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6
システムの設定

この章では、Content Delivery System（CDS; コンテント デリバリ システム）のシステム パラメータ

の設定情報について説明します。この章の主な内容は、次のとおりです。

• AAA の設定（p.6-1）

• パスワードの変更（p.6-7）

• システムの設定（p.6-8）

AAA の設定
認証は、ユーザの身元を判別し、そのユーザにネットワークまたは特定のデバイスへのアクセスを

許可すべきかどうかを決定します。これにより、ネットワーク管理者は、ネットワークへの侵入者

を防御できます。認証には、ユーザとパスワードの単純なデータベースを使用します。ワインタイ

ム パスワードを使用することもできます。

許可は、ユーザに許可する実行内容を判別します。これにより、ネットワーク管理者は個々のユー

ザに対して、使用できるネットワーク サービスを制限できます。

アカウンティングは、ユーザが実行した内容および日時を追跡します。この情報は、接続時間また

は使用リソース（転送バイト数）の監査証跡や課金に使用されます。

認証（Authentication）、許可（Authorization）、およびアカウンティング（Accounting）は、集合的に

AAA と呼ばれることがあります。AAA の中央管理とは、情報が単一の集中型セキュア データベー

スで管理されていることを意味します。情報が多数のデバイス間に分散されている場合に比べ、は

るかに簡単に情報を管理できます。

CDS ネットワークでは、ログイン認証および許可により、ユーザの Content Delivery System Manager

（CDSM; コンテント デリバリ システム マネージャ）、Service Engine（SE; サービス エンジン）、

Service Router（SR; サービス ルータ）へのアクセスおよび設定の権限を制御します。ログイン認証

および許可には、2 つのレベルがあります。

• デバイス

• CDSM

CDS ネットワークでは、CDSM に登録されている SE および SR へのアクセスとは関係なく、CDSM

へのアクセスに関してユーザ アカウントを作成できます。

ここでは、CDSM のログイン認証および許可について説明します。デバイスのログイン認証および

許可の詳細については、「ログイン アクセス制御」（p.4-54）および「認証」（p.4-60）を参照してく

ださい。
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ログイン認証は、CDSM が、ログインを試みている人物に有効なユーザ名とパスワードが設定され

ているかどうかを検証するプロセスです。ログインする人物は、デバイスに登録済みのユーザ アカ

ウントを所有している必要があります。ユーザ アカウント情報により、ユーザのログインおよび設

定権限が許可されます。ユーザ アカウント情報は、AAA データベースに格納されます。ユーザが

ログインを試みると、CDSM は、その人物のユーザ名、パスワード、および権限レベルを、データ

ベースに格納されているユーザ アカウント情報と比較します。

各ユーザ アカウントには、ロールおよびドメインを割り当てることができます。ロールは、ユーザ

がアクセスできる CDSM コンフィギュレーション ページ、およびユーザが設定または変更できる

サービスを定義します。ドメインは、ユーザがアクセスできる、および設定または変更できるネッ

トワーク内のエンティティを定義します。ユーザ アカウントには、ゼロ以上のロールおよびドメイ

ンを割り当てることができます。

ユーザの作成、編集、および削除

（注） このセクションの対象者は、管理者レベル権限のあるユーザ（admin ユーザ）だけです。

CDSM には、デフォルトで 2 つのユーザ アカウントが事前定義されています。最初のアカウントは

「admin」で、すべてのサービスへのアクセスおよびシステム内のすべてのエンティティへのアクセ

スが許可された管理者ロールが割り当てられています。このアカウントは、システムから削除する

ことはできませんが、変更はできます。変更できないのは、このアカウントのユーザ名およびロー

ルだけです。このアカウントのパスワードを変更するには、CLI（コマンドライン インターフェイ

ス） で、username admin password <password> コマンドを使用します。

2 つめの定義済みアカウントは、「default」です。認証後、CDSM に登録されていないユーザ アカウ

ントはすべて、default アカウントに割り当てられているアクセス権限（ロールおよびドメイン）を

取得します。このアカウントは設定可能ですが、削除およびユーザ名の変更はできません。

CDSM で新しいユーザ アカウントを作成する場合、オプションで、同時に CLI に CDSM デバイス

用のユーザ アカウントを作成できます。このオプションを使用して CLI に新しいアカウントを作

成すると、次の利点があります。

• 1 つの中央拠点から、プライマリおよびスタンバイ CDSM 管理データベース、および CDSM
CLI にユーザ アカウントが作成されます。

• ユーザは自身のパスワードを変更でき、パスワードの変更がスタンバイ CDSM に伝播されま

す。

CDSM でのユーザ アカウントの作成時に、同時に CDSM CLI にユーザ アカウントを作成しない場

合、次の結果になります。

• ユーザ アカウントは、プライマリおよびスタンバイ CDSM 管理データベースに作成されます。

• CDSM CLI にはユーザ アカウントは作成されません。CLI からアカウントが作成されるまで、

ユーザは CDSM にログインできません。

• ローカル ユーザは、CDSM で自身のパスワードを変更できません。

• ローカル ユーザは CLI を使用して自身のパスワードを変更できますが、CDSM の CLI ユーザ

オプションがイネーブルに設定されている場合、パスワードの変更は CLI から CDSM データ

ベースに伝播されません。

ユーザ アカウントを CLI だけで作成した場合、CDSM への初回ログイン時に、Centralized
Management System（CSM）データベースにより（CLI 設定と同じユーザ名の）ユーザ アカウ

ントが自動的に作成され、デフォルトの許可およびアクセス制御が適用されます。ただし、こ

のシナリオでパスワードを変更するには、CLI ユーザ オプションがイネーブルである CDSM か
ら、ユーザ アカウントを明示的に設定する必要があります。
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ユーザ アカウントを作成または編集する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > AAA > Users を選択します。User Table ページが表示されます。

ステップ 2 タスクバーで Create New アイコンをクリックします。User Account ページが表示されます。

既存のアカウントを編集するには、ユーザ名の横にある Edit アイコンをクリックします。

（注） User Account ページにアクセスできるのは、管理者レベル権限のあるユーザだけです。

ステップ 3 Username フィールドに、ユーザ アカウントの名前を入力します。

ステップ 4 CDSM で、パスワードと特権レベルを設定したローカル ユーザ アカウントを作成する場合には、

Create CLI User チェック ボックスをオンにします。ユーザ アカウントが CLI に自動的に作成され

ます。GUI から CLI ユーザ アカウントを作成しない場合には、このチェック ボックスをチェック

しません。

ステップ 5 Password フィールドに、CLI ユーザ アカウントのパスワードを入力し、Confirm Password フィー

ルドに同じパスワードを再入力します。

ステップ 6 Privilege Level ドロップダウン リストから、CLI ユーザ アカウントの特権レベルを選択します。選

択肢は、0（標準ユーザ）または 15 （スーパーユーザ）です。デフォルト値は、0 です。

（注） スーパーユーザは、特権 EXEC レベル コマンドを使用できますが、標準ユーザが使用でき

るのは、ユーザ レベル EXEC コマンドだけです。

ステップ 7 Username Information 領域で、ユーザに関する次の情報を入力します：ファースト ネーム（名）、ラ

スト ネーム（姓）、電話番号、E メール アドレス、職名、部門。

ステップ 8 Comments フィールドに、このアカウントの追加情報を入力します。

ステップ 9 Submit をクリックして設定を保存します。

ステップ 10 左パネルのメニューで、Role Management をクリックします。Role Management Table ページが表示

されます。

ロールを追加する手順は、「ロールの作成、編集、および削除」（p.6-4）を参照してください。

ロールの設定を表示するには、ロールの横にある View （メガネ）アイコンをクリックします。

ステップ 11 ユーザ アカウントに割り当てるロールについて、各ロール名の横にある Assign アイコンをクリッ

クします。

ユーザ アカウントからロールを削除するには、Assign アイコンを再びクリックします。

すべてのロールを割り当てるには、タスク バーの Assign All アイコンをクリックします。すべての

ロールの割り当てを解除するには、タスク バーの Remove All アイコンをクリックします。



第 6 章      システムの設定

AAA の設定

6-4
Cisco Internet Streamer CDS 2.0-2.2 Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13493-03-J

ステップ 12 Submit をクリックして設定を保存します。

ステップ 13 左パネルのメニューで、Domain Management をクリックします。Domain Management Table ページ

が表示されます。

ドメインを追加する手順は、「ドメインの作成、編集、および削除」（p.6-5）を参照してください。

ドメインの設定を表示するには、ドメインの横にある View （メガネ）アイコンをクリックします。

ステップ 14 ユーザ アカウントに割り当てるドメインについて、各ドメイン名の横にある Assign アイコンをク

リックします。

ユーザ アカウントからドメインを削除するには、Assign アイコンを再びクリックします。

すべてのドメインを割り当てるには、タスク バーの Assign All アイコンをクリックします。すべて

のドメインの割り当てを解除するには、タスク バーの Remove All アイコンをクリックします。

ステップ 15 Submit をクリックして設定を保存します。

ユーザを削除するには、User Table ページで、ユーザ名の横にある Edit アイコンをクリックし、User

Account ページのタスク バーで Trash アイコンをクリックします。

（注） CLI でユーザ アカウントを削除しても、CDSM データベースの対応するアカウントは削除されませ

ん。CDSM で作成したユーザ アカウントは、常に CDSM から削除する必要があります。

ロールの作成、編集、および削除

CDSM には多数のタイプのサービスが提供されていますが、すべてのユーザがすべてのサービスに

アクセスできるわけではありません。ユーザには、アクセスできるサービスを示すロールが割り当

てられます。ロールは、イネーブルにしたサービスのセットです。

各ユーザ アカウントに、ゼロ以上のロールを割り当てることができます。ロールは継承されたり、

組み込まれることはありません。CDSM には、admin ロール と呼ばれる 1 つの定義済みロールがあ

ります。admin ロールでは、すべてのサービスおよびすべての CDS ネットワーク エンティティに

アクセスできます。

（注） 管理者ユーザのアカウントがデフォルトです。このアカウントには、すべてのドメインおよびシス

テム内のすべてのエンティティへのアクセスが許可された管理者ロールが割り当てられています。

このユーザ アカウントのロールは変更できません。

ロールを作成または編集する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > AAA > Roles を選択します。Roles Table ページが表示されます。

ステップ 2 タスクバーで Create New アイコンをクリックします。Role ページが表示されます。

既存のロールを編集するには、ロール名の横にある Edit アイコンをクリックします。
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ステップ 3 Name フィールドに、ロールの名前を入力します。

ステップ 4 カテゴリの下にあるサービスのリストを拡張するには、フォルダをクリックし、ロールでイネーブ

ルにする各サービスの横にあるチェック ボックスをチェックします。1 つのカテゴリの下にあるす

べてのサービスを同時に選択するには、トップレベル フォルダのチェック ボックスをチェックし

ます。

ステップ 5 Comments フィールドに、ロールのコメントを入力します。

ステップ 6 Submit をクリックして設定を保存します。

ロールを削除するには、Roles Table ページで、ロール名の横にある Edit アイコンをクリックしま

す。Role ページが表示されたら、タスク バーの Trash アイコンをクリックします。

ドメインの作成、編集、および削除

ドメインは、CDS ネットワークを構成している CDS ネットワーク エンティティまたはオブジェク

トのセットです。ロールでは、ユーザが実行できる CDS ネットワーク内のサービスを定義します

が、ドメインでは、ユーザがアクセスできるエンティティを定義します。エンティティは、Service

Engine、デバイス グループまたは配信サービスです。これらの定義済みエンティティは、サービス

と同様に処理され、ユーザ ロールの設定時にイネーブルまたはディセーブルに設定できます。 

ドメインの設定時に、Service Engine、デバイス グループ、または配信サービスをドメインに含める

かどうかを選択できます。

ドメインを作成または編集する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > AAA > Domains を選択します。Domains Table ページが表示されます。

ステップ 2 タスクバーで Create New アイコンをクリックします。Domain ページが表示されます。

既存のドメインを編集するには、ドメイン名の横にある Edit アイコンをクリックします。

ステップ 3 Name フィールドに、ドメインの名前を入力します。

ステップ 4 Entity Type ドロップダウン リストから、Service Engine、デバイス グループ、またはデリバリ サー

ビスを選択します。

ステップ 5 Comments フィールドに、ドメインのコメントを入力します。

ステップ 6 Submit をクリックして設定を保存します。選択したエンティティ タイプがドメインに割り当てら

れていない場合には、エンティティ タイプが割り当てられていないことを示すメッセージが表示さ

れます。

ステップ 7 左パネルのメニューで、Entity Management をクリックします。Entity Management ページが表示さ

れます。
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ステップ 8 割り当てるエンティティについて、各エンティティ名の横にある Assign アイコン（ブルーのクロス

マーク）をクリックします。ブルーのクロスの周囲にグリーンの矢印があるマークは、エンティ

ティが割り当てられることを意味しています。

ドメインからエンティティを削除するには、Assign アイコンを再びクリックします。

ドメインからすべてのエンティティを削除するには、タスク バーの  Remove All アイコンをクリッ

クします。ドメインにすべてのエンティティを割り当てるには、タスク バーの Assign All アイコン

をクリックします。

ステップ 9 Submit をクリックして設定を保存します。

ドメインを削除するには、Domain Table ページで、ドメイン名の横にある Edit アイコンをクリック

します。Domaine ページが表示されたら、タスク バーの Trash アイコンをクリックします。
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パスワードの変更
ユーザに admin 権限がなくても、次の条件を満たしていれば、CDSM にログインして、ユーザ自身

の CDSM および CLI のパスワードを変更できます。

• CLI ユーザ アカウントおよびパスワードが、CLI ではなく CDSM で作成されている。

• Password ページへのアクセスが許可されている。

注意 CLI から CLI ユーザ パスワードを変更することは推奨しません。CLI で CLI ユーザ パスワードを

変更しても、管理データベースは更新されず、スタンバイ CDSM にも伝播されません。したがっ

て、管理データベースのパスワードが、CLI で設定した新しいパスワードと一致しなくなります。

最初に CDSM でパスワードを設定すると、プライマリとスタンバイの両方の CDSM が同期され、

CDSM ユーザは CLI にアクセスしなくてもパスワードを変更できるという利点があります。

現在 CDSM にログインしているユーザ アカウントの CDSM および CLI のユーザ パスワードを変更

する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > Password を選択します。Password ページが表示されます。

ステップ 2 New Password フィールドに、新しいパスワードを入力します。

ステップ 3 確認のために、Confirm New Password フィールドに新しいパスワードを再入力します。

ステップ 4 Submit をクリックして設定を保存します。
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システムの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• システム プロパティ（p.6-8）

• オフライン SE 高速検出の設定（p.6-9）

• 分散型 QoS の設定（p.6-10）

• サービス ルーティングの設定（p.6-11）

システム プロパティ

システム プロパティを変更する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > Configuration > System Properties を選択します。System Properties ページが表示されます。

ステップ 2 変更するシステム プロパティの横の Edit アイコンをクリックします。Modify Config Property ペー

ジが表示されます。

ステップ 3 値が true または false の場合、Value ドロップダウン リストから設定を選択します。その他の値の

場合には、新しい値を入力します。数値の値の範囲が表示されます。

表 6-1 に、システム プロパティの説明を示します。

表 6-1 システム プロパティのフィールド

フィールド 説明

cdsm.session.timeout Content Distribution Manager（CDM）セッションの長さ（分単位）

DeviceGroup.overlap SE 機能のオーバーラップ（イネーブルまたはディセーブル）

System.CmsUnsProgram

Sync.Interval
CMS がプログラムのインポート UNS オブジェクトを同期するイン

ターバル（分単位）。デフォルト値は、1440 分です。

System.datafeed.pollRate SE または SR と CDSM 間のポーリング レート（秒単位）

System.device.recovery.key デバイス ID リカバリ キー。このプロパティにより、CDS ネット

ワーク内のデバイスを別のノードに置換できます。

System.healthmonitor.collect

Rate
CMS デバイスのヘルス（またはステータス）モニタの収集 / 送信

レート（秒数）。このレートを 0 に設定すると、ヘルス モニタは

ディセーブルになります。

System.Icm.enable ローカルおよび CDSM 機能（イネーブルまたはディセーブル）。こ

のプロパティにより、ローカル デバイスの CLI または CDSM で設

定した内容を、CDS ネットワーク コンフィギュレーション データ

の一部として保管できます。

System.monitoring.collect

Rate
SE から CDSM へのモニタリング レポートの収集 / 送信レート（秒

単位）。デフォルトは、300 秒です。

System.monitoring.daily

ConsolidationHour
CDSM が、毎時間および毎日のモニタリング レコードを統合する

時刻

System.monitoring.enable SE 統計情報のモニタリング（イネーブルまたはディセーブル）

System.monitoring.monthly

ConsolidationFrequency
CDSM が毎日のモニタリング レコードを毎月のレコードに統合す

る頻度（日数単位）

System.monitoring.record

LimitDays
モニタリング データをシステムに保持しておく最大日数
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ステップ 4 Submit をクリックして設定を保存します。

オフライン SE 高速検出の設定

オフライン SE 高速検出機能をイネーブルにすると、オフライン SE をより迅速に検出できます。

オフライン SE 高速検出がディセーブルの場合、CDSM は、少なくとも 2 回の「getUpdate 要求」ポー

リング間隔が経過するまで待機してから、SE のオフラインを宣言します。

オフライン SE 高速検出をイネーブルにすると、CDSM が待機する時間は、Configure Fast SE Offline

Detection ページ上の Maximum Offline Detection Time フィールドの設定値が経過するまでです。

User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル） を使用した SE と CDSM 間の通信

では、オフラインになった SE をより速く検出できます。CDS ネットワークの各 SE と プライマリ

CDSM の間では、UDP ハートビート パケットが指定したインターバルで送信されます。プライマ

リ CDSM は、各 SE から UDP ハートビート パケットを受信した最終時刻を追跡します。CDSM は、

指定数の UDP パケットを受信していない場合、応答のない SE のステータスをオフラインとして表

示します。UDP ハートビートは getUpdate 要求よりも処理が少なく、より頻繁に送信できるので、

CDSM で オフライン SE をより速く検出できます。

SE は、少なくとも 2 回のポーリンク間隔内に、CDSM に getUPdate 要求（設定ポールの取得）を送

信できなかった場合、オフラインとして宣言されます。

（注） トラフィックが過剰な CDS ネットワークでは、UDP パケットのドロップによって、CDSM により

SE のオフライン ステータスが誤って報告されることがあります。この問題を避けるには、ドロッ

プ した UDP ハートビート パケットを、より高い値に設定します。

オフライン SE 高速検出を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > Configuration > Fast SE Offline Detection を選択します。Configure Fast SE Offline Detection

ページが表示されます。

（注） オフライン SE 高速検出機能は、CDSM が SE から最初の UDP ハートビート パケットおよ

び getUpdate 要求を受信すると有効になります。

System.repstatus.update

Enabled
SE 上での複製ステータスの定期計算（イネーブルまたはディセー

ブル）

System.repstatus.updateRate SE 上で計算される複製ステータスの定期更新レート（分単位）

System.repstatus.updateRate

Sec
SE 上で計算される複製ステータスの定期更新レート（秒単位）。デ

フォルトは、600 秒です。このレートを設定すると、分単位の更新

レートは上書きされます。

System.repstatus.updateSync

Enabled
複製ステータスのサマリーおよび要求された詳細ステータスの送

信（イネーブルまたはディセーブル）

表 6-1 システム プロパティのフィールド（続き）

フィールド 説明
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ステップ 2 Enable チェック ボックスをチェックして、CDSM の SE のオフライン ステータスの検出機能を迅

速にイネーブルにします。

（注） SE のソフトウェアをアップグレードする場合には、オフライン SE 高速検出をディセーブ

ルにしておくと、CDSM にエラー ステータスが表示されません。

ステップ 3 Heartbeat Rate フィールドに、SE から CDSM への UDP ハートビート パケットの送信頻度を秒単位

で指定します。

ステップ 4 Heartbeat Fail Count フィールドに、SE のオフラインを宣言する前に、SE から CDSM への転送中

にドロップする可能性のある UDP ハートビート パケット数を指定します。

ステップ 5 Heartbeat UDP Port フィールドに、SE が UDP ハートビート パケットの送信に使用する CDSM の

ポート番号を指定します。

Maximum Offline Detection Time フィールドに、失敗したハートビート数とハートビート レートの

積が表示されます。

最大オフライン検出時間 ＝ 失敗したハートビート数 × ハートビート レート

オフライン SE 高速検出がイネーブルでも、CDSM が UDP をサポートしていないネットワーク セ

グメント上で SE を検出した場合には、オフライン SE の検出に getUpdate 要求（設定ポールの取得）

が使用されます。

CDSM が SE から標準キープアライブ通信を受信しない場合、CDSM は、2 ×（ハートビート レー

ト）×（失敗したハートビート数）の時間の経過後に、SE をオフラインとして表示します。

ステップ 6 Submit をクリックして設定を保存します。

分散型 QoS の設定

分散型 QoS の設定により、デリバリ サービスの配信およびメタデータの複製に、システム全体の

QoS のプライオリティを設定できます。デリバリ サービスの配信プライオリティ（低、中、高）は、

各デリバリ サ－ビスの定義ページで設定します。

（注） 単一 URL が複数のデリバリ サービスに関連付けられている場合、コンテンツは、各デリバリ サー

ビスに加入しているすべての Service Engine に対して 1 回だけ配信されます。同じコンテンツが含

まれている複数のデリバリ サービスに、それぞれ異なる QoS が設定されている場合には、デリバ

リ サービスのプライオリティ設定により、コンテンツ配信に適用される QoS 設定が判別されます。

プライオリティの高いデリバリ サービスにより、使用する QoS 設定が決定されます。

システム全体の QoS を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > Configuration > Distribution QoS を選択します。Distribution QoS ページが表示されます。
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ステップ 2 ユニキャスト データでシステム全体の QoS 設定をイネーブルにするには、Set QoS for Unicast Data

チェック ボックスをチェックします。

ステップ 3 QoS 値のドロップダウン リストから Differentiated Service Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイン

ト）の値を選択するか、対応するフィールドに 10 進値を入力して、各プライオリティの QoS 値を

設定します。

ステップ 4 メタデータ複製の QoS 設定をイネーブルにするには、Set QoS Value for Metadata Replication チェッ

ク ボックスをチェックします。

ステップ 5 QoS 値のドロップダウン リストから DSCP 値を選択するか、対応するフィールドに 10 進値を入力

して、QoS value for metadata replication を設定します。

ステップ 6 Submit をクリックして設定を保存します。

サービス ルーティングの設定

サービス ルーティング メニューには、次のオプションがあります。

• カバレッジ ゾーン ファイルの登録

• グローバル ルーティングの設定

カバレッジ ゾーン ファイルの登録

1 つまたは複数の SE にカバレッジ ゾーンを関連付けることができます。各 SE に独自の固有カバ

レッジ ゾーンを設定できます。または、複数の SE を複数のカバレッジ ゾーンに関連付けて、カバ

レッジ ゾーンをオーバーラップさせることもできます。カバレッジ ゾーンの詳細については、「カ

バレッジ ゾーン ファイル」（p.1-23）を参照してください。

カバレッジ ゾーン ファイルの作成の詳細については、付録 C「カバレッジ ゾーン ファイルの作成」

を参照してください。

システム管理者は、CDSM または 各デバイスが URL にアクセスできる場所に、カバレッジ ゾーン

ファイルを置きます。  さらに、カバレッジ ゾーン ファイルの URL を CDSM に登録します。カバ

レッジ ゾーン ファイルは、CDS ネットワーク全体にグローバルに適用するか、または特定の SR に

ローカルに適用できます。カバレッジ ゾーン ファイルをグローバルにすると、カバレッジ ゾーン

ファイルが割り当てられていない各 SR は、このファイルを読み込んで解析します。個々の SR 設

定で指定したカバレッジ ゾーンは、その特定の SR だけに適用されます。

2 タイプのカバレッジ ゾーンを選択して、使用できます。

• デフォルト カバレッジ ゾーン

• ユーザ定義カバレッジ ゾーン

デフォルト カバレッジ ゾーンには、同じローカル ネットワーク セグメントまたはサブネット上に

常駐しているすべての SE が含まれます。CDSM に、デフォルト カバレッジ ゾーンを使用するかど

うかを指定するチェック ボックスがあります。

ユーザ定義カバレッジ ゾーンには、カバレッジ ゾーン ファイルに指定されているすべての SE が

含まれます。このファイルにより、ルーティング プロセスでカバーするネットワーク セグメント

が定義されます。カバレッジ ゾーン ファイルは、CDSM に登録され、SR のルーティング定義とし

て適用されます。
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カスタム カバレッジ ゾーンを SR に適用するには、最初に CDSM にカバレッジ ゾーン ファイルの

URL を登録する必要があります。CDSM にカバレッジ ゾーン ファイルの URL を登録したあと、カ

バレッジ ゾーン ファイルを次のどちらかの方法で適用できます。

• グローバル ― CDS ネットワーク全体にカバレッジ ゾーン ファイルを配置します。

• ローカル ― 特定の SR 上にカバレッジ ゾーン ファイルを配置します。

（注） カバレッジ ゾーン ファイルをデバイスにローカルに適用すると、そのデバイスのグローバル カバ

レッジ ゾーン ファイルは上書きされます。

カバレッジ ゾーン ファイルを登録する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > Configuration > Service Routing > Coverage Zone File Registration を選択します。Coverage

Zone File Table ページが表示されます。

ステップ 2 タスクバーで Create New アイコンをクリックします。Registering Coverage Zone File ページが表示

されます。

ステップ 3 File Import Method ドロップダウン リストから、ファイルのインポート方式を選択します。

• Upload ― ブラウザ機能で PC からアクセスできる任意の場所から、カバレッジ ゾーン ファイ

ルをアップロードできます。

• Import ― 外部 Hyper Text Transfer Protocol（HTTP）、Hyper Text Transfer Protocol Security
（HTTPS）、File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プロトコル）、または Common Internet File
System（CIFS） サーバから、カバレッジ ゾーン ファイルをインポートできます。

方式を選択すると、ページがリフレッシュされ、選択した方式に関連する設定フィールドが表示さ

れます。

ステップ 4 必要に応じて、フィールドに情報を入力します。表 6-2 に、アップロード方式のフィールドを示し

ます。表 6-3 に、インポート方式のフィールドを示します。

表 6-2 カバレッジ ゾーン ファイルのアップロード方式

プロパティ 説明

Coverage Zone File Upload カバレッジ ゾーン ファイルのローカル ディレクトリ パス。ファイ

ルを検索するには、Browse ボタンを使用します。

Destination Filename カバレッジ ゾーン ファイルの名前このフィールドには、ローカル

ディレクトリ パスのファイル名が自動的に入力されます。

表 6-3 カバレッジ ゾーン ファイルのインポート方式

プロパティ 説明

Coverage Zone File URL カバレッジ ゾーン ファイルが存在する場所の、パス名とファイル

名を含む URL

Destination File Name カバレッジ ゾーン ファイルの名前

Update Interval ( 分 ) CDSM が、カバレッジ ゾーン ファイルの変更をチェックする頻度。

デフォルト値は、10 分です。
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ステップ 5 Submit をクリックして、設定を保存します。

グローバル ルーティングの設定

カバレッジ ゾーン ファイルを登録したあと、このファイルをグローバル ルーティング設定として

使用できます。

グローバル カバレッジ ゾーン ファイルを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 System > Configuration > Service Routing > Global Routing Config を選択します。Set Global Coverage

Zone File ページが表示されます。

ステップ 2 Coverage Zone File ドロップダウン リストから、カバレッジ ゾーン ファイルを選択します。

ステップ 3 Keep Alive Port フィールドに、CDS ネットワークがルーティング要求を待ち受けるポート番号を入

力します。

ステップ 4 DNS TTL フィールドに、DNS 応答をキャッシュしておく時間（秒数）を設定します。0 ～ 2147483647

の数字を入力できます。デフォルト値は、60 秒です。

ステップ 5 Submit をクリックして、設定を保存します。

ローカル カバレッジ ゾーン設定で、個々の SR にカバレッジ ゾーン ファイルを適用する方法につ

いては、「サービス ルータの設定」（p.4-96）を参照してください。

Username カバレッジ ゾーン ファイルを取得するときに認証されるユーザ名

Password カバレッジ ゾーン ファイルを取得するユーザのパスワード

NTLM user Domain NTLM 認証用の NT LAN Manager（NTLM）ユーザのドメイン名

Disable Basic Authentication チェックすると、NTLM ヘッダーを削除できず、基本認証方式への

フォールバックが許可されません。

このチェック ボックスをチェックしない場合、NTML 認証ヘッ

ダーを削除して基本認証方式にフォールバックし、基本認証ヘッ

ダーと共に、ユーザ名とパスワード情報をクリア テキストで送信

元サーバに渡すことができます。

表 6-3 カバレッジ ゾーン ファイルのインポート方式（続き）

プロパティ 説明



第 6 章      システムの設定

システムの設定

6-14
Cisco Internet Streamer CDS 2.0-2.2 Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13493-03-J


	システムの設定
	AAA の設定
	ユーザの作成、編集、および削除
	ロールの作成、編集、および削除
	ドメインの作成、編集、および削除

	パスワードの変更
	システムの設定
	システム プロパティ
	オフライン SE 高速検出の設定
	分散型 QoS の設定
	サービス ルーティングの設定
	カバレッジ ゾーン ファイルの登録
	グローバル ルーティングの設定



