されてシステムに追加さ
れたときに指定したフィルタに、グループが一致した場合にのみ表示されま

す。

（注）

• Cisco UCS Directorでは、システムに追加された各ユーザのユーザプリンシパル名（UPN）
が表示されるようになりました。これは、以前のリリースでシステムに追加されたユーザに

適用可能です。ユーザは、ログイン名またはユーザプリンシパル名を使用してシステムにロ

グインできます。プロファイル名とともにユーザプリンシパル名を使用してのログインはサ

ポートされていません。

•選択した LDAPユーザが Cisco UCS Directorにすでに存在しており、ソースのタイプが [外部
（External）]の場合、そのユーザは同期時に無視されます。ユーザの名前、説明、電子メー
ルおよびその他の属性が再度更新されることはありません。

•ユーザアカウントが 2つの異なるLDAPディレクトリで作成されている場合は、最初に同期
された LDAPディレクトリのユーザ詳細が表示されます。他の LDAPディレクトリのユーザ
詳細は表示されません。

•複数の LDAPディレクトリが同期された後、LDAP外部ユーザは、完全なドメイン名と共に
ユーザ名を指定して Cisco UCS Directorにログインする必要があります。たとえば、
vxedomain.com\usernameのように指定します。ただし、Cisco UCS Directorに追加されている
LDAPサーバディレクトリが 1つしかない場合には、この規則は適用されません。

LDAP同期プロセスの後に、ユーザが正しいグループに割り当てられていることを確認しま
す。

（注）

LDAP 統合の管理

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択します。
ステップ 2 LDAP統合を管理するため、LDAPサーバを選択し、必要に応じて次のボタンをクリックします。
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説明名前

検索するドメインの識別名を選択できます。

LDAP同期処理が完了すると、選択した組織の
すべてのユーザとグループがCiscoUCSDirector
に取り込まれます。このアクションは、自動同

期プロセスであるとも見なされます。

LDAPサーバ同期をシステムタスク
として開始できます。詳細について

は、LDAP同期システムタスクの実
行, （69ページ）を参照してくださ
い。

（注）

[ベースDNの検索（Search BaseDN）]ボタン

表示されるダイアログボックスでは、LDAP
ユーザおよびグループを取得するための基本検

索条件または拡張検索条件を指定できます。

[LDAPの手動同期のリクエスト（RequestManual
LDAP Sync）]

ステップ 3 （任意） [LDAPの手動サーバ同期の要求（Request LDAP Manual Server Sync）]を選択した場合
は、次のフィールドに入力します。

説明名前

組織単位ごとの基本検索を可能にします。[基本検索（Basic Search）]チェックボックス

詳細検索を可能にします。[詳細検索（AdvancedSearch）]チェックボック
ス

いずれかの検索オプションを使用すると、検索条件に一致するユーザとグループが、すで

に Cisco UCS Directorに存在する場合は、検索結果の一部として表示されません。
重要

ステップ 4 基本検索の場合は、[選択（Select）]をクリックして検索ベースを指定します。
ステップ 5 検索ベース DNを選択し、[選択（Select）]をクリックして、ステップ 9に進みます。
ステップ 6 詳細検索の場合は、[詳細なフィルタオプション（AdvancedFilteringOptions）]ペインで、[ユーザ

フィルタ（User Filters）]と [グループフィルタ（Group Filters）]の属性名を追加または編集しま
す。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 8 [ユーザとグループの選択（Select Users and Groups）]ペインで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ユーザを同期する必要があるLDAPグループ。[LDAPグループ（LDAP Groups）]フィールド

同期する必要がある LDAPユーザ。[LDAPユーザ（LDAP Users）]フィールド
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ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックして、LDAPサーバを同期します。

LDAP サーバの設定

Cisco UCS Directorでは複数の LDAPサーバとアカウントを設定できます。LDAPアカウントを追
加するときに、次の項目を指定できます。

•検索ベース DNに含まれる組織単位（OU）。

• LDAPアカウントがシステムと自動的に同期される頻度。

•結果を絞り込み、グループおよびユーザにLDAPロールフィルタを指定する、グループフィ
ルタまたはユーザフィルタ。

LDAPサーバアカウントが追加されると直ちにこのアカウントのシステムタスクが自動的に作成
され、データ同期を即時に開始します。LDAPサーバアカウントのすべてのユーザとグループが
システムに追加されます。デフォルトでは、LDAPアカウントのすべてのユーザが自動的にサー
ビスエンドユーザプロファイルに割り当てられます。

はじめる前に

認証の次のように設定にしておく必要があります。

• [ローカルが最初、LDAPにフォールバック（Local First, fallback to LDAP）]

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択します。
ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 [LDAPサーバ設定（LDAP Server Configuration）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力し

ます

説明名前

アカウント名。

この名前は一意である必要があります。

[アカウント名（Account Name）]フィールド

LDAPサーバのタイプ。次のいずれかを設定で
きます。

• OpenLDAP

• MSAD - Microsoft Active Directory

[サーバタイプ（Server Type）]フィールド

LDAPサーバの IPアドレスまたはホスト名。[サーバ（Server）]フィールド
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説明名前

LDAPサーバへのセキュアな接続をイネーブル
にします。

[SSLの有効化（Enable SSL）]チェックボック
ス

ポート番号。

SSLの場合は 636に、非セキュアモードの場合
は389に自動的に設定されます。

[ポート（Port）]フィールド

ドメイン名。

LDAPディレクトリのタイプとして [OpenLDAP]
を選択した場合は、このドメイン名が、ユーザ

名で指定されたドメインと一致している必要が

あります。

完全なドメイン名を指定する必要があ

ります。たとえば、vxedomain.comなど
です。

重要

[ドメイン名（Domain Name）]フィールド

ユーザ名。

ユーザ名は、次のいずれかの形式で指定できま

す。

• <username>@domain.com

•次の形式のユーザの識別名：

CN=PowerUser,CN=Users,DC=domain,DC=com

LDAPディレクトリのタイプとして [OpenLDAP]
を選択した場合は、ユーザ名を次の形式で指定

してください。

uid=users,ou=People,dc=ucsd,dc=com

ここに指定する ouは、ディレクトリ階層でそ
の他のすべてのユーザが配置される場所です。

[ユーザ名（User Name）]フィールド

ユーザのパスワード。[パスワード（Password）]フィールド

LDAPサーバが同期される頻度（時間）を選択
します。この属性の種類は次のとおりです。

• 1

• 4

• 12

• 24

[同期頻度（Synchronization Frequency）]ドロッ
プダウンリスト
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ステップ 4 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 5 [LDAP検索ベース（LDAPSearchBase）]ペインで [選択（Select）]をクリックし、LDAP検索ベー

スのエントリを指定して、[選択（Select）]をクリックします。
このリストには、Cisco UCS Directorで利用できるすべての組織単位（OU）が表示されます。

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 7 [ユーザとグループのフィルタの設定（Configure User and Group Filters）]ペインで、次のフィール

ドに入力します。

説明名前

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要がある特定のユーザを選択します。

選択したユーザが属するグループがすべて取得

され、システムに追加されます。

[ユーザフィルタ（User Filters）]

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要があるグループを選択します。

選択したグループフィルタに属するユーザがす

べて取得され、システムに追加されます。ただ

し、選択したグループのユーザが他のグループ

にも属している場合は、ここで選択されていな

い限り、それらのグループは取得されず、シス

テムへの追加もされません。

[グループフィルタ（Group Filters）]

[グループフィルタへのエントリの追加（Add Entry to Group Filters）]ダイアログボックス

[グループ名（Group Name）]または [ユーザ名
（User Name）]を選択します。

[属性名（Attribute Name）]ドロップダウンリ
スト

グループおよびユーザを取得する際に適用する

フィルタを選択します。この属性の種類は次の

とおりです。

• [等しい（Equals to）]

• [次で始まる（Starts with）]

[演算子（Operator）]ドロップダウンリスト

検索に含めるキーワードまたは値を指定しま

す。

[属性値（Attribute Value）]フィールド

フィルタに基づいて、グループまたはユーザが取得されます。
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ステップ 8 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 9 [LDAPユーザロールフィルタ（LDAP User Role Filter）]ペインで、[+]記号をクリックして、ユー

ザロールフィルタを追加します。

ステップ 10 [ユーザロールフィルタへのエントリの追加（Add Entry to User Role Filters）]ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

属性の名前。これには、グループ名を指定でき

ます。

[属性名（Attribute Name）]フィールド

次のいずれかを設定できます。

• [次の値と等しい（Equal to）]

• [次で始まる（Starts with）]

[演算子（Operator）]ドロップダウンリスト

このフィールドで値を指定します

[演算子（Operator）]フィールドと [属性値
（Attribute Value）]フィールドの値に一致する
すべてのユーザが、[ユーザロールのマップ
（Map User Role）]ドロップダウンリストで選
択するユーザロールに割り当てられます。

[属性値（Attribute Value）]フィールド

ユーザのマップ先とするユーザロールを選択し

ます。デフォルトで利用可能なロールを選択で

き、またはシステムで作成したロールを選択で

きます。

次のロールはCiscoUCSDirector内でデフォルト
で使用可能なロールです。

•すべてのポリシー管理者

•請求管理者

•コンピューティング管理者

•サービスエンドユーザ

•グループ管理者

• IS管理者

•ネットワーク管理者

•オペレータ管理者

•ストレージ管理者

•システム管理者

[ユーザロールのマップ（Map User Role）]ド
ロップダウンリスト
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ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 12 [OK]をクリックします。

ユーザロールフィルタが [ユーザロールフィルタ（User Role Filters）]テーブルに追加されます。

複数のユーザロールフィルタが指定されている場合は、最初の行に指定されたフィル

タが処理されます。

[ログインユーザ（LoginUsers）]タブでユーザのユーザロールを手動で更新すると、そ
のユーザには、グループをマップしたユーザロールが適用されなくなります。

（注）

次の作業

LDAPに認証の環境設定を設定していない場合は、認証の環境設定を変更するように指示されま
す。認証の環境設定の変更に関する詳細については、認証の環境設定, （58ページ）を参照して
ください。

LDAP サーバの接続のテスト

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択します。
ステップ 2 [LDAPインテグレーション（LDAP Integration）]タブで、テーブルから LDAPアカウント名を選

択します。

ステップ 3 [テスト接続（Test Connection）]をクリックします。
ステップ 4 [LDAP接続のテスト（Test LDAP Connectivity）]画面で、[閉じる（Close）]をクリックします。

LDAP サーバのサマリー情報の表示

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択します。
ステップ 2 [LDAPインテグレーション（LDAP Integration）]タブで、テーブルから LDAPアカウント名を選

択します。

ステップ 3 [表示（View）]ボタンをクリックします。
[LDAPアカウント情報の表示（View LDAP Account Information）]画面に、LDAPアカウントのサ
マリー情報が表示されます。

ステップ 4 [閉じる（Close）]をクリックします。
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LDAP 検索ベースDN エントリの追加

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択します。
ステップ 2 [LDAPインテグレーション（LDAP Integration）]タブで、テーブルから LDAPアカウント名を選

択します。

ステップ 3 [ベースDNの検索（Search BaseDN）]をクリックします。
ステップ 4 [LDAP検索ベース（LDAP Search Base）]画面で、[選択（Select）]をクリックして検索エントリ

を選択します。

ステップ 5 [選択（Select）]をクリックします。
ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

LDAP 同期システムタスクの実行

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）]を選択します。
ステップ 2 [システム（System）]ページで [システムタスク（System Tasks）]をクリックします。

ステップ 3 [フィルタ（Filter）]フィールドに LDAPと入力します。
ステップ 4 [システムのタスク（System Tasks）]表から [LDAPSyncTask]を選択します。

ステップ 5 [今すぐ実行（Run Now）]をクリックします。
ステップ 6 （任意） [タスクの管理（ManageTask）]をクリックして、同期処理を有効または無効にします。

次の作業

同期プロセスの結果がCisco UCSDirectorに表示されます。[LDAP統合（LDAP Integration）]ペイ
ンで LDAPアカウントを選択し、[結果（Results）]をクリックすると、同期プロセスの概要が表
示されます。

LDAP サーバの詳細の変更

設定済みの LDAPサーバに対し変更できるのは次の詳細情報のみです。

•ポート番号と SSL設定

•ユーザ名とパスワード
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•同期頻度

•検索ベース DNの選択内容

•マッピングされたユーザロールとグループ

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択します。
ステップ 2 [LDAPインテグレーション（LDAP Integration）]タブで、テーブルから LDAPアカウント名を選

択します。

ステップ 3 [変更（Modify）]をクリックします。
ステップ 4 [LDAPサーバ設定の変更（Modify LDAP Server Configuration）]画面で、次を含む必須フィールド

に値を入力します

説明名前

LDAPサーバへのセキュアな接続をイネーブル
にします。

[SSLの有効化（Enable SSL）]チェックボック
ス

ポート番号。

SSLの場合は 636に、非セキュアモードの場合
は389に自動的に設定されます。

[ポート（Port）]フィールド

ユーザ名。

LDAPディレクトリのタイプとして [OpenLDAP]
を選択した場合は、ユーザ名を次の形式で指定

してください。

uid=users,ou=People,dc=ucsd,dc=com

ここに指定する ouは、ディレクトリ階層でそ
の他のすべてのユーザが配置される場所です。

[ユーザ名（User Name）]フィールド

ユーザのパスワード。[パスワード（Password）]フィールド

LDAPサーバがシステムデータベースと同期さ
れる頻度（時間単位）を選択します。次のいず

れかを設定できます。

• 1

• 4

• 12

• 24

[同期頻度（Synchronization Frequency）]ドロッ
プダウンリスト
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ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 6 [LDAP検索ベース（LDAPSearchBase）]ペインで [選択（Select）]をクリックし、LDAP検索ベー

スのエントリを指定して、[選択（Select）]をクリックします。
ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 8 [ユーザとグループのフィルタの設定（Configure User and Group Filters）]ペインで、次のフィール

ドに入力します。

説明名前

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要がある特定のユーザを選択します。

[ユーザフィルタ（User Filters）]

[+]記号をクリックして、システムと同期する
必要があるグループを選択します。

[グループフィルタ（Group Filters）]

ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 10 [LDAPユーザロールフィルタ（LDAP User Role Filter）]ペインで、[+]記号をクリックして、ユー

ザロールフィルタを追加します。

ステップ 11 [ユーザロールフィルタへのエントリの追加（Add Entry to User Role Filters）]ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

属性の名前。これには、グループ名を指定でき

ます。

[属性名（Attribute Name）]フィールド

次のいずれかを設定できます。

• [次の値と等しい（Equal to）]

• [次で始まる（Starts with）]

[演算子（Operator）]ドロップダウンリスト

このフィールドで値を指定します

[演算子（Operator）]フィールドと [属性値
（Attribute Value）]フィールドの値に一致する
すべてのユーザが、[ユーザロールのマップ
（Map User Role）]ドロップダウンリストで選
択するユーザロールに割り当てられます。

[属性値（Attribute Value）]フィールド

Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーションガイド
71

ユーザとグループの管理

認証および LDAP 統合



説明名前

ユーザのマップ先とするユーザロールを選択し

ます。デフォルトで利用可能なロールを選択で

き、またはシステムで作成したロールを選択で

きます。

次のロールはCiscoUCSDirector内でデフォルト
で使用可能なロールです。

•すべてのポリシー管理者

•請求管理者

•コンピューティング管理者

•サービスエンドユーザ

•グループ管理者

• IS管理者

•ネットワーク管理者

•オペレータ管理者

•ストレージ管理者

•システム管理者

[ユーザロールのマップ（Map User Role）]ド
ロップダウンリスト

ステップ 12 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 13 [OK]をクリックします。

ユーザロールフィルタが [ユーザロールフィルタ（User Role Filters）]テーブルに追加されます。

複数のユーザロールフィルタが指定されている場合は、最初の行に指定されたフィル

タが処理されます。

（注）

グループメンバーシップ情報の表示

システム内のユーザは、複数のユーザグループに属することができます。ユーザがシステムに追

加されると、ユーザが属するすべてのグループもシステムに追加されます。ただし、最後にユー

ザが追加されたグループは、ユーザのデフォルトのプライマリグループとして設定されます。

ユーザがどのグループにも属していない場合は、デフォルトのプライマリグループが [ドメイン
ユーザ（DomainUsers）]として設定されます。[プロファイルの管理（ManageProfiles）]オプショ
ンを使用して、ユーザのグループメンバーシップを表示し変更することができますが、CiscoUCS
Directorでは特定のユーザが属しているすべてのグループのリストを表示する追加オプションもあ
ります。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザ（Users）]をクリックします。

ステップ 3 テーブルからユーザを選択します。

ステップ 4 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューで、[グループメンバーシップ
（Group Membership）]をクリックします。
[MemberOf]画面に、ユーザが属するすべてのグループが表示されます。

ステップ 5 [閉じる（Close）]をクリックします。

LDAP サーバ情報の削除

LDAPサーバアカウントを削除すると、次の動作が開始されます。

• LDAPユーザに割り当てられていたリソースの割り当てが解除されます。

• LDAPユーザに割り当てられていた VMの割り当てが解除されます。

• LDAPグループに割り当てられていたリソースの割り当てが解除されます。

• LDAPグループに割り当てられていた VMの割り当てが解除されます。

• LDAPユーザに割り当てられていた VM共有ポリシーの割り当てが解除されます。

• LDAPユーザおよびグループに適用されていたタグがクリアされます。

•ユーザおよびグループが、データベースから直ちに削除されます。

• LDAPサーバの詳細は、ツリービューから削除されます。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [LDAP統合（LDAP Integration）]を選択します。
ステップ 2 [LDAPインテグレーション（LDAP Integration）]タブで、テーブルから LDAPアカウント名を選

択します。

ステップ 3 [削除（Delete）]をクリックします。
ステップ 4 [LDAPアカウントの削除（Delete LDAP Account）]画面で、[削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
これにより、Cisco UCS Director内の LDAPアカウントの削除が開始されます。LDAPアカウント
内のユーザ数およびグループ数によって、この削除プロセスが完了するまでに数分かかる場合が

あります。この間、LDAPアカウントがCiscoUCSDirectorに表示され続ける場合があります。[更
新（Refresh）]をクリックして、アカウントが削除されたことを確認します。
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シングルサインオン

Cisco UCS Directorは、SAML 2.0に基づくシングルサインオン（SSO）サービスを提供していま
す。SSOを有効にするには、OneLogin Identity Provider（IDP）上に Cisco UCS Directorをサービス
プロバイダー（SP）として登録する必要があります。SSOでは、ユーザは個々のシステムにログ
インしなくても、複数のシステムにシームレスにアクセスできます。SPと IDP間で SSOを設定
して有効にすると、ユーザは OneLoginポータルにログインすれば、再度ログインせずに Cisco
UCS Directorにアクセスできます。

シングルサインオンを有効にするには、次の手順を実行します。

1 OneLoginサイトでユーザアカウントを作成します。

2 OneLoginサイトで Cisco UCS Directorアプライアンスの詳細をマッピングします。

詳細については、次を参照してください。OneLoginサイトでのCisco UCSDirectorアプライア
ンスのマッピング, （74ページ）

3 OneLoginサイトでシングルサインオン証明書を生成します。

詳細については、OneLogin証明書の生成, （76ページ）を参照してください。

4 OneLoginサイトで作成したアカウントと同じ証明書を使用して、Cisco UCS Directorでユーザ
アカウントを作成します。ユーザアカウントは、OneLoginサイトにマッピングされた同じア
プライアンス上に作成する必要があります。

ユーザの追加の詳細については、ユーザの追加, （4ページ）を参照してください。

5 OneLoginサイトで照会したアプライアンスに証明書をアップロードして、シングルサインオ
ンを有効にします。

詳細については、シングルサインオンの有効化, （77ページ）を参照してください。

この手順を完了すると、OneLoginサイトに戻ってCiscoUCSDirectorをクリックしたときに、ユー
ザはこれ以降、ユーザ名とパスワード情報の入力を求められません。

OneLogin サイトでの Cisco UCS Directorアプライアンスのマッピング

シングルサインオンを有効にするには、まず Cisco UCS Directorを実行中のシステムをマッピン
グする必要があります。

はじめる前に

OneLoginアカウントを持っている必要があります。
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手順

ステップ 1 OneLoginサイトには、https://www.onelogin.comからアクセスします。
ステップ 2 アカウントの詳細を使用してサイトにログインします。

ステップ 3 メニューバーから、[アプリケーション（Apps）] > [アプリケーションの追加（Add Apps）]を選
択します。

ステップ 4 [アプリケーションの検索（Find Applications）]フィールドに、「SAML」と入力します。
ステップ 5 表示された検索結果で、[OneLogin SAMLテスト(IdP) SAML 2.0（OneLogin SAML Test (IdP) SAML

2.0）]を選択してダブルクリックします。
[情報（Info）]ペインが表示されます。

ステップ 6 [情報（Info）]ペインに、以下の情報を入力します。

説明フィールド

CiscoUCSDirectorを実行中のシステムの一意の
名前を入力します。

この名前は、OneLoginポータルのホームページ
に表示されます。このポータルでは、複数の

CiscoUCSDirectorアプライアンスを登録できま
す。システムを正確に識別できる名前を入力し

てください。

[表示名（Display Name）]フィールド

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。
ステップ 8 メニューバーから [設定（Configuration）]を選択し、次の情報を入力します。

説明フィールド

Cisco UCS Directorを実行中のシステムの URL
を入力します。

CiscoUCSDirectorのユーザインターフェ
イスにユーザがログインすると表示され

るURLを入力します。次の例のようにな
ります。
https://<ip_address>/app/cloudmgr/cloudmgr.jsp
例：
https://10.10.10.10/app/cloudmgr/cloudmgr.jsp

リリース 6.0以降では、URLは次のよう
になります。

https://<ip_address>/app/ux/index.html例：
https://10.10.10.10/app/ux/index.html

重要

[SAMLコンシューマURL（SAML Consumer
URL）]フィールド
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ステップ 9 [保存（Save）]をクリックします。
このサイトのホームページでは、指定したサーバの詳細に対応するアイコンが作成されます。

OneLoginサイトで登録するアプライアンスごとに、ホームページにアイコンが表示されます。こ
のアイコンをクリックすると、CiscoUCSDirectorのユーザインターフェイスに自動的に移動しま
す。

次の作業

OneLogin証明書を生成し、Cisco UCS Directorアプライアンスで SSOを有効にします。

OneLogin 証明書の生成

はじめる前に

• OneLoginアカウントを持っている必要があります。

• Cisco UCS Directorアプリケーションは、OneLogin Webサイトに登録されている必要があり
ます。

手順

ステップ 1 OneLoginサイトには、https://www.onelogin.comからアクセスします。
ステップ 2 アカウントの詳細を使用してサイトにログインします。

ステップ 3 メニューバーで、[設定（Settings）] > [SAML]を選択します。
ステップ 4 [標準強度の証明書（2048ビット）（Standard Strength Certificate (2048-bit)）]を選択します。
ステップ 5 [ダウンロード（Download）]をクリックします。
ステップ 6 [OK]をクリックします。

onelogin.pemというファイルがシステムにダウンロードされます。

次の作業

この証明書を Cisco UCS Directorアプライアンスにアップロードする必要があります。
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シングルサインオンの有効化

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [シングルサインオン（Single Sign-On）]をク

リックします。

ステップ 3 [シングルサインオンの有効化（Enable Single Sign-On）]をオンにします。
ステップ 4 [ファイル（File）]フィールドで、ファイルをドラッグアンドドロップするか、または [ファイル

の選択（Select a File）]をクリックして参照し、システムの OneLogin証明書ファイルを選択しま
す。

ワンログイン証明書ファイルは、「onelogin.pem」という名前でシステムに保存されます。

ステップ 5 [アップロード（Upload）]をクリックします。
ステップ 6 アップロードが完了したら、[送信（Submit）]をクリックします。

OneLoginサイトから Cisco UCS Directorを起動する場合は、システムへのログインが要求されま
せん。

顧客組織のブランディング
Cisco UCS Directorは、次のレベルでのポータルのブランディングとカスタマイズをサポートして
います。

•グローバルレベル：システムレベルでのブランディングは、グローバル管理者によって変
更できます。

• MSP組織レベルまたはテナントレベル：このレベルでのブランディングは、管理者または
MSP管理者によって変更できます。

•顧客組織レベル：顧客組織は通常MSP組織にグループ化されます。したがってMSP管理者
またはグローバル管理者がブランディングの詳細を変更できます。

MSP組織レベルでのブランディングサポートの導入では、ユーザ向けに表示されるブランディン
グの変更内容に適用される特定のルールがあります。適用される設定は、次によって異なります。

•ユーザロール：エンドユーザ、グループ管理者、またはMSP管理者が相当します。

•ユーザが属するお客様の組織とそれに対するブランディング設定。

• MSP組織のブランディング設定。

次の表に、Cisco UCS Directorでのブランディング動作の詳細を説明します。
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表 1：Cisco UCS Directorでのブランディング動作

エンドユーザグループ管理者MSP 管理者顧客組織レベルの

ブランディング設

定

MSP 組織レベルの
ブランディング設

定

このユーザが属す

る顧客組織レベル

で設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

顧客組織レベルで

設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

MSP組織レベルで
設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

はいはい

このユーザが属す

る顧客組織レベル

で設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

顧客組織レベルで

設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

はいいいえ

顧客組織が属する

MSP組織レベルで
設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

この顧客組織が属

するMSP組織レ
ベルで設定したブ

ランディングの詳

細が表示されま

す。

MSP組織レベルで
設定したブラン

ディングの詳細が

表示されます。

いいえはい

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

グローバルブラン

ディングの詳細が

表示されます。

いいえいいえ

ユーザグループのブランディング

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ユーザとグループ（Users and Groups）]をク

リックします。

ステップ 3 ブランディングするグループを選択します。

ステップ 4 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから [ブランディング（Branding）]
を選択します。

[グループブランディング（GroupBranding）]画面には、カスタマイズ可能なオプションが表示さ
れます。
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ステップ 5 ユーザインターフェイスの左上隅に表示されるイメージをカスタマイズするには、[ロゴイメー
ジ（Logo image）]をオンにします。
a) ロゴイメージファイルを参照して選択し、[アップロード（Upload）]をクリックします。

ロゴイメージの形式が JPG、PNG、または GIFであることを確認します。最適なイ
メージサイズは幅 200ピクセル、高さは 100ピクセルです。ダウンロード時間を短
縮するため、イメージサイズを小さくしておくことをお勧めします。

（注）

b) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 ユーザインターフェイスの上部に表示されるヘッダーラベルを指定する [アプリケーションラベ
ル（Application Labels）]をオンにします。
a) [ラベル 1（Label 1）]および [ラベル 2（Label 2）]フィールドに少なくとも 1つのアプリケー
ションのラベルを入力します。

ステップ 7 ユーザインターフェイスからログインした後、特定の URLにユーザをリダイレクトするための
[ログアウト時の URL転送（URL Forwarding on Logout）]をオンにします。
a) [URL]フィールドに、サーバの [URL]を入力します。

ステップ 8 ユーザインターフェイスの右上隅に表示されているリンクを指定するには、[カスタムリンク
（Custom Link）]をオンにします。
a) 少なくとも最初の 2つのフィールドに値を入力してください。

説明名前

カスタムリンク 1のラベル。[カスタムリンク 1のラベル（Custom Link 1
Label）]フィールド

カスタムリンク 1の URL。[カスタムリンク 1の URL（Custom Link 1
URL）]フィールド

カスタムリンク 2のラベル。[カスタムリンク 2のラベル（Custom Link 2
Label）]フィールド

カスタムリンク 2の URL。[カスタムリンク 2の URL（Custom Link 2
URL）]フィールド

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

顧客組織のブランディング
Cisco UCS Directorで顧客組織のロゴおよびアプリケーションラベルをカスタマイズできます。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [顧客組織（CustomerOrganizations）]タブまたは [MSP組織（MSPOrganizations）]タブを選択しま

す。

これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービスプロバイダー機能（ServiceProvider Feature）]
を有効にしている場合は、第 1レベルと第 2レベルの組織の名前を指定する必要があります。指
定した名前は、インターフェイスのタブとして表示されます。[サービスプロバイダー機能（Service
Provider Feature）]を無効にしている場合は、[顧客組織（Customer Organizations）]タブのみが表
示されます。

ステップ 3 ブランディングする顧客組織を選択します。

ステップ 4 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから [ブランディング（Branding）]
を選択します。

[グループブランディング（GroupBranding）]画面には、カスタマイズするオプションが表示され
ます。

ステップ 5 ユーザインターフェイスの左上隅に表示されるイメージをカスタマイズするには、[ロゴイメー
ジ（Logo image）]をオンにします。
a) ロゴイメージファイルを参照して選択し、[アップロード（Upload）]をクリックします。

ロゴイメージの形式が JPG、PNG、または GIFであることを確認します。最適なイ
メージサイズは幅 200ピクセル、高さは 100ピクセルです。ダウンロード時間を短
縮するため、イメージサイズを小さくしておくことをお勧めします。

（注）

b) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 ユーザインターフェイスの上部に表示されるヘッダーラベルを指定する [アプリケーションラベ
ル（Application Labels）]をオンにします。
a) [ラベル 1（Label 1）]および [ラベル 2（Label 2）]フィールドに少なくとも 1つのアプリケー
ションのラベルを入力します。

ステップ 7 ユーザインターフェイスからログインした後、特定の URLにユーザをリダイレクトするための
[ログアウト時の URL転送（URL Forwarding on Logout）]をオンにします。
a) [URL]フィールドに、サーバの [URL]を入力します。

ステップ 8 ユーザインターフェイスの右上隅に表示されているリンクを指定するには、[カスタムリンク
（Custom Link）]をオンにします。
a) 少なくとも最初の 2つのフィールドに値を入力してください。

説明名前

カスタムリンク 1のラベル。[カスタムリンク 1のラベル（Custom Link 1
Label）]フィールド

カスタムリンク 1の URL。[カスタムリンク 1の URL（Custom Link 1
URL）]フィールド
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説明名前

カスタムリンク 2のラベル。[カスタムリンク 2のラベル（Custom Link 2
Label）]フィールド

カスタムリンク 2の URL。[カスタムリンク 2の URL（Custom Link 2
URL）]フィールド

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

ログインページのブランディング
ログインページは、ドメイン名に関連付けられているロゴを示すように設定できます。エンド

ユーザがそのドメインからログインすると、ログインページでそのカスタムロゴが表示されま

す。ロゴの最適なイメージのサイズは幅 890ピクセル、高さ 470ピクセルで、余白に 255ピクセ
ルが割り当てられています。シスコは、より高速なダウンロードを実現するために、イメージサ

イズを小さくすることを推奨しています。

グループまたは顧客組織のログインページは、最初にブランディングで設定される（有効に

される）必要があります。

（注）

カスタムドメインロゴの設定

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザとグループ（Users and Groups）]ページで [ログインページブランディング（Login Page

Branding）]をクリックします。
ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [ドメインブランディング（Domain Branding）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力しま

す

説明名前

ブランディングするドメイン名。[ドメイン名（Domain Name）]フィールド
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説明名前

指定されたドメイン名からのログインページ

ブランディングを有効にするには、このチェッ

クボックスをオンにします。

[カスタムドメインロゴ（CustomDomainLogo）]
チェックボックス

アップロードするロゴファイル。ファイルをド

ラッグしてこのフィールドにドロップすること

も、[ファイルの選択（Select a File）]をクリッ
クして参照し、アップロードするファイルを選

択することもできます。

ロゴの最適なイメージサイズは、幅

890ピクセル、高さ470ピクセル、余
白 255ピクセルです。ダウンロード
時間を短縮するため、イメージサイ

ズを小さくしておくことをお勧めし

ます。

（注）

[ファイル（File）]フィールド

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
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