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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, xi ページ
• 表記法, xi ページ
• Cisco UCS の関連資料, xiii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xiii ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主な対象にしてい
ます。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

用途

bold フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキス
トは、bold フォントで示しています。

italic フォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指
定するための引数は、italic フォントで示しています。
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はじめに
表記法

表記法

用途

courier フォント

システムが表示するターミナル セッションおよび情報
は、courier フォントで示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワー
ドは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符
を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含
めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲
んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角
カッコで囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）があ
る場合には、コメント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。 ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。
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はじめに
Cisco UCS の関連資料

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器
に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。
これらの注意事項を保存しておいてください。

Cisco UCS の関連資料
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
すべての C シリーズ ドキュメントの一覧については、次の URL で入手できる『Cisco UCS C-Series
Servers Documentation Roadmap』を参照してください。http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc。
その他のドキュメント リソース
B シリーズと C シリーズのすべてのドキュメントが格納された ISO ファイルは、次の URL から入
手できます。http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821。 この
ページで、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
ISO ファイルは、各メジャー ドキュメント リリース後にアップデートされます。
ドキュメントのアップデート通知を受け取るには、Twitter で Cisco UCS Docs をフォローしてくだ
さい。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。 ご協力を
よろしくお願いいたします。
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概要
• Cisco UCS Central の概要, 3 ページ
• Cisco UCS Central CLI の概要, 11 ページ

第

1

章

Cisco UCS Central の概要
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS Central について, 3 ページ
• Service Registry, 5 ページ
• Identifier Manager, 5 ページ
• Resource Manager, 5 ページ
• Management Controller, 6 ページ
• Policy Manager, 6 ページ
• ポリシー解決, 6 ページ
• ドメイン グループ, 6 ページ
• Global Concurrency Control, 7 ページ
• ポリシー, 8 ページ
• プール, 10 ページ

Cisco UCS Central について
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）は、データセンター向けの次世代プラットフォーム
およびソリューションです。 Cisco UCS Manager は、単一で論理的な、可用性の高い、エンドツー
エンドの管理サービスとして、Cisco UCS ドメインのビューを提供する組み込み型のデバイス管
理ソフトウェアです。 数百もの Cisco UCS ドメインが展開されている大規模なデータセンター
は、それらの Cisco UCS ドメインのデバイス管理を統合する必要があります。
Cisco UCS Central は、すべての Cisco UCS ドメインにわたる共通の管理ソリューションを提供し
ます。 Cisco UCS Central は、中央集中型リソース インベントリおよびポリシーのリポジトリを提
供します。 Cisco UCS Central は、設定の簡略化、ポリシーの均一性の維持、グローバル ID の競
合の解決、および Cisco UCS ドメインの効果的で一貫性のある管理を行います。
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Cisco UCS Central について

Cisco UCS Central は、複数の Cisco UCS Manager セッションを介してデータセンター全体のグロー
バル ビューを提供します。 Cisco UCS Central は、個々のデータ データセンターまたは複数のデー
タセンターの Cisco UCS 操作を管理できます。 Cisco UCS Central は、ファームウェア管理、カタ
ログ管理、設定のバックアップ操作と復元操作、モニタログ、コアファイル、および障害のため
の操作管理を容易にします。
Cisco UCS Central は、現在 Cisco UCS Manager によってサポートされている機能を超える集約され
た管理機能用に設計されています。 Cisco UCS Central には、次の機能があります。
• 次のようなシンプルで一貫した Cisco UCS 展開を提供します。
• Cisco UCS の初期設定
• ポリシーおよびサービス テンプレートの定義
• 次のような名前空間の一意性を確認します。
• MAC、WWN、UUID
• 複数の Cisco UCS の検索
• 次のようなインベントリ管理を提供します。
• データセンター内の Cisco UCSCisco UCS ドメインにわたる物理的要素および論理的要
素の中央集中型ビュー
• 個々の物理的要素および論理的要素の状態
• 次のような定期的な操作タスクを簡素化します。
• ファームウェアの更新
• 設定のバックアップと復元
• 次の中央集中型診断を提供します。
• 障害の集約
• 相関と影響
• 根本原因の分析
Cisco UCS Central は、外部サーバに存在する単一の仮想マシン（VM）として展開されます。 Cisco
UCS Central には、次のサービスがあります。
• Service Registry
• Policy Manager
• Operations Manager
• Resource Manager
• Identifier Manager

Cisco UCS Central CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
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• Management Controller

Service Registry
Service Registry は、Identifier Manager または Operation Manager、および登録済み Cisco UCS ドメイ
ンなどのサービス プロバイダーからの情報を格納する中央集中型登録リポジトリを提供します。
Cisco UCS ドメインの登録後、Service Registry によってそのドメインの情報がその他のサービス
プロバイダーおよび登録済みの Cisco UCS ドメインに配布されます。 この情報が配布されると、
サービス間の通信が開始されます。
また、Service Registry には、ドメイン グループ構造の変更を配信する役割もあります。

Identifier Manager
Identifier Manager は、Cisco UCS ドメイン全体の UUID、MAC アドレス、WWN、IP アドレス、
IQN アドレスを自動的および中央集中的に管理します。 Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central の両方で、ID のプールを次のように作成できます。
• ローカル プールは Cisco UCS Manager で定義され、その Cisco UCS ドメインでのみ使用でき
ます。 これらのプールは、ドメイン プールと呼ばれることがあります。
• グローバル プールは Cisco UCS Central で定義され、Cisco UCS Central に登録された Cisco
UCS ドメイン間で共有できます。
Identifier Manager はプールの定義を追跡し、プールを管理して競合を避けることができます。 ド
メイン プール ID が Cisco UCS Central に登録されている Cisco UCS ドメインから割り当てられて
いる場合は、Cisco UCS Manager が Identifier Manager への割り当てをレポートします。 ドメイン
プールが存在しないか、またはドメイン プールに空きがない場合、Cisco UCS Manager は、Cisco
UCS Central グローバル プールに ID を要求します。
プール割り当ての競合は、障害としてレポートされます。 重複しているプールに属する未割り当
ての ID は、警告としてレポートされます。

Resource Manager
Resource Manager は、Cisco UCS Central に登録されたすべての Cisco UCS ドメインにわたる物理的
リソースおよび論理的リソースの集中型および統合化されたビューを提供します。
Cisco UCS Central に Cisco UCS ドメインを登録すると、Resource Manager は、そのドメイン内の
ファブリック インターコネクト、シャーシ、FEX、ブレード サーバ、統合ラック サーバ、および
サービス プロファイルとテンプレートに関する基本的なインベントリ情報を要約して表示しま
す。 Resource Manager は、Cisco UCS ドメイン内の使用可能なメモリ、CPU、可用性ステータス、
およびリソースのヘルス ステータスのクイック ビューを提供します。 このインベントリは、デー
タセンターの要件に応じて Cisco UCS ドメインをプロビジョニングするために使用できます。
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Resource Manager を使用すると、Cisco UCS Central に登録されたすべての Cisco UCS ドメインの
Cisco UCS Manager GUI および KVM コンソールを相互起動し、Cisco UCS ドメイン 内のサーバに
アクセスできます。
Resource Manager は、登録済み Cisco UCS ドメインからの障害を要約されたビューで提供します。
重大度または障害のタイプによって障害情報を表示できます。 また、1 つの場所に追加のデータ
センターの障害情報を表示するか、または Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Manager GUI を相互
起動して特定の障害の詳細なコンテキスト ビューを表示こともできます。

Management Controller
Management Controller は、Cisco UCS Central の仮想マシン（VM）コントローラです。 設定操作
は、Management Controller によって実行されます。 Cisco UCS Central は、operation-mgr ルート グ
ループから解決されたポリシーからの動作を継承します。 これらのポリシーには、AAA、HTTP、
HTTPS、Telnet、SSH、セッション制限、日付、時刻、DNS、NTP 設定が含まれます。 コアは、
バックアップ、エクスポート、およびインポートなど、Operations Manager によってトリガーされ
る操作を伝送するためにも使用されます。
Management Controller は、Cisco UCS Central のテクニカル サポート情報も収集します。 このデー
タは、インストールされたすべてのコンポーネント、または選択したコンポーネントだけから収
集できます。

Policy Manager
Policy Manager は、すべてのポリシー、プール、およびテンプレートの設定に使用できる拡張 Web
サーバです。これらのオブジェクトを含む組織構造は、ポリシーサーバによって所有および管理
されます。 また、ID プール、テンプレート、およびドメイン グループは Policy Manager で定義さ
れ、適切なサービスに選択的に配布されます。 たとえば、ID プールは Identifier Manager に配布さ
れ、ドメイン グループは Resource Manager に配布されます。

ポリシー解決
ポリシー解決は、ポリシー サーバとして機能する Policy Manager のポリシー設定の変更を解決し
ます。 ポリシーが変更されると、Cisco UCS Central が変更されたポリシーを使用する登録済み
Cisco UCS ドメインに即座に通知します。

ドメイン グループ
Cisco UCS Central は、複数の Cisco UCS ドメインを管理するための Cisco UCS ドメイン グループ
の階層を作成します。 Cisco UCS Central には、次のドメイン グループのカテゴリがあります。
• ドメイン グループ：複数の Cisco UCS ドメインを含むグループ。 管理を容易にするため、1
つのドメインの下に同様の Cisco UCS ドメインをグループ化できます。
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• グループ化されていないドメイン：新しい Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録さ
れると、グループ化されていないドメインに追加されます。 グループ化されていないドメイ
ンを任意のドメイン グループに割り当てることができます。
ドメイン グループ ポリシーを作成した場合で、新しい登録済み Cisco UCS ドメインがポリシーで
定義された条件を満たしている場合、そのドメインはポリシーで指定されたドメイン グループの
下に自動的に配置されます。それ以外の場合は、グループ化されていないドメインカテゴリに配
置されます。このグループ化されていないドメインを、任意のドメイングループに割り当てるこ
とができます。
各 Cisco UCS ドメインは、1 つのドメイン グループにのみ割り当てることができます。 Cisco UCS
ドメインのメンバーシップは、任意の時点で割り当てまたは再割り当てすることができます。
Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てると、Cisco UCS ドメインは、ドメイン グルー
プに対して指定されたすべての管理ポリシーを継承します。

注意

Cisco UCS ドメインをドメイン グループに追加する前に、Cisco UCS ドメイン内でポリシー解
決制御をローカルに変更してください。 これにより、その Cisco UCS ドメインに固有のサー
ビス プロファイルおよびメンテナンス ポリシーが誤って上書きされるのを防止します。 Cisco
UCS ドメインの自動検出をイネーブルにしている場合でも、ローカル ポリシー解決をイネー
ブルにすると、ポリシーが誤って上書きされることから Cisco UCS ドメインを保護します。
登録を確認した後、同じ動作ポリシーによってドメイングループ内のすべてのメンバードメイン
を管理する場合は、ポリシー解決を Cisco UCS Manager GUI でグローバルに変更できます。
ドメイン ルート グループで設定されたポリシーは、ルート下のすべてのドメイン グループに適
用されます。 ルート グループ下の各ドメイン グループでは、グループに固有のポリシーを設定
できます。 ドメイン グループ ポリシーは、メンバーの Cisco UCS ドメインで階層的に解決され
ます。
ドメイン グループ管理
次の特権を持つユーザは、Cisco UCS Central でドメイン グループを作成および管理できます。
• admin 権限：新しいドメイン グループを作成し、グループ化されていない Cisco UCS ドメイ
ンをドメイン グループに割り当てます。
• ドメイン グループ管理特権：ドメイン グループを作成および管理します。 ただし、グルー
プ化されていない Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てることはできません。

Global Concurrency Control
Global Concurrency Control では、Cisco UCS Manager または Cisco UCS Central での同時操作の数を
制御できます。 スケジューラを関連付けて、並列タスクを制御できるオブジェクトの操作をトリ
ガーできます。 必要に応じて、保留中のタスクの再開を手動で制御するようにスケジューラを設
定できます。 また、ユーザが確認済みのスケジュールに対する同時制限を無視または受け入れる
ように選択できます。
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ポリシー
Cisco UCS Central は、登録済み Cisco UCS ドメインのグローバル ポリシー サーバとして動作しま
す。 グローバル Cisco UCS Central ポリシーをリモート Cisco UCS ドメインに設定するには、ドメ
インを登録し、登録済みドメインをドメイン グループに割り当てる必要があります。 登録済み
Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Manager で解決される次のグローバル ポリシーを、Cisco UCS
Central に定義できます。
• ファームウェア イメージの管理：Cisco UCS は、シスコから取得し、シスコによって認定さ
れたファームウェアを使用して、Cisco UCS ドメイン内のエンドポイントをサポートします。
各エンドポイントは、ファームウェアが機能している必要がある Cisco UCS ドメインのコン
ポーネントです。 Cisco UCS ドメイン内のエンドポイントのアップグレード順序はアップグ
レード パスによって決まり、Cisco UCS Manager、I/O モジュール、ファブリック インターコ
ネクト、アダプタに物理的に配置されたエンドポイント、サーバに物理的に配置されたエン
ドポイントが含まれます。 シスコでは、Cisco UCS コンポーネントに対するすべてのファー
ムウェアのアップデートをイメージのバンドルで配布します。 Cisco UCS ファームウェアの
更新は、Cisco UCS ドメイン内のファブリック インターコネクトにダウンロードできます。
• ホスト ファームウェア パッケージ：このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ
（ホスト ファームウェア パック）を構成するファームウェア バージョンのセットを指定す
ることができます。 ホスト ファームウェア パックには、アダプタ、BIOS、ボード コント
ローラ、ファイバ チャネル アダプタ、HBA オプション ROM、およびストレージ コントロー
ラなど、サーバおよびアダプタ エンドポイントのファームウェアが含まれています。
• 機能カタログ：このポリシーは、調整可能なパラメータ、文字列、およびルールのセットで
す。 Cisco UCS Manager は、カタログを使用して、サーバ用に新しく認定された DIMM や
ディスク ドライブなど、表示およびコンポーネントの設定を更新します。
• 障害収集ポリシー：障害収集ポリシーは、障害がクリアされた日時、フラッピング間隔（障
害発生とクリア状態の間の時間）、および保持間隔（システムで障害が発生していた時間）
など、Cisco UCS ドメインの障害のライフサイクルを制御します。
• コア ファイル エクスポート ポリシー：コア ファイルが発生すると、Cisco UCS Manager は、
ただちに Core File Exporter を使用して、TFTP を介してネットワーク上の指定の場所にそれ
らのファイルをエクスポートします。 この機能を使用することにより、tar ファイルをコア
ファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。
• syslog ポリシー：syslog ポリシーは、コンソール、ファイル、モニタ、およびリモート宛先
属性を含む 4 つのポリシー属性の集合です。 syslog ポリシーには、属性の作成、イネーブル
化、ディセーブル化、および設定が含まれます。
• ロールベース アクセス コントロール（RBAC）およびリモート認証ポリシー：RBAC は、
ユーザのロールとロケールに基づいてユーザのシステム アクセスを制限または許可する方法
です。 ロールによってシステム内でのユーザの権限が定義され、ロケールによってユーザが
アクセス可能な組織（ドメイン）が定義されます。 権限がユーザに直接割り当てられること
はないため、個々のユーザ権限の管理では、適切なロールとロケールを割り当てることが主
な作業になります。
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• Call Home ポリシー：Call Home では、重要なシステム ポリシーに対して電子メールベースの
通知が提供されます。 ポケットベル サービスや XML ベースの自動化された解析アプリケー
ションとの互換性のために、さまざまなメッセージ フォーマットが用意されています。 こ
の機能を使用して、ネットワーク サポート エンジニアにポケットベルで連絡したり、ネッ
トワーク オペレーション センターに電子メールを送信したりできます。また、Cisco Smart
Call Home サービスを使用して TAC のケースを生成できます。
• 管理インターフェイス モニタリング ポリシー：このポリシーでは、ファブリック インター
コネクトの mgmt0 イーサネット インターフェイスをモニタする方法を定義します。 Cisco
UCS によって管理インターフェイスの障害が検出されると、障害レポートが生成されます。
障害レポートの数が設定された数に達した場合、システムは管理インターフェイスが使用不
能であると見なし、障害を生成します。
• タイム ゾーンおよび NTP ポリシー：Cisco UCS では、Cisco UCS Manager で正確な時間を表
示するために、ドメイン固有のタイムゾーン設定および NTP サーバが必要です。 これらの
両方を Cisco UCS ドメイン内に設定しなければ、時間は正確に表示されません。
• 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ポリシー：SNMP は、アプリケーション層プロ
トコルであり、SNMP マネージャと SNMP エージェントとの通信に使用されるメッセージ
フォーマットを提供します。 SNMP は、ネットワーク内のデバイスのモニタリングおよび管
理に使用する標準フレームワークと共通言語を提供します。
• 機器：Cisco UCS Central は、グローバルな電力割り当てポリシー（ポリシー ドリブン シャー
シ グループ キャップ方式または手動のブレード レベル キャップ方式に基づく）、電源ポリ
シー（グリッド、n+1、または非冗長方式に基づく）、および SEL ポリシーを定義するグロー
バルな機器ポリシーをサポートしています。 登録済み Cisco UCS ドメインでは、そのクライ
アントのポリシー解決コントロール内で電源管理と電源装置ユニットをグローバルに定義す
るようにしている場合、電源管理と電源装置ユニットについて Cisco UCS Central への登録に
従うことになります。
• Full State バックアップ ポリシー：Full State バックアップ ポリシーでは、システム全体のス
ナップショットの定期的な Full State バックアップをスケジュールすることができます。 Full
State バックアップを行う間隔は、日単位、週単位、または隔週単位で設定できます。
• All Configuration エクスポート ポリシー：All Configuration バックアップ ポリシーでは、定期
的なバックアップをスケジュールし、すべてのシステム設定と論理設定をエクスポートでき
ます。 このバックアップには、ローカル認証されたユーザのパスワードは含まれません。
All Configuration バックアップを行う間隔は、日単位、週単位、または隔週単位で設定できま
す。

グローバル ポリシー
Cisco UCS Central は、登録済み Cisco UCS ドメインのグローバル ポリシー サーバとして動作しま
す。 グローバル Cisco UCS Central ポリシーをリモート Cisco UCS ドメインに設定するには、ドメ
インを登録し、登録済みドメインをドメイン グループに割り当てる必要があります。
グローバル ポリシーを設定するには、Cisco UCS ドメインを登録する際にポリシーをグローバル
またはローカルとして指定し、また登録済みドメインを Cisco UCS Central ドメイン グループに割
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り当てる必要があります。 グローバル設定またはローカル設定を使用するオプションは、登録時
および登録後に変更できます。割り当てを行うと、そのドメイングループで定義されたグローバ
ルポリシーが、そのドメイングループに割り当てられている登録済みドメインに継承されます。
登録済み Cisco UCS ドメインでグローバルとして指定されたポリシーは、そのドメインによって
Cisco UCS Central から継承されます。 Cisco UCS ドメインでローカルとして指定されたポリシー
は、そのドメインのローカル ポリシー設定に基づきます。

プール
プールは、システムで使用できる ID のコレクション、物理リソース、または論理リソースです。
すべてのプールは、サービスプロファイルの柔軟性を高め、ユーザがシステムリソースを中央で
集中管理できるようにするものです。 Cisco UCS Central で定義されたプールは [Global Pools] と呼
ばれ、Cisco UCS ドメイン間で共有できます。 [Global Pools] は、Cisco UCS Central に登録された
Cisco UCS ドメイン全体で集中型 ID 管理を可能にします。 Cisco UCS Central から Cisco UCS Manager
に ID プールを割り当てることにより、ID がどこでどのようにして使用されるかを追跡し、競合
を防止し、また競合が発生した場合に通知を受けることができます。 Cisco UCS Manager でロー
カルに定義されたプールは、[Domain Pools] と呼ばれます。

（注）

異なるプールに同じ ID が存在できますが、割り当てることができるのは一度だけです。 同じ
プールの 2 つのブロックは、同じ ID を保有できません。
MAC アドレスなどの ID 情報をプールし、特定のアプリケーションをホストするサーバに範囲を
事前に割り当てることができます。 たとえば、MAC アドレス、UUID、および WWN の同じ範囲
内にある Cisco UCS ドメインにわたってすべてのデータベース サーバを設定できます。
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章

Cisco UCS Central CLI の概要
この章の内容は、次のとおりです。
• 管理対象オブジェクト, 11 ページ
• コマンド モード, 11 ページ
• オブジェクト コマンド, 12 ページ
• コマンドの実行, 13 ページ
• コマンド履歴, 13 ページ
• 保留コマンドのコミット、廃棄、および表示, 14 ページ
• CLI に関するオンラインヘルプ, 14 ページ
• Cisco UCS Central GUI へのログインとログアウト, 15 ページ
• ID ポリシーの設定, 15 ページ

管理対象オブジェクト
Cisco UCS は管理対象オブジェクト モデルを使用します。このモデルでは、管理対象オブジェク
トは管理可能な物理エンティティまたは論理エンティティを抽象的に表現したものです。 たとえ
ば、サーバ、シャーシ、I/O カード、およびプロセッサは、管理対象オブジェクトとして表現され
る物理エンティティです。また、リソース プール、ユーザ ロール、サービス プロファイル、お
よびポリシーは、管理対象オブジェクトとして表現される論理エンティティです。
管理対象オブジェクトには関連付けられている設定可能なプロパティが複数存在する場合があり
ます。

コマンド モード
CLI のコマンド モードは階層構造になっており、EXEC モードがこの階層の最高レベルとなりま
す。 高いレベルのモードは、低いレベルのモードに分岐します。 高いレベルのモードから 1 つ低
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いレベルのモードに移動するには、create、enter、および scope コマンドを使用します。また、
モード階層で 1 つ高いレベルに移動するには、exit コマンドを使用します。

（注）

コマンド モードの大半は管理対象オブジェクトに関連付けられているため、あるオブジェク
トと関連付けられているモードにアクセスできるようにするには、まず、そのオブジェクトを
作成する必要があります。 アクセスするモードに対する管理対象オブジェクトを作成するに
は、create および enter コマンドを使用します。 scope コマンドは管理対象オブジェクトを作
成するものではありません。すでに管理対象オブジェクトが存在するモードにアクセスするだ
けです。
各モードには、そのモードで入力できるコマンドのセットが含まれています。 各モードで使用で
きるほとんどのコマンドは、関連付けられた管理対象オブジェクトに関係しています。 割り当て
られたロールとロケールによっては、そのモードで使用できるコマンドのサブセットだけにしか
アクセスできないことがありますが、アクセスできないコマンドは非表示にされます。
各モードの CLI プロンプトには、モード階層における現在のモードまでのフルパスが表示されま
す。これにより、コマンドモード階層での現在位置がわかりやすくなります。また、階層内を移
動する必要がある場合には、非常に便利な機能です。

オブジェクト コマンド
オブジェクト管理用に 4 つの一般的なコマンドがあります。
• create object
• delete object
• enter object
• scope object
scope コマンドは、永続的オブジェクトでもユーザ インスタンス化オブジェクトでも、すべての
管理対象オブジェクトで使用できます。その他のコマンドを使用して、ユーザインスタンス化オ
ブジェクトを作成および管理できます。 すべての create object コマンドには、それぞれ対応する
delete object コマンドおよび enter object コマンドが存在します。
ユーザ インスタンス化オブジェクトの管理では、次の表に説明するように、これらのコマンドの
動作はオブジェクトが存在するかどうかによって異なります。
表 1：オブジェクトが存在しない場合のコマンドの動作

コマンド

動作

create object

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ
ンフィギュレーション モードが開始されます。

delete object

エラー メッセージが生成されます。
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コマンド

動作

enter object

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ
ンフィギュレーション モードが開始されます。

scope object

エラー メッセージが生成されます。

表 2：オブジェクトが存在する場合のコマンドの動作

コマンド

動作

create object

エラー メッセージが生成されます。

delete object

オブジェクトが削除されます。

enter object

該当する場合、オブジェクトのコンフィギュレー
ション モードが開始されます。

scope object

オブジェクトのコンフィギュレーション モード
が開始されます。

コマンドの実行
任意のモードで Tab キーを使用すると、コマンドを実行できます。 コマンド名の一部を入力して
Tab を押すと、コマンド全体が表示されるか、または別のキーワードを選択するか引数値を入力
する必要があるところまで表示されます。

コマンド履歴
CLI では、現在のセッションで使用したすべてのコマンドが保存されます。 上矢印キーまたは下
矢印キーを使用すると、これまでに使用したコマンドを 1 つずつ表示できます。 上矢印キーを押
すと履歴内の直前のコマンドが、下矢印キーを押すと履歴内の次のコマンドが表示されます。
履歴の末尾に到達した場合、下矢印キーを押しても何も起こりません。
履歴内のすべてのコマンドは、履歴を 1 つずつ表示し、目的のコマンドを再度呼び出し、Enter を
押すだけでもう一度実行することができます。 このコマンドは手動で入力したように表示されま
す。 また、コマンドを再度呼び出した後、Enter を押す前にコマンドを変更することもできます。
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保留コマンドのコミット、廃棄、および表示
CLI でコンフィギュレーション コマンドを入力する場合、commit-buffer コマンドを入力するま
で、そのコマンドは適用されません。コミットされるまで、コンフィギュレーションコマンドは
保留状態となり、discard-buffer コマンドを入力して廃棄できます。
複数のコマンド モードで保留中の変更を積み重ね、commit-buffer コマンド 1 つでまとめて適用
できます。 任意のコマンド モードで show configuration pending コマンドを入力して、保留中の
コマンドを表示できます。

（注）

複数のコマンドをまとめてコミットするのは、アトミック操作ではありません。 失敗したコ
マンドがあっても、成功したコマンドは適用されます。 失敗したコマンドはエラー メッセー
ジで報告されます。
コマンドが保留中の場合、コマンド プロンプトの前にアスタリスク（*）が表示されます。 アス
タリスクは、commit-buffer コマンドを入力すると消去されます。
次に、プロンプトがコマンド エントリのプロセス中に変わる例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create domain-group 12
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

CLI に関するオンラインヘルプ
疑問符（?）文字を入力すれば、いつでも コマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションが表
示されます。
プロンプトに何も入力されていない状態で ? を入力すると、 そのときのモードで使用できるコマ
ンドがすべて表示されます。 コマンドの一部が入力されているときに ? と入力すると、 コマンド
構文のそのときの位置で使用できるキーワードと引数がすべて表示されます。
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Cisco UCS Central GUI へのログインとログアウト
Cisco UCS Central CLI へのログイン
手順
ステップ 1

SSH または Telnet クライアントで、Cisco UCS Central に割り当てられた IP アドレスに接続しま
す。

ステップ 2

login as: プロンプトが表示されたら、Cisco UCS Central ユーザ名を入力し、Enter キーを押し
ます。

ステップ 3

Password: プロンプトでパスワードを入力し、Enter キーを押します。

Cisco UCS Central CLI からのログアウト
終了時に、Cisco UCS Central CLI はすべてのコミットされていないトランザクションをクリアし
ます。

手順
ステップ 1

プロンプトで exit と入力し、Enter キーを押します。

ステップ 2

ウィンドウが閉じるまで、プロンプトごとに exit と入力して Enter キーを押します。

ID ポリシーの設定
ID ポリシー
Cisco UCS Central は、[root] ドメイン グループの ID ポリシーをサポートしています。 ID ポリシー
は、UCS C がプール エンティティをプール エンティティが割り当てられた Cisco UCS ドメインに
よって解放されたプール エンティティを再割り当てするまでに、Cisco UCS Central が待機する秒
数。
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ID ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope identifier-policy

ID ポリシー モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/identifier-policy # set
soak-interval soak-time

ID ポリシーのソーク間隔を指定します。

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/identifier-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットし
ます。

ステップ 5

0～86400 の整数を指定します。

次に、ID ポリシーを設定してソーク間隔を指定する例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope identifier-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/identifier-policy # set soak-interval 30
UCSC(policy-mgr) /domain-group/identifier-policy # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

ID ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # ID ポリシー モードを開始します。
scope identifier-policy

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/identifier-policy #
show

ソーク間隔の ID ポリシーを表示します。

次に、ID ポリシーを表示する例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope identifier-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/identifier-policy # show

Identifier Policy:
Soak interval in seconds
-----------------------30
UCSC(policy-mgr) /domain-group #
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章

ドメイン グループの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• ドメイン グループ, 21 ページ
• ドメイン グループの作成, 22 ページ
• ドメイン グループの削除, 23 ページ
• ドメイン グループ メンバーシップの割り当て, 23 ページ

ドメイン グループ
Cisco UCS Central は、複数の Cisco UCS ドメインを管理するための Cisco UCS ドメイン グループ
の階層を作成します。 Cisco UCS Central には、次のドメイン グループのカテゴリがあります。
• ドメイン グループ：複数の Cisco UCS ドメインを含むグループ。 管理を容易にするため、1
つのドメインの下に同様の Cisco UCS ドメインをグループ化できます。
• グループ化されていないドメイン：新しい Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録さ
れると、グループ化されていないドメインに追加されます。 グループ化されていないドメイ
ンを任意のドメイン グループに割り当てることができます。
ドメイン グループ ポリシーを作成した場合で、新しい登録済み Cisco UCS ドメインがポリシーで
定義された条件を満たしている場合、そのドメインはポリシーで指定されたドメイン グループの
下に自動的に配置されます。それ以外の場合は、グループ化されていないドメインカテゴリに配
置されます。このグループ化されていないドメインを、任意のドメイングループに割り当てるこ
とができます。
各 Cisco UCS ドメインは、1 つのドメイン グループにのみ割り当てることができます。 Cisco UCS
ドメインのメンバーシップは、任意の時点で割り当てまたは再割り当てすることができます。
Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てると、Cisco UCS ドメインは、ドメイン グルー
プに対して指定されたすべての管理ポリシーを継承します。
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注意

Cisco UCS ドメインをドメイン グループに追加する前に、Cisco UCS ドメイン内でポリシー解
決制御をローカルに変更してください。 これにより、その Cisco UCS ドメインに固有のサー
ビス プロファイルおよびメンテナンス ポリシーが誤って上書きされるのを防止します。 Cisco
UCS ドメインの自動検出をイネーブルにしている場合でも、ローカル ポリシー解決をイネー
ブルにすると、ポリシーが誤って上書きされることから Cisco UCS ドメインを保護します。
登録を確認した後、同じ動作ポリシーによってドメイングループ内のすべてのメンバードメイン
を管理する場合は、ポリシー解決を Cisco UCS Manager GUI でグローバルに変更できます。
ドメイン ルート グループで設定されたポリシーは、ルート下のすべてのドメイン グループに適
用されます。 ルート グループ下の各ドメイン グループでは、グループに固有のポリシーを設定
できます。 ドメイン グループ ポリシーは、メンバーの Cisco UCS ドメインで階層的に解決され
ます。
ドメイン グループ管理
次の特権を持つユーザは、Cisco UCS Central でドメイン グループを作成および管理できます。
• admin 権限：新しいドメイン グループを作成し、グループ化されていない Cisco UCS ドメイ
ンをドメイン グループに割り当てます。
• ドメイン グループ管理特権：ドメイン グループを作成および管理します。 ただし、グルー
プ化されていない Cisco UCS ドメインをドメイン グループに割り当てることはできません。

ドメイン グループの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開
始します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create domain-group 12

指定したドメイン グループを作成しま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミッ
トします。

次に、新しいドメイン グループを作成する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create domain-group 12
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UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

ドメイン グループの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開
始します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
delete domain-group 12

指定したドメイン グループを削除しま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミッ
トします。

次に、ドメイン グループを削除する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete domain-group 12
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

ドメイン グループ メンバーシップの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect resource-mgr.

Resource Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt. UCS ドメインに入ります。

ステップ 3

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # show IP アドレスのメンバーシップを表示
ucs-membership IP Address
します。

ステップ 4

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope IP アドレスで指定された Cisco UCS
ucs-membership IP Address
ドメインを入力します。
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ドメイン グループ メンバーシップの割り当て

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

UCSC(resource-mgr)
/domain-mgmt/ucs-membership # set
domain-group WORD Domain Group DN

IP アドレスにドメイン グループを
指定します。

次に、Cisco UCS ドメインに、メンバーシップを割り当てる例を示します。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # show ucs-membership
UCS-Domain Group Membership:

Mgmt IP
Qualification Type Domain Group DN
--------------- ------------------ --------------IP Address
Manual
domaingroup-root
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-membership IP Address
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-membership # set domain-group WORD
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-membership #

Domain Group DN
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通信サービスの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• リモート アクセス ポリシー, 25 ページ
• SNMP ポリシー, 39 ページ

リモート アクセス ポリシー
Cisco UCS Central は、インターフェイス モニタリング ポリシーを定義し、SSH 設定ステータスを
表示し、HTTP、Telnet、Web セッション制限、および CIM XML のポリシー設定を提供するグロー
バル リモート アクセス ポリシーをサポートしています。

HTTP の設定
HTTP リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で HTTP リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン グ
ループを開始します。 ドメイン グループ ルート
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コマンドまたはアクション

目的
モードを開始するには、/ を domain-group として
入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group （任意）
# create http
先にドメイングループにスコープしている場合、
そのドメイン グループの HTTP ポリシーを作成
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group （任意）
# scope http
先にドメイン グループ ルートにスコープしてい
る場合、ドメイン グループ ルートからデフォル
ト HTTP ポリシーのコンフィギュレーション モー
ドにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/http # enable |
disable {http | http-redirect}

HTTP のリモート アクセス ポリシーを、HTTP
または HTTP リダイレクト モードでイネーブル
にするかディセーブルにするかを指定します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/http* # set http
port port-number

ポート範囲 1 ～ 65535 から HTTP サービス ポー
ト番号を指定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/http* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで HTTP ポリシーが存在する）にスコープし、HTTP
リダイレクト モードに HTTP リモート アクセス ポリシーをイネーブルにし、HTTP サービス ポー
トを 1111 に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope http
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http # enable http-redirect
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http* # set port 1111
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、HTTP リモート アクセス ポリシーを作成
して HTTP モードにイネーブルにし、HTTP サービス ポートを 222 に設定し、トランザクション
をコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create http
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http* # enable http
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http* # set port 222
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http #
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次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで HTTP ポリシーが存在する）にスコープし、HTTP
リダイレクト モードの HTTP リモート アクセス ポリシーをディセーブルにし、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope http
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http # disable http-redirect
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、HTTP モードの HTTP リモート アクセス
ポリシーをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http # disable http
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/http #

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• Telnet
• Web セッション制限
• CIM XML
• インターフェイス モニタリング ポリシー
• SSH 設定

HTTP リモート アクセス ポリシーの削除
HTTP リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから
削除されます。 ドメイン グループ ルート下の HTTP リモート アクセス ポリシーは、削除できま
せん。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト HTTP ポリシーはドメイン グ
ループ ルート下では削除できませ
ん。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group そのドメイン グループの HTTP ポリシーを削
# delete http
除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/http* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープしてそのドメイン グループの HTTP ポリシー
を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # delete http
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #

Telnet の設定
Telnet リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で Telnet リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン グ
ループを開始します。 ドメイン グループ ルート
モードを開始するには、/ を domain-group として
入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group （任意）
# create telnetd
先にドメイングループにスコープしている場合、
そのドメイン グループの Telnet ポリシーを作成
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group （任意）
# scope telnetd
先にドメイン グループ ルートにスコープしてい
る場合、ドメイン グループ ルートからデフォル
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コマンドまたはアクション

目的
ト Telnet ポリシーのコンフィギュレーション
モードにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
Telnet サーバ サービスをイネーブルまたはディ
/domain-group/telnetd* # enable | セーブルにします。
disable telnet-server

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/telnetd* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで Telnet ポリシーが存在する）にスコープし、Telnet
サーバ サービスをイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope telnetd
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd # enable telnet-server
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Telnet ポリシーを作成し、Telnet サーバ
サービスをイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create telnetd
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd* # enable telnet-server
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd #

次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで Telnet ポリシーが存在する）にスコープし、Telnet
サーバ サービスをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope telnetd
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd # disable telnet-server
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Telnet サーバ サービスをディセーブルに
し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd # disable telnet-server
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/telnetd #

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Web セッション制限
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• CIM XML
• インターフェイス モニタリング ポリシー
• SSH 設定

Telnet リモート アクセス ポリシーの削除
Telnet リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから
削除されます。 ドメイン グループ ルート下の Telnet リモート アクセス ポリシーは、削除できま
せん。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト Telnet ポリシーはドメイン グ
ループ ルート下では削除できませ
ん。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group そのドメイン グループの Telnet ポリシーを削
# delete telnetd
除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/http* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープしてそのドメイン グループの Telnet ポリシー
を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # delete telnetd
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #
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Web セッション制限の設定
Web セッション制限リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で Web セッション制限リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初に
このポリシーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、シス
テムによってすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # （任意）
create web-session-limits
先にドメイン グループにスコープしている場
合、そのドメイン グループの Web セッション
制限ポリシーを作成します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group # （任意）
scope web-session-limits
先にドメイン グループ ルートにスコープして
いる場合、ドメイン グループ ルートからデ
フォルト Web セッション制限ポリシーのコン
フィギュレーションモードにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
ユーザあたりのセッション制限を設定します
/domain-group/web-session-limits* # （1 ～ 256）。
set sessionsperuser sessions-per-user

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
全体のセッション制限を設定します（1 ～
/domain-group/web-session-limits* # 256）。
set totalsessions total-sessions

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/web-session-limits* # トします。
commit-buffer
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次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで Web セッション制限ポリシーが存在する）にス
コープし、ユーザあたりのセッション数を 12、全体のセッション数を 144 にそれぞれ制限し、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope web-session-limits
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits # set sessionsperuser 12
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits* # set totalsessions 144
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Web セッション制限ポリシーを作成し、
ユーザあたりのセッション数を 12、全体のセッション数を 144 にそれぞれ制限し、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create web-session-limits
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits* # set sessionsperuser 12
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits* # set totalsessions 144
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits #

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Telnet
• CIM XML
• インターフェイス モニタリング ポリシー

Web セッション制限リモート アクセス ポリシーの削除
Web セッション制限リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン
グループから削除されます。 ドメイン グループ ルート下の Web セッション制限リモート アクセ
ス ポリシーは削除できません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト Web セッション制限ポリシーは
ドメイン グループ ルート下では削除
できません。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group そのドメイン グループのネットワーク セッ
# delete web-session-limits
ション制限ポリシーを削除します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/http* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Web セッション制限ポリシーを削除し、
トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete web-session-limits
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/web-session-limits #

CIM XML の設定
CIM XML リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で CIM XML リモート アクセス ポリシーを設定する前に、最初にこのポリ
シーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによっ
てすでに作成されており、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン グ
ループを開始します。 ドメイン グループ ルート
モードを開始するには、/ を domain-group として
入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group （任意）
# create cimxml
先にドメイングループにスコープしている場合、
そのドメイン グループの CIM XML ポリシーを
作成します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group （任意）
# scope cimxml
先にドメイン グループ ルートにスコープしてい
る場合、ドメイン グループ ルートからデフォル
ト CIM XML ポリシーのコンフィギュレーショ
ン モードにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # enable
cimxml

CIM XML モードをイネーブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで CIM XML ポリシーが存在する）にスコープし、
CIM XML モードをイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope cimxml
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cimxml # enable cimxml
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cimxml* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cimxml #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、CIM XML ポリシーを作成し、CIM XML
モードをイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create cimxml
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cimxml* # enable cimxml
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cimxml* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cimxml #

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Telnet
• Web セッション制限
• インターフェイス モニタリング ポリシー
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CIM XML リモート アクセス ポリシーの削除
CIM XML リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループ
から削除されます。 ドメイン グループ ルート下の CIM XML リモート アクセス ポリシーは、削
除できません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト CIM XML ポリシーはドメイン
グループ ルート下では削除できませ
ん。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group そのドメイン グループの CIM XML ポリシー
# delete cimxml
を削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープして CIM XML ポリシーを削除し、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete cimxml
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

インターフェイス モニタリングの設定
インターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下のインターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーを設定する前
に、最初にこのポリシーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシー
は、システムによってすでに作成されており、設定できる状態です。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン
グループ ルート モードを開始するには、/
を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create mgmt-if-mon-policy

（任意）
先にドメイン グループにスコープしている
場合、そのドメイン グループの管理イン
ターフェイス モニタリング ポリシーを作成
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope mgmt-if-mon-policy

（任意）
先にドメイン グループ ルートにスコープし
ている場合、ドメイン グループ ルートから
デフォルト管理インターフェイス モニタリ
ング ポリシーのコンフィギュレーション
モードにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
admin-state enabled | disabled

管理者ステータス モードをイネーブルまた
はディセーブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
arp-deadline arp-response-deadline

ARP 応答を待機する時間の期限を入力しま
す（5 ～ 15）。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
arp-requests arp-requests

ARP 要求の数を入力します（1 ～ 5）。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
arp-target1 arp-ip-target-1

削除する ARP IP Target1 を入力します
（0.0.0.0 形式）。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
arp-target2 arp-ip-target-1

削除する ARP IP Target2 を入力します
（0.0.0.0 形式）。

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
arp-target3 arp-ip-target-1

削除する ARP IP Target3 を入力します
（0.0.0.0 形式）。
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目的

ステップ 11

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
max-fail-reports arp-ip-target-1

インターフェイスがダウンとマークされる
ときの障害レポート数を入力します（2 ～
5）。

ステップ 12

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
mii-retry-count mii-retry-count

メディア独立型インターフェイス（MII）ス
テータスを使用してモニタリングを実行す
る場合の最大再試行回数を入力します（1
～ 3）。

ステップ 13

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
mii-retry-interval mii-retry-interval

MII ステータス モニタリングの再試行間隔
を入力します（3 ～ 10）。

ステップ 14

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
monitor-mechanism mii-status |
ping-arp-targets | ping-getaway

MII ステータス（mii-status）、ping ARP ター
ゲット（ping-arp-targets）、または ping ゲー
トウェイ（ping-getaway）の MII モニタリン
グ メカニズムを入力します。

ステップ 15

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
ping-deadline ping-deadline

ping 応答を待機する時間の期限を入力しま
す（5 ～ 15）。

ステップ 16

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
ping-requests ping-requests

ping 要求の数を入力します（1 ～ 5）。

ステップ 17

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml # set
poll-interval poll-interval

ポーリング間隔を入力します（90 ～ 300
秒）。

ステップ 18

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cimxml* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで管理インターフェイス モニタリング ポリシーが
存在する）にスコープし、管理インターフェイスモニタリングモードをイネーブルにし、ステー
タス設定を開始し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope mgmt-if-mon-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy # set admin-state enabled
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-deadline 5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-requests 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-target1 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-target2 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-target3 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set max-fail-reports 2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set mii-retry-count 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set mii-retry-interval 3
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set monitor-mechanism ping-getaway
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set ping-deadline 5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set ping-requests 1
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UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set poll-interval 90
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、管理インターフェイス モニタリング ポリ
シーを作成し、ステータス設定を入力し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create mgmt-if-mon-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set admin-state enabled
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-deadline 15
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-requests 5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-target1 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-target2 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set arp-target3 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set max-fail-reports 5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set mii-retry-count 3
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set mii-retry-interval 10
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set monitor-mechanism ping-getaway
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set ping-deadline 15
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set ping-requests 5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # set poll-interval 300
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/mgmt-if-mon-policy #

次の作業
必要に応じて、次のリモート アクセス ポリシーを設定します。
• HTTP
• Telnet
• Web セッション制限
• CIM XML

インターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーの削除
インターフェイス モニタリング リモート アクセス ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあ
るドメイン グループから削除されます。 ドメイン グループ ルート下のインターフェイス モニタ
リング リモート アクセス ポリシーは、削除できません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト管理インターフェイス モニタリ
ング ポリシーはドメイン グループ
ルート下では削除できません。
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目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group そのドメイン グループの管理インターフェイス
# delete mgmt-if-mon-policy
モニタリング ポリシーを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムの設定にコミット
# commit-buffer
します。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープして管理インターフェイス モニタリング ポリ
シーを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete mgmt-if-mon-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

SNMP ポリシー
Cisco UCS Central は、SNMP トラップおよび SNMP ユーザのイネーブル化またはディセーブル化、
定義を行うグローバル SNMP ポリシーをサポートしています（通常のパスワードとプライバシー
パスワード、md5 または sha の認証タイプ、および AES-128 のオプションにより）。 登録済み
Cisco UCS ドメインでは、そのクライアントのポリシー解決コントロール内で SNMP ポリシーを
グローバルに定義するようにしている場合、すべての SNMP ポリシーについて Cisco UCS Central
への登録に従うことになります。

SNMP ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で SNMP ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作成する必要があ
ります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってすでに作成されてお
り、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create snmp

（任意）
先にドメイン グループにスコープしている場
合、そのドメイン グループの SNMP ポリシー
を作成します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope snmp

（任意）
先にドメイン グループ ルートにスコープし
ている場合、ドメイン グループ ルートから
デフォルト SNMP ポリシーのコンフィギュ
レーション モードにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp* # enable |
disable snmp

このポリシーの SNMP サービスをイネーブル
またはディセーブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp* # set
community
snmp-community-name-text

SNMP コミュニティの名前を入力します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp* # set
syscontact syscontact-name-text

SNMP システム コンタクトの名前を入力しま
す。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp* # set
syslocation syslocation-name-text

SNMP システムの場所の名前を入力します。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次にドメイン グループ ルートにスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、SNMP サービスをイ
ネーブルにし、SNMP コミュニティ名を SNMPCommunity01、SNMP システム コンタクト名を
SNMPSysAdmin01、SNMP システムの場所を SNMPWestCoast01 にそれぞれ設定し、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # enable snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # set community SNMPCommunity01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # set syscontact SNMPSysAdmin01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # set syslocation SNMPWestCoast01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp #

次にドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、SNMP ポリシーを作成し、SNMP サービス
をイネーブルにし、SNMP コミュニティ名を SNMPCommunity01、SNMP システム コンタクト名
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を SNMPSysAdmin01、SNMP システムの場所を SNMPWestCoast01 にそれぞれ設定し、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # enable snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # set community SNMPCommunity01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # set syscontact SNMPSysAdmin01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # set syslocation SNMPWestCoast01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、SNMP サー
ビスをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # disable snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp #

SNMP ポリシーの削除
SNMP ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削除されます。 ド
メイン グループ ルート下の SNMP ポリシーは、削除できません。
SNMP ポリシーを削除すると、そのポリシー内のすべての SNMP トラップおよび SNMP ユーザ設
定が削除されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト管理インターフェイス モニタリ
ング ポリシーはドメイン グループ
ルート下では削除できません。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group そのドメイン グループの SNMP ポリシーを削除
# delete snmp
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムの設定にコミット
# commit-buffer
します。
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次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープして SNMP ポリシーを削除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

SNMP トラップの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope snmp

デフォルト SNMP ポリシーのコンフィギュ
レーション モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp （任意）
# create snmp-trap snmp-trap-ip
先にドメイン グループにスコープしている場
合、そのドメイン グループの SNMP トラッ
プ IP アドレスを作成し（0.0.0.0 形式）、
SNMP トラップ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp （任意）
# scope snmp-trap snmp-trap-ip
先にドメイン グループ ルートにスコープし
ている場合、そのドメイン グループの SNMP
トラップ IP アドレスにスコープし（0.0.0.0
形式）、SNMP トラップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp/snmp-trap* #
enable | disable snmp-trap

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
SNMP トラップ ホストを設定するための
/domain-group/snmp/snmp-trap* # set SNMP トラップ コミュニティ ストリングを
community
入力します。
snmp-trap-community-host-config-string

このポリシーの SNMP トラップをイネーブル
またはディセーブルにします。
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目的

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
SNMP トラップ通知の通知タイプを、SNMP
/domain-group/snmp/snmp-trap* # set 情報通知（informs）または SNMP トラップ通
notificationtype informs | traps
知（traps）から入力します。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
SNMP トラップ ポート番号を入力します（1
/domain-group/snmp/snmp-trap* # set ～ 65535）。
port port-number

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
SNMP トラップの V3 特権セキュリティ レベ
/domain-group/snmp/snmp-trap* # set ルを authNoPriv セキュリティ レベル
v3privilege auth | noauth | priv
（auth）、noAuthNoPriv セキュリティ レベル
（noauth）、または authPriv セキュリティ レ
ベル（priv）から入力します。

ステップ 11

UCSC(policy-mgr)
SNMP トラップ用のバージョンを SNMP v1、
/domain-group/snmp/snmp-trap* # set v2c、または v3 から入力します。
version v1 | v2c | v3

ステップ 12

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp/snmp-trap* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、IP アドレス 0.0.0.0
で SNMP トラップを作成し、SNMP トラップ サービスをイネーブルにし、SNMP コミュニティ ホ
スト ストリングを snmptrap01 に、SNMP 通知タイプを informs に、SNMP ポートを 1 に、v3privilege
を priv に、バージョンを v1 にそれぞれ設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # create snmp-trap 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # enable snmp-trap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # set community snmptrap01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # set notificationtype informs
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # set port 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # set v3privilege priv
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # set version v1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、IP アドレ
ス 0.0.0.0 の SNMP トラップにスコープし、SNMP トラップ サービスをイネーブルにし、SNMP コ
ミュニティ ホスト ストリングを snmptrap02 に、SNMP 通知タイプを informs に、SNMP ポートを
65535 に、v3privilege を auth に、バージョンを v2c にそれぞれ設定し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # scope snmp-trap 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # enable snmp-trap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # set community snmptrap02
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-trap* # set notificationtype informs
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UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)

/domain-group/snmp/snmp-trap* #
/domain-group/snmp/snmp-trap* #
/domain-group/snmp/snmp-trap* #
/domain-group/snmp/snmp-trap* #
/domain-group/snmp/snmp-trap #

set port 65535
set v3privilege auth
set version v2c
commit-buffer

SNMP トラップの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # デフォルト SNMP ポリシーのコンフィギュ
scope snmp
レーション モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp/snmp-trap #
delete snmp-trap snmp-trap-ip

そのドメイン グループの SNMP トラップ IP
アドレスを削除します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp/snmp-trap* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、SNMP トラップ IP
アドレス 0.0.0.0 を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # delete snmp-trap 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、SNMP ト
ラップ IP アドレス 0.0.0.0 を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # delete snmp-trap 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #
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SNMP ユーザの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope snmp

SNMP ポリシーのコンフィギュレーション
モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp SNMP ユーザの名前を入力します。
# create snmp-user snmp-user

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
SNMP ユーザに AES-128 を使用します（yes
/domain-group/snmp* # set aes-128 yes または no）。
| no

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
SNMP ユーザに MD5 または Sha 認証モー
/domain-group/snmp* # set auth md5 ドを使用します。
| sha

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
SNMP ユーザのパスワードを入力し、確認
/domain-group/snmp* # set password します。
password

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp* # set
priv-password private-password

SNMP ユーザのプライベート パスワード
を入力し、確認します。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp/snmpuser* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、snmpuser01 という
SNMP ユーザにスコープし、AES-128 モードをイネーブルにし、認証を Sha モードに設定し、パ
スワードを userpassword01、プライベート パスワードを userpassword02 にそれぞれ設定し、トラ
ンザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # scope snmp-user snmpuser01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user # set aes-128 yes
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set auth sha
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UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set password userpassword01
Enter a password: userpassword01
Confirm the password: userpassword01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set priv-password userpassword02
Enter a password: userpassword02
Confirm the password: userpassword02
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、snmpuser01
という SNMP ユーザを作成し、AES-128 モードをイネーブルにし、認証を md5 モードに設定し、
パスワードを userpassword01、プライベート パスワードを userpassword02 にそれぞれ設定し、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # create snmp-user snmpuser01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set aes-128 yes
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set auth md5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set password userpassword01
Enter a password: userpassword01
Confirm the password: userpassword01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set priv-password userpassword02
Enter a password: userpassword02
Confirm the password: userpassword02
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user #

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、snmpuser01 という
SNMP ユーザにスコープし、AES-128 モードをディセーブルにし、認証を md5 モードに設定し、
トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # scope snmp-user snmpuser01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user # set aes-128 no
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # set auth md5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp/snmp-user #

SNMP ユーザの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # SNMP ポリシーのコンフィギュレーション
scope snmp
モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp # delete
snmp-user snmp-user

SNMP ユーザを削除します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/snmp* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、snmpuser01 という
SNMP ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # delete snmp snmpuser01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、SNMP ポリシーにスコープし、snmpuser02
という SNMP ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope snmp
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp # delete snmp snmpuser02
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/snmp #
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章

認証の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• 認証サービス, 49 ページ
• リモート認証プロバイダーに関する注意事項および推奨事項, 49 ページ
• リモート認証プロバイダーのユーザ属性, 50 ページ
• LDAP グループ ルール, 51 ページ
• LDAP プロバイダーの設定, 52 ページ
• RADIUS プロバイダーの設定, 62 ページ
• TACACS+ プロバイダーの設定, 67 ページ
• 複数の認証システムの設定, 71 ページ
• プライマリ認証サービスの選択, 82 ページ

認証サービス
Cisco UCS Central はリモート認証のために LDAP を使用しますが、このリリースでは RADIUS お
よび TACACS+ 認証を除外します。 ただし、RADIUS、TACACS+、および LDAP 認証は、ローカ
ルに管理される Cisco UCS ドメイン でサポートされています。

リモート認証プロバイダーに関する注意事項および推奨事項
システムを、サポートされているリモート認証サービスのいずれかに設定する場合は、そのサー
ビス用のプロバイダーを作成して、Cisco UCS Central がそのサービスと通信できるようにする必
要があります。 また、ユーザ許可に影響する次のガイドラインに留意する必要があります。
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リモート認証サービスのユーザ アカウント
ユーザ アカウントは、Cisco UCS Central にローカルに存在するか、またはリモート認証サーバに
存在することができます。 リモート認証サービスを介してログインしているユーザの一時的な
セッションは、Cisco UCS Central GUI または Cisco UCS Central CLI で表示できます。
リモート認証サービスのユーザ ロール
リモート認証サーバでユーザ アカウントを作成する場合は、ユーザが Cisco UCS Central で作業す
るために必要なロールをそれらのアカウントに含めること、およびそれらのロールの名前を Cisco
UCS Central で使用される名前と一致させることが必要です。 ロール ポリシーによっては、ユー
ザがログインできない場合があり、その場合は読み取り専用権限だけが付与されます。
ローカルおよびリモート ユーザ認証のサポート
Cisco UCS Central はリモート認証のために LDAP を使用しますが、このリリースでは RADIUS お
よび TACACS+ 認証を除外します。 ただし、RADIUS、TACACS+、および LDAP 認証は、ローカ
ルに管理される Cisco UCS ドメイン でサポートされています。

リモート認証プロバイダーのユーザ属性
ユーザがログインすると、Cisco UCS Central は次を実行します。
1 リモート認証サービスに問い合わせます。
2 ユーザを検証します。
3 ユーザが検証されると、そのユーザに割り当てられているロールとロケールをチェックしま
す。
次の表に、Cisco UCS Central によってサポートされるリモート認証プロバイダーのユーザ属性要
件の比較を示します。
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表 3：リモート認証プロバイダーによるユーザ属性の比較

認証プロバイ
ダー

カスタム属性

スキーマの拡張

属性 ID 要件

LDAP

オプション

オプション 次のいずれかを選 シスコの LDAP 実装では
択して実行できます。
Unicode タイプの属性が必要で
す。
• LDAP スキーマを拡張せ
ず、要件を満たす既存の CiscoAVPair のカスタム属性を
未使用の属性を設定しま 作成する場合は、属性 ID とし
て 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を使用し
す。
ます。
• LDAP スキーマを拡張し
て、CiscoAVPair などの一 次の項で、サンプル OID を示し
意の名前でカスタム属性 ます。
を作成します。

LDAP ユーザ属性のサンプル OID
カスタム CiscoAVPair 属性のサンプル OID は、次のとおりです。
CN=CiscoAVPair,CN=Schema,
CN=Configuration,CN=X
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
cn: CiscoAVPair
distinguishedName: CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
instanceType: 0x4
uSNCreated: 26318654
attributeID: 1.3.6.1.4.1.9.287247.1
attributeSyntax: 2.5.5.12
isSingleValued: TRUE
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: CiscoAVPair
adminDescription: UCS User Authorization Field
oMSyntax: 64
lDAPDisplayName: CiscoAVPair
name: CiscoAVPair
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X

LDAP グループ ルール
LDAP グループ ルールは、ユーザ ロールおよびロケールをリモート ユーザに割り当てる際に、
Cisco UCS が LDAP グループを使用する必要があるかどうかを判断するために使用されます。
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LDAP プロバイダーの設定
LDAP プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、Cisco UCS Central で定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。 個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ
の設定が含まれている場合、Cisco UCS でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。
LDAP サーバとして Active Directory を使用する場合、Cisco UCS にバインドする Active Directory
サーバでユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパスワード
を設定する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン
グループ ルート モードを開始するには、/
を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security # scope ldap

セキュリティ LDAP モードを開始します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap # set
attribute attribute

指定された属性を含むレコードにデータベー
ス検索を限定します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap* # set
basedn distinguished-name

指定された識別名を含むレコードにデータ
ベース検索を限定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap* # set
filter filter

指定されたフィルタを含むレコードにデー
タベース検索を限定します。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap* # set
timeout seconds

システムがサーバをダウン状態として通知
する前に、LDAP サーバからの応答を待つ
時間間隔を設定します。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次に、LDAP 属性を CiscoAvPair に、ベース識別名を "DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com" に、
フィルタを sAMAccountName=$userid に、タイムアウト間隔を 5 秒にそれぞれ設定し、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # set attribute CiscoAvPair
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap* # set basedn
"DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap* # set filter sAMAccountName=$userid
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap* # set timeout 5
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap #

次の作業
LDAP プロバイダーを作成します。

LDAP プロバイダーの作成
Cisco UCS Central は最大 16 の LDAP プロバイダーをサポートします。

はじめる前に
LDAP サーバとして Active Directory を使用する場合、Cisco UCS にバインドする Active Directory
サーバでユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパスワード
を設定する必要があります。
• LDAP サーバで、次のいずれかの設定を行います。
◦ LDAP グループを設定します。 LDAP グループには、ユーザのロールとロケール情報が
含まれています。
◦ Cisco UCS Central のユーザ ロールとロケール情報を保持する属性でユーザを設定しま
す。 この属性について LDAP スキーマを拡張するかどうかを選択できます。 スキーマ
を拡張しない場合は、既存の LDAP 属性を使用して Cisco UCS ユーザ ロールとロケー
ルを保持します。 スキーマを拡張する場合は、CiscoAVPair 属性などのカスタム属性を
作成します。
シスコの LDAP の実装では、Unicode タイプの属性が必要です。
CiscoAVPair カスタム属性を作成する場合は、属性 ID として 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を使
用します
◦ クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アド
レスを追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発
生し、システムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、
リモート ユーザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべ
て、これらの IP アドレスから送信されます。Cisco UCS Central によって使用されてい
る仮想 IP アドレスではありません。
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• セキュア通信を使用するには、Cisco UCS Central で LDAP サーバのルート認証局（CA）の証
明書を含むトラスト ポイントを作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2 UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任意
で）ドメイン グループ ルート下のドメイン グルー
プを開始します。 ドメイン グループ ルート モード
を開始するには、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3 UCSC(policy-mgr) /domain-group セキュリティ モードを開始します。
# scope security
ステップ 4 UCSC(policy-mgr)
セキュリティ LDAP モードを開始します。
/domain-group/security # scope ldap
ステップ 5 UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap #
create server server-name

LDAP サーバ インスタンスを作成し、セキュリティ
LDAP サーバ モードを開始します。 SSL がイネー
ブルの場合、server-name（通常は IP アドレスまた
は FQDN）は、正確に LDAP サーバのセキュリティ
証明書の通常名（CN）と一致する必要があります。
IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメ
インが Cisco UCS Central に登録されていないか、
DNS 管理が [local] に設定されている場合、DNS サー
バを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、
DNS 管理が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。。

ステップ 6 UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/ldap/server* ユーザ ロールとロケールの値を保管する LDAP 属
# set attribute attribute
性。 このプロパティは、常に、名前と値のペアで
指定されます。 システムは、ユーザ レコードで、
この属性名と一致する値を検索します。
LDAP スキーマを拡張しない場合、既存の、使用さ
れていない LDAP 属性を Cisco UCS ロールとスケー
ルに設定できます。 あるいは、CiscoAVPair という
名前の属性を、属性 ID 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を指定
してリモート認証サービスで作成できます。
デフォルトの属性が LDAP の [General] タブで設定
されていない場合は、この値が必要です。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7 UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/ldap/server* リモート ユーザがログインして、システムがユー
# set basedn basedn-name
ザ名に基づいてユーザの DN を取得しようとすると
きに、サーバが検索を開始する必要がある場合の、
LDAP 階層内の特定の識別名。 サポートされるスト
リングの最大長は 127 文字です。
デフォルトのベース DN が LDAP の [General] タブ
で設定されていない場合は、この値が必要です。
ステップ 8 UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/ldap/server* ベース DN の下にあるすべてのオブジェクトに対す
# set binddn binddn-name
る読み取りおよび検索の権限を持つ LDAP データ
ベース アカウントの識別名（DN）。
サポートされるストリングの最大長は 127 文字の
ASCII 文字です。
ステップ 9 UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/ldap/server* LDAP 検索は、定義したフィルタと一致するユーザ
# set filter filter-value
名に制限されます。
デフォルトのフィルタが LDAP の [General] タブで
設定されていない場合は、この値が必要です。
ステッ
プ 10

UCSC(policy-mgr)
[Bind DN] フィールドで指定した LDAP データベー
/domain-group/security/ldap/server* ス アカウントのパスワード。 標準 ASCII 文字を入
# set password
力できます。「§」（セクション記号）、「?」 （疑
問符）、「=」（等号）は除きます。
パスワードを設定するには、set password コマンド
を入力してから Enter キーを押し、プロンプトで
キー値を入力します。

ステッ
プ 11

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/ldap/server* Cisco UCS でこのプロバイダーをユーザの認証に使
# set order order-num
用する順序。

ステッ
プ 12

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/ldap/server* Cisco UCS が LDAP データベースと通信するために
# set port port-num
使用するポート。 標準ポート番号は 389 です。

ステッ
プ 13

UCSC(policy-mgr)
LDAP サーバと通信するときの暗号化の使用をイ
/domain-group/security/ldap/server* ネーブルまたはディセーブルにします。 オプショ
# set ssl {yes | no}
ンは次のとおりです。
• yes：暗号化が必要です。 暗号化をネゴシエー
トできない場合は、接続に失敗します。
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コマンドまたはアクション

目的
• no：暗号化はディセーブルです。 認証情報は
クリア テキストとして送信されます。
LDAP では STARTTLS が使用されます。 これによ
り、ポート 389 を使用した暗号化通信を行えます。

ステッ
プ 14

UCSC(policy-mgr)
LDAP データベースへの問い合わせがタイム アウト
/domain-group/security/ldap/server* するまでの秒数。
# set timeout timeout-num
1 ～ 60 秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力し
て LDAP [General] タブに指定したグローバル タイ
ムアウト値を使用します。 デフォルトは 30 秒で
す。

ステッ
プ 15

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミットしま
/domain-group/security/ldap/server* す。
# commit-buffer

次に、10.193.169.246 という LDAP サーバ インスタンスを作成し、binddn、パスワード、順序、
ポート、SSL をそれぞれ設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # create server 10.193.169.246
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server* # set order 2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server* # set port 389
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server* # set ssl yes
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server* # set timeout 30
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server #

次の作業
• 1 つの LDAP データベースを含む実装では、認証サービスとして [LDAP] を選択します。
• 複数の LDAP データベースを含む実装では LDAP プロバイダーのグループを設定します。
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LDAP プロバイダーの LDAP グループ ルールの変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステッ
プ2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開
始し、（任意で）ドメイン グループ
ルート下のドメイン グループを開始し
ます。 ドメイン グループ ルート モー
ドを開始するには、/ を domain-group
として入力します。

ステッ
プ3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security セキュリティ モードを開始します。

ステッ
プ4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope セキュリティ LDAP モードを開始しま
ldap
す。

ステッ
プ5

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap #
scope server ldap-provider

セキュリティ LDAP プロバイダー モー
ドを開始します。

ステッ
プ6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap/server # scope
ldap-group-rule

LDAP グループ ルール モードを開始し
ます。

ステッ
プ7

UCSC(policy-mgr)
ユーザ ロールとロケールをリモート
/domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule ユーザに割り当てるときに、Cisco UCS
# set authorization {enable | disable}
が LDAP グループを検索するかどうか
を指定します。
• disable：Cisco UCS は LDAP グ
ループにアクセスしません。
• enable：Cisco UCS は、この Cisco
UCS ドメインにマッピングされた
LDAP プロバイダー グループを検
索します。 リモート ユーザが検
出されると、Cisco UCS は、関連
付けられた LDAP グループ マッ
プで、その LDAP グループに定義
されたユーザロールとロケールを
割り当てます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステッ
プ8

ロールとロケールの割り当て
は累積されます。ユーザが複
数のグループに含まれるか、
LDAP 属性に指定されたロー
ルまたはロケールを持つ場
合、Cisco UCS はそのユーザ
を、それらのグループまたは
属性のいずれかにマップされ
ているすべてのロールおよび
ロケールに割り当てます。

UCSC(policy-mgr)
属性 Cisco UCS が LDAP データベース
/domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule* 内のグループ メンバーシップを判別す
# set member-of-attribute attr-name
るために使用します。
サポートされるストリングの長さは 63
文字です。 デフォルトの文字列は
memberOf です。

ステッ
プ9

UCSC(policy-mgr)
Cisco UCS がグループ メンバーの親グ
/domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule* ループの設定を引き継ぐかどうかを、
# set traversal {non-recursive | recursive}
必要に応じて指定します。 ここに表示
される値は次のとおりです。
• non-recursive：Cisco UCS は、ユー
ザが所属するグループだけを検索
します。
• recursive：Cisco UCS は、ユーザ
に属する継承元グループすべてを
検索します。

ステッ
プ 10

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定に
/domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule* コミットします。
# commit-buffer

次に、認証をイネーブルにするよう LDAP グループ ルールを設定し、メンバー属性を memberOf
に、トラバーサルを non-recursive に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # scope server ldapprovider
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server # scope ldap-group-rule
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule # set authorization
enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule* # set member-of-attribute
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memberOf
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule* # set traversal
non-recursive
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/server/ldap-group-rule #

LDAP プロバイダーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security # scope ldap

セキュリティ LDAP モードを開始します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap # delete
server serv-name

指定したサーバを削除します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、ldap1 という LDAP サーバを削除して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # delete server ldap1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap #

LDAP グループ マッピング
すでに LDAP グループを使用して LDAP データベースへのアクセスを制限している組織の場合、
グループ メンバーシップ情報は、ログイン中にロールまたはロケールを LDAP ユーザに割り当て
るために Cisco UCS ドメインで使用できます。 これにより、Cisco UCS Central が展開されるとき
に LDAP ユーザ オブジェクトのロールまたはロケール情報を定義する必要がなくなります。
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（注）

LDAP グループ マッピングは、このリリースの Cisco UCS Central ではサポートされません。
ただし、LDAP グループ マップは、Cisco UCS Central ドメイン グループ ルートからローカル
に管理される Cisco UCS ドメインでサポートされています。
ユーザが Cisco UCS Central にログインすると、ユーザのロールおよびロケールに関する情報が
LDAP グループ マップからプルされます。 ロールとロケールの条件がポリシー情報と一致する場
合、アクセスが許可されます。
ロールとロケールの定義は Cisco UCS Central でローカルに設定され、LDAP ディレクトリへの変
更に基づいて自動的に更新されません。 LDAP ディレクトリの LDAP グループを削除または名前
変更する場合は、変更によって Cisco UCS Central を更新することが重要です。
LDAP グループ マップは、次のロールとロケールのいずれかの組み合わせを含むように設定でき
ます。
• ロールのみ
• ロケールのみ
• ロールとロケールの両方
たとえば、特定の場所のサーバ管理者のグループを表す LDAP グループがあるとします。 LDAP
グループ マップは、server-profile と server-equipment などのユーザ ロールを含むように設定される
場合があります。 特定の場所のサーバ管理者へのアクセスを制限するために、ロケールを特定の
サイト名に設定できます。

（注）

Cisco UCS Central には、すぐに使用可能な多くのユーザ ロールが含まれていますが、ロケール
は含まれていません。 LDAP プロバイダー グループをロケールにマッピングするには、カス
タム ロケールを作成する必要があります。

LDAP グループ マップの作成
はじめる前に
• LDAP サーバで LDAP グループを作成します。
• LDAP サーバで LDAP グループの識別名を設定します。
• Cisco UCS Central でロケールを作成します（任意）。
• Cisco UCS Central でカスタム ロールを作成します（任意）。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開始
domain-group
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security # scope ldap

セキュリティLDAPモードを開始します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap # create
ldap-group group-dn

指定した DN 用の LDAP グループ マップ
を作成します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
指定されたロケールに LDAP グループを
/domain-group/security/ldap/ldap-group* マッピングします。
# create locale locale-name

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
指定されたロールにLDAPグループをマッ
/domain-group/security/ldap/ldap-group* ピングします。
# create role role-name

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコ
/domain-group/security/ldap/ldap-group* ミットします。
# commit-buffer

次に、DN にマッピングされた LDAP グループをマッピングし、ロケールを pacific に設定し、ロー
ルを admin に設定して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # create ldap-group
cn=security,cn=users,dc=lab,dc=com
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/ldap-group* # create locale pacific
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/ldap-group* # create role admin
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/ldap-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/ldap-group #

次の作業
LDAP グループ ルールを設定します。
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LDAP グループ マップの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイングループルートモードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下の
ドメイン グループを開始します。 ドメイ
ン グループ ルート モードを開始するに
は、/ を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security # scope ldap

セキュリティ LDAP モードを開始します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
指定した DN 用の LDAP グループ マップを
/domain-group/security/ldap # delete 削除します。
ldap-group group-dn

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、LDAP グループ マップを削除して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # delete ldap-group
cn=security,cn=users,dc=lab,dc=com
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap #

RADIUS プロバイダーの設定
RADIUS プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、Cisco UCS Central で定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。 個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ
の設定が含まれている場合、Cisco UCS でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。
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（注）

RADIUS ネイティブ認証は、このリリースではサポートされていません。また、ドメイン グ
ループ ルートおよびドメイン グループ下の Cisco UCS Central のポリシーの作成には使用でき
ません。 RADIUS は、Cisco UCS ドメイン のグローバル ポリシーの作成に使用される場合が
あります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
セキュリティ RADIUS モードを開始します。
/domain-group/security # scope radius

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/radius # set
retries retry-num

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
システムがサーバをダウン状態として通知す
/domain-group/security/radius* # set る前に、RADIUS サーバからの応答を待つ時
timeout seconds
間間隔を設定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/radius* #
commit-buffer

サーバをダウンとして通知する前に RADIUS
サーバとの通信を再試行する回数を設定しま
す。

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、RADIUS の再試行回数を 4 に設定し、タイムアウト間隔を 30 秒に設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope radius
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius # set retries 4
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius* # set timeout 30
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius #

次の作業
RADIUS プロバイダーを作成します。
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RADIUS プロバイダーの作成
Cisco UCS Central は最大 16 の RADIUS プロバイダーをサポートします。 RADIUS ネイティブ認
証は、このリリースではサポートされていません。また、ドメイングループルートおよびドメイ
ン グループ下の Cisco UCS Central のポリシーの作成には使用できません。 RADIUS は、Cisco UCS
ドメイン のグローバル ポリシーの作成に使用される場合があります。

はじめる前に
RADIUS サーバで、次の設定を行います。
• Cisco UCS Central のユーザ ロールとロケール情報を保持する属性でユーザを設定します。 こ
の属性について RADIUS スキーマを拡張するかどうかを選択できます。 スキーマを拡張しな
い場合は、既存の RADIUS 属性を使用して Cisco UCS ユーザ ロールとロケールを保持しま
す。 スキーマを拡張する場合は、cisco-avpair 属性などのカスタム属性を作成します。
シスコによる RADIUS の実装のベンダー ID は 009 であり、属性のベンダー ID は 001 です。
次の構文例は、cisco-avpair 属性を作成する場合に複数のユーザ ロールとロケールを指定する
方法を示しています。shell:roles="admin,aaa" shell:locales="L1,abc"。 複数の値を区切る
には、区切り文字としてカンマ「,」を使用します。
• クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アドレス
を追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発生し、シ
ステムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、リモート ユー
ザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべて、これらの IP ア
ドレスから送信されます。Cisco UCS Central によって使用されている仮想 IP アドレスではあ
りません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
セキュリティRADIUSモードを開始します。
/domain-group/security # scope radius
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
RADIUS サーバ インスタンスを作成し、セ
/domain-group/security/radius # create キュリティ RADIUS サーバ モードを開始し
server server-name
ます

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/radius/server* RADIUS サーバとの通信に使用するポート
# set authport authport-num
を指定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
RADIUS サーバ キーを設定します。 キー値
/domain-group/security/radius/server* を設定するには、set key コマンドを入力し
# set key
てから Enter キーを押し、プロンプトでキー
値を入力します。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/radius/server* このサーバが試行される順序を指定します。
# set order order-num

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/radius/server* サーバをダウンとして通知する前に RADIUS
# set retries retry-num
サーバとの通信を再試行する回数を設定し
ます。

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/radius/server* システムがサーバをダウン状態として通知
# set timeout seconds
する前に、RADIUS サーバからの応答を待
つ時間間隔を設定します。

ステップ 11

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/security/radius/server* トします。
# commit-buffer

次に、radiusserv7 という名前のサーバ インスタンスを作成し、認証ポートを 5858、キーを
radiuskey321、順序を 2、再試行回数を 4、タイムアウトを 30 にそれぞれ設定して、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope radius
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius # create server radiusserv7
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/server* # set authport 5858
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/server* # set key
Enter the key: radiuskey321
Confirm the key: radiuskey321
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/server* # set order 2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/server* # set retries 4
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/server* # set timeout 30
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/server* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/server #
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次の作業
• 1 つの RADIUS データベースを含む実装では、プライマリ認証サービスとして [RADIUS] を
選択します。
• 複数の RADIUS データベースを含む実装では RADIUS プロバイダーのグループを設定しま
す。

RADIUS プロバイダーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
セキュリティ RADIUS モードを開始しま
/domain-group/security # scope radius す。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
指定したサーバを削除します。
/domain-group/security/radius # delete
server serv-name

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/radius* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、radius1 という RADIUS サーバを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope radius
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius # delete server radius1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius #
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TACACS+ プロバイダーの設定
TACACS+ プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、Cisco UCS Central で定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。 個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ
の設定が含まれている場合、Cisco UCS でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

（注）

TACACS+ ネイティブ認証は、このリリースではサポートされていません。また、Cisco UCS
Central でのポリシーの作成には使用できません。 TACACS+ は、Cisco UCS ドメイン のグロー
バル ポリシーの作成に使用される場合があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # セキュリティ モードを開始します。
scope security

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security # scope
tacacs

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
TACACS+ サーバ キーを設定します。 キー値
/domain-group/security/tacacs # set を設定するには、set key コマンドを入力して
key
から Enter キーを押し、プロンプトでキー値
を入力します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
このサーバが試行される順序を指定します。
/domain-group/security/tacacs* # set
order order-num

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
システムがサーバをダウン状態として通知す
/domain-group/security/tacacs* # set る前に、TACACS+ サーバからの応答を待つ時
timeout seconds
間間隔を設定します。

セキュリティ TACACS+ モードを開始します。
TACACS+ 関連設定はドメイン グループ ルー
トと子ドメイン グループ下の Cisco UCS ドメ
インだけに適用されます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
TACACS+ サーバとの通信に使用するポートを
/domain-group/security/tacacs* # set 指定します。
port port-num

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/tacacs* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、キーを tacacskey321、順番を 4、タイムアウト間隔を 45 秒、認証ポートを 5859 にそれぞれ
設定してトランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope tacacs
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs # set key
Enter the key: tacacskey321
Confirm the key: tacacskey321
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs* # set order 4
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs* # set timeout 45
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs* # set port 5859
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs #

次の作業
TACACS+ プロバイダーを作成します。

TACACS+ プロバイダーの作成
Cisco UCS Central は最大 16 の TACACS+ プロバイダーをサポートします。 TACACS+ ネイティブ
認証は、このリリースではサポートされていません。また、Cisco UCS Central でのポリシーの作
成には使用できません。 TACACS+ は、Cisco UCS ドメイン のグローバル ポリシーの作成に使用
される場合があります。

はじめる前に
TACACS+ サーバで、次の設定を行います。
• cisco-av-pair 属性を作成します。 既存の TACACS+ 属性は使用できません。
cisco-av-pair 名は、TACACS+ プロバイダーの属性 ID を提供する文字列です。
次の構文例は、cisco-av-pair 属性を作成するときに複数のユーザ ロールとロケールを指定す
る方法を示しています。cisco-av-pair=shell:roles="admin aaa" shell:locales*"L1 abc"。
cisco-av-pair 属性構文でアスタリスク（*）を使用すると、ロケールがオプションとして指定
され、同じ認可プロファイルを使用する他のシスコ デバイスで認証の失敗を防ぐことができ
ます。 複数の値を区切るには、区切り文字としてスペースを使用します。
• クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アドレス
を追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発生し、シ
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ステムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、リモート ユー
ザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべて、これらの IP ア
ドレスから送信されます。Cisco UCS Central によって使用されている仮想 IP アドレスではあ
りません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
セキュリティ TACACS+ モードを開始しま
/domain-group/security # scope tacacs す。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
TACACS+ サーバ インスタンスを作成し、
/domain-group/security/tacacs # create セキュリティ TACACS+ サーバ モードを開
server server-name
始します

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/tacacs/server* TACACS+ サーバ キーを設定します。 キー
# set key
値を設定するには、set key コマンドを入力
してから Enter キーを押し、プロンプトで
キー値を入力します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/tacacs/server* このサーバが試行される順序を指定します。
# set order order-num

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/tacacs/server* システムがサーバをダウン状態として通知
# set timeout seconds
する前に、TACACS+ サーバからの応答を待
つ時間間隔を設定します。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
TACACS+ サーバとの通信に使用するポート
/domain-group/security/tacacs/server* を指定します。
# set port port-num

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/security/tacacs/server* トします。
# commit-buffer
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次に、tacacsserv680 という名前のサーバ インスタンスを作成し、キーを tacacskey321、順番を 4、
認証ポートを 5859 にそれぞれ設定してトランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope tacacs
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs # create server tacacsserv680
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/server* # set key
Enter the key: tacacskey321
Confirm the key: tacacskey321
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/server* # set order 4
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/server* # set timeout 45
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/server* # set port 5859
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/server* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/server #

次の作業
• 1 つの TACACS+ データベースを含む実装では、プライマリ認証サービスとして [TACACS+]
を選択します。
• 複数の TACACS+ データベースを含む実装では TACACS+ プロバイダーのグループを設定し
ます。

TACACS+ プロバイダーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
セキュリティ TACACS+ モードを開始しま
/domain-group/security # scope tacacs す。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
指定したサーバを削除します。
/domain-group/security/tacacs # delete
server serv-name

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/tacacs* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

Cisco UCS Central CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
70

OL-28306-01-J

複数の認証システムの設定

次に、tacacs1 という TACACS サーバを削除して、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope tacacs
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs # delete server TACACS1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs #

複数の認証システムの設定
複数の認証システム
Cisco UCS を設定して、次の機能を設定することによって複数の認証システムを使用できます。
• プロバイダー グループ
• 認証ドメイン
Cisco UCS Central GUI でプロバイダー グループと認証ドメインを設定すると、ucs- auth-domain
構文を使用して Cisco UCS Central CLI でシステムにログインできます。
リモート認証サービスで複数の認証ドメインおよびネイティブ認証が設定されている場合、次の
いずれかの構文例を使用して SSH または Putty でログインします。
Linux ターミナルから：
• ssh ucs-auth-domain\\username@Cisco UCS domain-ip-address
ssh ucs-example\\jsmith@192.0.20.11

• ssh -l ucs-auth-domain\\username {Cisco UCS domain-ip-address | Cisco UCS domain-host-name}
ssh -l ucs-example\\jsmith 192.0.20.11

• ssh {Cisco UCS domain-ip-address | Cisco UCS domain-host-name} -l ucs-auth-domain\\username
ssh 192.0.20.11 -l ucs-example\\jsmith

Putty クライアントから：
• Login as: ucs-auth-domain\\username
Login as: ucs-example\\jsmith

SSH クライアントから：
• Host Name: Cisco UCS domain-ip-address
User Name: ucs-auth-domain\\username
Host Name: 192.0.20.11
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User Name: ucs-example\\jsmith

プロバイダー グループ
プロバイダー グループは、認証プロセス中に Cisco UCS によって使用されるプロバイダーのセッ
トです。 Cisco UCS Central では、グループごとに最大 8 個のプロバイダーが許可された、最大 16
個のプロバイダー グループを作成できます。
認証中、プロバイダーグループ内のすべてのプロバイダーが順番に試行されます。設定されたす
べてのサーバが使用できない場合、または到達不能な場合、Cisco UCS Central は、ローカル ユー
ザ名とパスワードを使用して自動的にローカル認証方式にフォールバックします。

LDAP プロバイダー グループの作成
LDAP プロバイダーのグループを作成すると、複数の LDAP データベースを使用して認証を行う
ことができます。

（注）

単一の LDAP データベースでの認証では、LDAP プロバイダーのグループを設定する必要はあ
りません。

はじめる前に
1 つ以上の LDAP プロバイダーを作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルー
ト下のドメイングループを開始します。
ドメイン グループ ルート モードを開始
するには、/ を domain-group として入力
します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope
security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security #
scope ldap

セキュリティ LDAP モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap LDAP プロバイダー グループを作成し、
# create auth-server-group
認証サーバ グループの LDAP セキュリ
auth-server-group-name
ティ モードを開始します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
指定された LDAP プロバイダーを LDAP
/domain-group/security/ldap/auth-server-group* プロバイダー グループに追加し、サー
# create server-ref ldap-provider-name
バ参照認証サーバ グループの LDAP セ
キュリティ モードを開始します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
Cisco UCS がこのプロバイダーをユーザ
/domain-group/security/ldap/auth-server-group* の認証に使用する順序を指定します。
# set order order-num
有効な値には no-value と 0 ～ 16 が含ま
れ、値が小さいほど優先度が高いことを
示します。 順序を no-value に指定する
ことは、そのサーバ参照の優先度を最高
にするのと同じです。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコ
/domain-group/security/ldap/auth-server-group* ミットします。
# commit-buffer

次に、ldapgroup という LDAP プロバイダー グループを作成し、ldap1 および ldap2 という 2 つの
設定済みプロバイダーをプロバイダー グループに追加し、順序を設定して、トランザクションを
コミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # create auth-server-group ldapgroup
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/auth-server-group* # create server-ref ldap1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/auth-server-group/server-ref* # up
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/auth-server-group* # create server-ref ldap2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap/auth-server-group/server-ref #

次の作業
認証ドメインを設定するか、デフォルトの認証サービスを選択します。

LDAP プロバイダー グループの削除
はじめる前に
認証設定からプロバイダー グループを削除します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security # scope ldap

セキュリティ LDAP モードを開始します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap # delete
auth-server-group
auth-server-group-name

LDAP プロバイダー グループを削除しま
す。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/ldap* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、ldapgroup という LDAP プロバイダー グループを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap # delete auth-server-group ldapgroup
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/ldap #

RADIUS プロバイダー グループの作成
RADIUS プロバイダーのグループを作成すると、複数の RADIUS データベースを使用して認証を
行うことができます。

（注）

単一の RADIUS データベースでの認証では、RADIUS プロバイダーのグループを設定する必要
はありません。

はじめる前に
1 つ以上の RADIUS プロバイダーを作成します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開
始し、（任意で）ドメイン グループ
ルート下のドメイン グループを開始し
ます。 ドメイン グループ ルート モー
ドを開始するには、/ を domain-group
として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope
security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security #
scope radius

セキュリティ RADIUS モードを開始し
ます。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius RADIUS プロバイダー グループを作成
# create auth-server-group
し、認証サーバ グループの RADIUS セ
auth-server-group-name
キュリティ モードを開始します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
指定された RADIUS プロバイダーを
/domain-group/security/radius/auth-server-group* RADIUS プロバイダー グループに追加
# create server-ref ldap-provider-name
し、サーバ参照認証サーバ グループの
RADIUS セキュリティ モードを開始し
ます。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
Cisco UCS がこのプロバイダーをユー
/domain-group/security/radius/auth-server-group* ザの認証に使用する順序を指定しま
# set order order-num
す。
有効な値には no-value と 0 ～ 16 が含ま
れ、値が小さいほど優先度が高いこと
を示します。 順序を no-value に指定す
ることは、そのサーバ参照の優先度を
最高にするのと同じです。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定に
/domain-group/security/radius/auth-server-group* コミットします。
# commit-buffer

次に、radiusgroup という RADIUS プロバイダー グループを作成し、radius1 および radius2 という
2 つの設定済みプロバイダーをプロバイダー グループに追加し、順序を設定して、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
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UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope radius
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius # create auth-server-group radiusgroup
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/auth-server-group* # create server-ref radius1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/auth-server-group/server-ref* # up
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/auth-server-group* # create server-ref radius2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius/auth-server-group/server-ref #

次の作業
認証ドメインを設定するか、デフォルトの認証サービスを選択します。

RADIUS プロバイダー グループの削除
認証設定からプロバイダー グループを削除します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
セキュリティ RADIUS モードを開始しま
/domain-group/security # scope radius す。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
RADIUS プロバイダー グループを削除し
/domain-group/security/radius # delete ます。
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/radius* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、radiusgroup という RADIUS プロバイダー グループを削除し、トランザクションをコミット
する例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope radius
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius # delete auth-server-group radiusgroup
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UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/radius #

TACACS+ プロバイダー グループの作成
TACACS+ プロバイダーのグループを作成すると、複数の TACACS+ データベースを使用して認
証を行うことができます。

（注）

単一の TACACS+ データベースでの認証では、TACACS+ プロバイダーのグループを設定する
必要はありません。

はじめる前に
TACACS+ プロバイダーを作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開
始し、（任意で）ドメイン グループ
ルート下のドメイン グループを開始し
ます。 ドメイン グループ ルート モー
ドを開始するには、/ を domain-group
として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope
security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security #
scope tacacs

セキュリティ TACACS+ モードを開始
します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs TACACS+ プロバイダー グループを作
# create auth-server-group
成し、認証サーバ グループの
auth-server-group-name
TACACS+ セキュリティ モードを開始
します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
指定された TACACS+ プロバイダーを
/domain-group/security/tacacs/auth-server-group* TACACS+ プロバイダー グループに追
# create server-ref ldap-provider-name
加し、サーバ参照認証サーバ グループ
の TACACS+ セキュリティ モードを開
始します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
Cisco UCS がこのプロバイダーをユー
/domain-group/security/tacacs/auth-server-group* ザの認証に使用する順序を指定しま
# set order order-num
す。
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コマンドまたはアクション

目的
有効な値には no-value と 0 ～ 16 が含ま
れ、値が小さいほど優先度が高いこと
を示します。 順序を no-value に指定す
ることは、そのサーバ参照の優先度を
最高にするのと同じです。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定に
/domain-group/security/tacacs/auth-server-group* コミットします。
# commit-buffer

次に、tacacsgroup という TACACS+ プロバイダー グループを作成し、tacacs1 および tacacs2 とい
う 2 つの設定済みプロバイダーをプロバイダー グループに追加し、順序を設定して、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope tacacs
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs # create auth-server-group tacacsgroup
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/auth-server-group* # create server-ref tacacs1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # up
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/auth-server-group* # create server-ref tacacs2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs/auth-server-group/server-ref #

次の作業
認証ドメインを設定するか、デフォルトの認証サービスを選択します。

TACACS+ プロバイダー グループの削除
認証設定からプロバイダー グループを削除します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
セキュリティ TACACS+ モードを開始しま
/domain-group/security # scope tacacs す。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
TACACS+ プロバイダー グループを削除し
/domain-group/security/tacacs # delete ます。
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/tacacs* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、tacacsgroup という TACACS+ プロバイダー グループを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope tacacs
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs # delete auth-server-group tacacsgroup
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/tacacs #

認証ドメイン
認証ドメインは、複数の認証システムを活用するために Cisco UCS ドメインによって使用されま
す。各認証ドメインは、ログイン中に指定および設定されます。認証ドメインを指定しないと、
デフォルトの認証サービス設定が使用されます。
最大 8 個の認証ドメインを作成できます。 各認証ドメインは、Cisco UCS ドメイン内のプロバイ
ダー グループと領域に関連付けられています。 プロバイダー グループが指定されていない場合
は、領域内のすべてのサーバが使用されます。

（注）

LDAP の認証ドメインは、このリリースの Cisco UCS Central ではサポートされていません。
ただし、認証ドメインは、Cisco UCS Central ドメイン グループ ルートから管理対象 Cisco UCS
ドメインでサポートされています。
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認証ドメインの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始し
ます。

ステッ
プ2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モー
ドを開始し、（任意で）ドメイ
ン グループ ルート下のドメイ
ン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モード
を開始するには、/ を
domain-group として入力しま
す。

ステッ
プ3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security

セキュリティ モードを開始しま
す。

ステッ
プ4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope auth-realm 認証レルム モードを開始しま
す。

ステッ
プ5

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm # create 認証ドメインを作成し、認証ド
auth-domain domain-name
メイン モードを開始します。
Radius 関連設定はドメイン グ
ループ ルートと子ドメイン グ
ループ下の Cisco UCS ドメイン
だけに適用されます。
（注）

優先する認証プロトコ
ルとして RADIUS を使
用するシステムの場
合、認証ドメイン名は
ユーザ名の一部と見な
され、ローカルに作成
されたユーザ名の 32
文字の制限に対して考
慮されます。 Cisco
UCSはフォーマット用
に 5 文字を挿入するた
め、認証はユーザ名と
ドメイン名を組み合わ
せた合計が 27 文字を
超えると失敗します。
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ステッ
プ6

コマンドまたはアクション

目的

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/auth-realm/auth-domain* # set
refresh-period seconds

（任意）
Web クライアントが Cisco UCS
Central に接続するとき、Web
セッションをアクティブに保つ
ため、クライアントは Cisco
UCS Central に更新要求を送信す
る必要があります。 このオプ
ションは、このドメインのユー
ザについてリフレッシュ要求間
に許容される最大時間を指定し
ます。
この時間制限を超えると、Cisco
UCS Central は Web セッション
を非アクティブであると見なし
ますが、セッションの終了は行
いません。
60 ～ 172800 の整数を指定しま
す。 デフォルトは 600 秒です。

ステッ
プ7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/auth-realm/auth-domain* # set
session-timeout seconds

（任意）
Cisco UCS Central が Web セッ
ションを終了したと見なすまで
に、最後の更新要求の後、経過
できる最大時間。 この時間制限
を超えた場合、Cisco UCS
Central は自動的に Web セッショ
ンを終了します。
60 ～ 172800 の整数を指定しま
す。 デフォルトは 7200 秒で
す。

ステッ
プ8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/auth-realm/auth-domain* # create
default-auth

ステッ
プ9

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/auth-realm/auth-domain/default-auth* 指定した認証ドメインにプロバ
# set auth-server-group auth-serv-group-name
イダー グループを指定します。

ステッ
プ 10

UCSC(policy-mgr)
指定した認証ドメインにレルム
/domain-group/security/auth-realm/auth-domain/default-auth* を指定します。
# set realm {ldap | local | radius | tacacs}

（任意）
選択した認証ドメインのデフォ
ルト認証を作成します。
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ 11

目的

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの
/domain-group/security/auth-realm/auth-domain/default-auth* 設定にコミットします。
# commit-buffer

次に、Web リフレッシュ期間を 3600 秒（1 時間）、セッション タイムアウト期間を 14400 秒（4
時間）にそれぞれ設定した domain1 という名前の認証ドメインを作成し、ldapgroup1 内のプロバ
イダーを使用するよう domain1 を設定し、レルム タイプを ldap に設定して、トランザクションを
コミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope auth-realm
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm # create auth-domain domain1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/auth-domain* # set refresh-period 3600
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/auth-domain* # set session-timeout 14400
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/auth-domain* # create default-auth
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/auth-domain/default-auth* # set
auth-server-group ldapgroup1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/auth-domain/default-auth* # set realm
ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/auth-domain/default-auth* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/auth-domain/default-auth #

プライマリ認証サービスの選択
コンソール認証サービスの選択
はじめる前に
システムでリモート認証サービスが使用されている場合は、その認証サービスに対するプロバイ
ダーを作成します。 システムが Cisco UCS を介してローカル認証のみを使用する場合は、最初に
プロバイダーを作成する必要はありません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開
始し、（任意で）ドメイン グループ
ルート下のドメイン グループを開始し
ます。 ドメイン グループ ルート モー
ドを開始するには、/ を domain-group
として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope
security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/security #
scope auth-realm

認証レルム セキュリティ モードを開
始します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/auth-realm # scope
console-auth

コンソール認証セキュリティ モードを
開始します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
コンソール認証を指定します。
/domain-group/security/auth-realm/console-auth auth-type 引数は次のいずれかのキー
# set realm auth-type
ワードです。
• ldap：LDAP 認証を指定します
• local：ローカル認証を指定します
• none：ローカルユーザがパスワー
ドを指定せずにログインできるよ
うにします
• radius：RADIUS 認証を指定しま
す
• tacacs：TACACS+ 認証を指定し
ます

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
関連付けられたプロバイダー グループ
/domain-group/security/auth-realm/console-auth* （存在する場合）。
# set auth-server-group auth-serv-group-name

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定に
/domain-group/security/auth-realm/console-auth* コミットします。
# commit-buffer

次に、LDAP に認証を設定し、コンソール認証プロバイダー グループを provider1 に設定して、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope auth-realm
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm # scope console-auth
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/console-auth # set realm local
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/console-auth* # set auth-server-group
provider1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/console-auth* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm/console-auth #
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デフォルトの認証サービスの選択
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2 UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルー
ト下のドメイン グループを開始します。
ドメイン グループ ルート モードを開始
するには、/ を domain-group として入力
します。

ステップ 3 UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope
security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4 UCSC(policy-mgr) /domain-group/security #
scope auth-realm

認証レルム セキュリティ モードを開始
します。

ステップ 5 UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/auth-realm # scope
default-auth

デフォルト認証セキュリティ モードを開
始します。

ステップ 6 UCSC(policy-mgr)
デフォルト認証を指定します。auth-type
/domain-group/security/auth-realm/default-auth は次のキーワードのいずれかです。
# set realm auth-type
• ldap：LDAP 認証を指定します
• local：ローカル認証を指定します
• none：ローカル ユーザがパスワー
ドを指定せずにログインできるよう
にします
• radius：RADIUS 認証を指定します
• tacacs：TACACS+ 認証を指定しま
す
ステップ 7 UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/auth-realm/default-auth* 関連付けられたプロバイダー グループ
# set auth-server-group auth-serv-group-name （存在する場合）。
ステップ 8 UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/auth-realm/default-auth* Web クライアントが Cisco UCS Central に
# set refresh-period seconds
接続するとき、Web セッションをアク
ティブに保つため、クライアントは Cisco
UCS Central に更新要求を送信する必要が
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コマンドまたはアクション

目的
あります。 このオプションは、このドメ
インのユーザについてリフレッシュ要求
間に許容される最大時間を指定します。
この時間制限を超えると、Cisco UCS
Central は Web セッションを非アクティ
ブであると見なしますが、セッションの
終了は行いません。

ステップ 9 UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/security/auth-realm/default-auth* Cisco UCS Central が Web セッションを終
# set session-timeout seconds
了したと見なすまでに、最後の更新要求
の後、経過できる最大時間。 この時間制
限を超えた場合、Cisco UCS Central は自
動的に Web セッションを終了します。
60 ～ 172800 の整数を指定します。 デ
フォルトは 7200 秒です。
ステッ
プ 10

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコ
/domain-group/security/auth-realm/default-auth* ミットします。
# commit-buffer

次に、デフォルト認証を LDAP、デフォルト認証プロバイダー グループを provider1、リフレッ
シュ期間を 7200 秒（2 時間）、セッション タイムアウト時間を 28800 秒（8 時間）にそれぞれ設
定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope auth-realm
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm # scope default-auth
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/default-auth # set realm ldap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/default-auth* # set auth-server-group provider1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/default-auth* # set refresh-period 7200
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/default-auth* # set session-timeout 28800
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/default-auth* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/default-auth #

リモート ユーザのロール ポリシー
デフォルトでは、ユーザ ロールが Cisco UCS Central で設定されていない場合、LDAP プロトコル
（このリリースでは RADIUS および TACACS+ 認証を除く）を使用して、リモート サーバから
Cisco UCS Central にログインしたすべてのユーザに読み取り専用アクセス権が付与されます。
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（注）

RADIUS、TACACS+、および LDAP 認証は、ローカルに管理された Cisco UCS ドメインでサ
ポートされています。
リモート ユーザのロール ポリシーは、次の方法で設定できます。
• assign-default-role
ユーザ ロールに基づいて、Cisco UCS Central へのユーザ アクセスを制限しません。 その他
のユーザ ロールが Cisco UCS Central で定義されていない限り、読み取り専用アクセス権がす
べてのユーザに付与されます。
これはデフォルトの動作です。
• no-login
ユーザ ロールに基づいて、Cisco UCS Central へのユーザ アクセスを制限します。 リモート
認証システムにユーザ ロールが割り当てられていない場合、アクセスが拒否されます。
セキュリティ上の理由から、Cisco UCS Central で確立されたユーザ ロールに一致するユーザへの
アクセスを制限するのが望ましい場合があります。

リモート ユーザのロール ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン
グループ ルート モードを開始するには、/
を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security # scope
auth-realm

認証レルム セキュリティ モードを開始しま
す。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
Cisco UCS Central へのユーザ アクセスが
/domain-group/security/auth-realm # set ユーザ ロールに基づいて制限されるかどう
remote-user default-role
かを指定します。
{assign-default-role | no-login}

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/security/auth-realm* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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次に、リモートユーザのロールポリシーを設定し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope security
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security # scope auth-realm
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm # set remote-user default-role
assign-default-role
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/security/auth-realm #
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章

ロールベースアクセスコントロールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
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章

DNS サーバの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• DNS ポリシー, 91 ページ
• DNS ポリシーの設定, 91 ページ
• DNS ポリシーの削除, 93 ページ
• DNS ポリシーの DNS サーバの設定, 93 ページ
• DNS ポリシーからの DNS サーバの削除, 94 ページ

DNS ポリシー
Cisco UCS Central は、DNS サーバおよびドメイン名を定義するグローバル DNS ポリシーをサポー
トしています。 登録済み Cisco UCS ドメインでは、そのドメインのポリシー解決コントロール内
で DNS 管理をグローバルに定義するようにしている場合、DNS 管理について Cisco UCS Central
への登録に従うことになります。

DNS ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ ルート下でドメイン グループの DNS ポリシーを設定する前に、最初にこのポ
リシーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムに
よってすでに作成されており、設定できる状態です。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # （任意）
scope dns-config
先にドメイン グループ ルートにスコープして
いる場合、ドメイングループルートからデフォ
ルト DNS ポリシーのコンフィギュレーション
モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group # （任意）
create dns-config
先にドメイン グループにスコープしている場
合、そのドメイン グループの DNS ポリシーを
作成します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
DNS ドメイン名を定義します。
/domain-group/dns-config* # set
domain-name server-domain-name

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/dns-config* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、ドメイン グループ ルート（デフォルトで DNS ポリシーが存在する）にスコープし、DNS
ドメイン名を dnsdomain と定義し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope dns-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # set domain-name dnsdomain
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、そのドメイン グループの DNS ポリシー
を作成し、DNS ドメイン名を dnsdomain と定義し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create dns-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # set domain-name dnsdomain
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #
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DNS ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト DNS ポリシーはドメイン グルー
プ ルート下では削除できません。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group そのドメイン グループの DNS ポリシーを削除
# delete dns-config
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムの設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープしてそのドメイン グループの DNS ポリシー
を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # delete dns-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #

DNS ポリシーの DNS サーバの設定
はじめる前に
DNS ポリシーを設定します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
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コマンドまたはアクション

目的
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # ドメイン グループ ルートまたはスコープされ
scope dns-config
たドメイン グループから、既存の DNS ポリ
シーのコンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
DNS サーバ インスタンスを作成します。
/domain-group/dns-config # create
dns server-IP-address

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/dns-config* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、0.0.0.0 という名前の DNS サーバ インスタンスを
作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope dns-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # create dns 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、0.0.0.0 という名前の DNS サーバ インス
タンスを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope dns-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # create dns 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #

DNS ポリシーからの DNS サーバの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # ドメイン グループ ルートまたはスコープされ
scope dns-config
たドメイン グループから、既存の DNS ポリ
シーのコンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
DNS サーバ インスタンスを削除します。
/domain-group/dns-config # delete
dns server-IP-address

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/dns-config* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、0.0.0.0 という名前の DNS サーバ インスタンスを
削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope dns-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # delete dns 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、0.0.0.0 という名前の DNS サーバ インス
タンスを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope dns-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group # delete dns 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/domain-group #

Cisco UCS Central CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
OL-28306-01-J

95

DNS ポリシーからの DNS サーバの削除

Cisco UCS Central CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
96

OL-28306-01-J

第

III

部

ネットワーク設定
• MAC プールの設定, 99 ページ

第

8

章

MAC プールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• MAC プール, 99 ページ
• MAC プールの作成, 100 ページ
• MAC プールの削除, 101 ページ

MAC プール
MAC プールは、ネットワーク ID（MAC アドレス）の集まりです。MAC アドレスはレイヤ 2 環
境では一意で、サーバの vNIC に割り当てることができます。 Cisco UCS Central で作成された
MAC プールは、Cisco UCS ドメイン間で共有できます。 サービス プロファイルで MAC プールを
使用する場合、サービス プロファイルに関連付けられたサーバで使用される MAC アドレスを手
動で設定する必要はありません。
マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、この MAC プールが特
定のアプリケーションまたはビジネス サービスでのみ使用できるようにすることができます。
Cisco UCS Central は、名前解決ポリシーを使用してプールから MAC アドレスを割り当てます。
サーバに MAC アドレスを割り当てるには、vNIC ポリシーに MAC プールをインクルードする必
要があります。 次に、vNIC ポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービス プロファイル内
に取り込まれます。
独自の MAC アドレスを指定することもできますし、シスコにより提供された MAC アドレスのグ
ループを使用することもできます。
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MAC プールの作成
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org 指定した組織の組織モードを開始します。 ルート組
org-name
織モードを開始するには、org-name に / と入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org #
create mac-pool pool-name

指定された名前で MAC プールを作成し、組織 MAC
プール モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/org/mac-pool # set descr
description

（任意）
MAC プールの説明を記入します。

ステップ 5

Policy Manager モードを開始します。

（注）

UCSC(policy-mgr)
MAC アドレス ブロック（範囲）を作成し、組織 MAC
/org/mac-pool # create block プール ブロック モードを開始します。 MAC アドレ
first-mac-addr last-mac-addr ス範囲の最初と最後のアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn
形式を使用して指定する必要があります。アドレス間
はスペースで区切ります。
（注）

ステップ 6

説明にスペース、特殊文字、または句読点
が含まれている場合、説明を引用符で括る
必要があります。 引用符は、show コマンド
出力の説明フィールドには表示されません。

UCSC(policy-mgr)
/org/mac-pool/block #
commit-buffer

MAC プールには、複数の MAC アドレス ブ
ロックを含めることができます。 複数の
MAC アドレス ブロックを作成するには、
組織 MAC プール モードから複数の create
block コマンドを入力します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
（注）

別のプールを作成する場合は、5 秒以上待
ちます。

次に、GPool1 という名前の MAC プールを作成し、プールの説明を記入し、プールに使用される
サフィックスのブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # create mac-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org/mac-pool* # set descr "This is MAC pool GPool1"
UCSC(policy-mgr) /org/mac-pool* # create block 00:A0:D7:42:00:01 00:A0:D7:42:01:00
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UCSC(policy-mgr) /org/mac-pool/block* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org/mac-pool/block #

次の作業
MAC プールは、vNIC テンプレートにインクルードします。

MAC プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org # delete
mac-pool pool-name

指定された MAC プールを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /org/ #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
（注）

別のプールを削除する場合は、5 秒
以上待ちます。

次に、GPool1 という名前の MAC プールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # delete mac-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org #
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WWN プールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• WWN プール, 105 ページ
• WWN プールの作成, 106 ページ
• WWN プールの削除, 109 ページ

WWN プール
WWN プールは、Cisco UCS ドメイン内のファイバ チャネル vHBA で使用される WWN の集合で
す。 Cisco UCS Central で作成された WWN プールは、Cisco UCS ドメイン間で共有できます。 次
の独立したプールを作成します。
• サーバに割り当てられる WW ノード名
• vHBA に割り当てられる WW ポート名
• WW ノード名と WW ポート名の両方

重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリックで
Cisco UCS WWNN と WWPN を確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX の WWN プレフィックスを使用することをお勧めします。
サービス プロファイルで WWN プールを使用する場合は、サービス プロファイルに関連付けられ
たサーバで使用される WWN を手動で設定する必要はありません。 複数のテナントを実装するシ
ステムでは、WWN プールを使用して、各組織で使用される WWN を制御できます。
WWN をブロック単位でプールに割り当てます。
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WWNN プール
WWNN プールは、WW ノード名だけを含む WWN プールです。 サービス プロファイルに WWNN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールから WWNN が割り当てられま
す。
WWPN プール
WWPN プールは、WW ポート名だけを含む WWN プールです。 サービス プロファイルに WWPN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバの各vHBA上のポートには、そのプールからWWPN
が割り当てられます。
WWxN プール
WWxN プールは、WW ノード名および WW ポート名の両方を含む WWN プールです。 ノードご
とに WWxN プールで作成されるポート数を指定できます。 WWxN プールのプール サイズは、
ノードごとのポートに 1 を加えた数の倍数である必要があります。 たとえば、ノードごとに 7 個
のポートがある場合、プール サイズは 8 の倍数である必要があります。 ノードごとに 63 個のポー
トがある場合、プール サイズは、64 の倍数である必要があります。

WWN プールの作成
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリックで
Cisco UCS WWNN と WWPN を確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX の WWN プレフィックスを使用することをお勧めします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2 UCSC(policy-mgr)# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。 ルート組
織モードを開始するには、org-name に / と入力しま
す。

ステップ 3 UCSC(policy-mgr) /org # create 指定された名前と目的で WWN プールを作成し、組
wwn-pool wwn-pool-name
織 WWN プール モードを開始します。 次のいずれか
{node-and-port-wwn-assignment になります。
| node-wwn-assignment |
• node-and-port-wwn-assignment：ワールド ワイ
port-wwn-assignment}
ド ノード名（WWNN）およびワールド ワイド
ポート名（WWPN）の両方を含む WWxN プー
ルを作成します。
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コマンドまたはアクション

目的
• node-wwn-assignment：WWNN のみを含む
WWNN プールを作成します。
• port-wwn-assignment：WWPN のみを含む WWPN
プールを作成します。

ステップ 4 UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool （任意）
# set descr description
WWN プールの説明を記入します。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句読点
が含まれている場合、説明を引用符で括る
必要があります。 引用符は、show コマン
ド出力の説明フィールドには表示されませ
ん。

ステップ 5 UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool （任意）
# set descr description
WWN プールの説明を記入します。
（注）

ステップ 6 UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool
# set max-ports-per-node
{15-ports-per-node |
3-ports-per-node |
31-ports-per-node |
63-ports-per-node |
7-ports-per-node}

説明にスペース、特殊文字、または句読点
が含まれている場合、説明を引用符で括る
必要があります。 引用符は、show コマン
ド出力の説明フィールドには表示されませ
ん。

WWxN プールの場合、このプール内の各ノード名に
割り当てることができるポートの最大数。 デフォル
ト値は 3-ports-per-node です。
（注）

WWxN プールのプール サイズは、ノード
ごとのポートに 1 を加えた数の倍数である
必要があります。 たとえば、
7-ports-per-node を指定する場合、プール
サイズは 8 の倍数である必要があります。
63-ports-per-node を指定する場合、プール
サイズは 64 の倍数である必要があります。

ステップ 7 UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool WWN ブロック（範囲）を作成し、組織 WWN プー
# create block first-wwn last-wwn ル ブロック モードを開始します。 アドレス範囲の最
初と最後の WWN を nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn 形式で
指定する必要があります。WWN 間はスペースで区
切ります。
（注）

WWN プールには、複数の WWN ブロック
を含めることができます。 複数の WWN
ブロックを作成するには、組織 WWN プー
ル モードから複数の create block コマンド
を入力します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 8 UCSC(policy-mgr)
/org/wwn-pool/block # exit

目的
組織 WWN プール ブロック モードを終了します。

ステップ 9 UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool WWNN または WWPN プール用の単一イニシエータ
# create initiator wwn wwn
を作成し、組織 WWN プール イニシエータ モードを
開始します。 イニシエータを nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn
形式を使用して指定する必要があります。
（注）

ステッ
プ 10

UCSC(policy-mgr)
/org/iqn-pool/block #
commit-buffer

WWNN または WWPN プールは複数のイニ
シエータを含むことができます。 複数のイ
ニシエータを作成するには、組織 WWN
プール モードから複数の create initiator コ
マンドを入力します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
（注）

別のプールを作成する場合は、5 秒以上待
ちます。

次に、GPool1 という名前の WWNN プールを作成し、プールの説明を記入し、プールに使用され
る WWN とイニシエータのブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) # scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # create wwn-pool GPool1 node-wwn-assignment
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWNN pool"
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:01
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool/block* # exit
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool* # create initiator 23:00:00:05:AD:1E:02:00
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool/initiator* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool/initiator #

次に、GPool1 という名前の WWxN プールを作成し、プールの説明を記入し、ノードあたりのポー
ト数を 7 を指定し、プールに使用される 8 個の WWN からなるブロックを指定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # create wwn-pool GPool1 node-and-port-wwn-assignment
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWxN pool"
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool* # set max-ports-per-node 7-ports-per-node
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:08
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool/block* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org/wwn-pool/block #

次の作業
• WWPN プールは、vHBA テンプレートにインクルードします。
• WWNN プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。
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• WWxN プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。

WWN プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org # delete
wwn-pool wwn-pool-name

指定された WWN プールを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /org #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
（注）

別のプールを削除する場合は、5 秒
以上待ちます。

次に、GPool1 という名前の WWNN プールを削除し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) # scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # delete wwn-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org #
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第

10

章

サーバ関連プールの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• IP プールの設定, 113 ページ
• IQN プールの設定, 116 ページ
• UUID 接尾辞プールの設定, 119 ページ

IP プールの設定
IP プール
IP プールは、IP アドレスの集合です。 次のいずれかの方法で、Cisco UCS Central で IP プールを
使用できます。
• Cisco UCS Manager サーバの外部管理。
• iSCSI ブート イニシエータ。
• Cisco UCS Manager の外部管理および iSCSI ブート イニシエータの両方。

（注）

IP プールには、サーバまたはサービス プロファイルの静的 IP アドレスとして割り当てられて
いるどの IP アドレスも含まれていてはなりません。
同じ IP アドレスが 2 つの異なる Cisco UCS ドメインに割り当てられた場合は、障害が発生しま
す。 同じ IP アドレスを使用する場合は、[scope] プロパティを使用して、ブロック内の IP アドレ
スがパブリックとプライベートのどちらであるかを指定できます。
• [public]：ブロック内の IP アドレスを 1 つの登録済み Cisco UCS ドメインのみに割り当てる
ことができます。
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• [private]：ブロック内の IP アドレスを複数の Cisco UCS ドメインに割り当てることができま
す。
Cisco UCS Central は、デフォルトでパブリック IP プールを作成します。
グローバル IP プールは、同様の地理的な場所で使用する必要があります。 IP アドレッシング ス
キームが異なる場合は、これらのサイトに同じ IP プールを使用できません。

IP プールの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。 ルート
組織モードを開始するには、org-name に / と入力
します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org # create 指定された名前で IP プールを作成し、組織 IP プー
ip-pool pool-name
ル モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool # （任意）
set descr description
IP プールの説明を記入します。
（注）

ステップ 5

UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool # IP アドレス ブロック（範囲）を作成し、組織 IP
create block first-ip-addr
プール ブロック モードを開始します。 アドレス
last-ip-addr gateway-ip-addr
範囲の最初と最後の IP アドレス、ゲートウェイ
subnet-mask
IP アドレス、およびサブネット マスクを指定しま
す。
（注）

ステップ 6

説明にスペース、特殊文字、または句読
点が含まれている場合、説明を引用符で
括る必要があります。 引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示
されません。

IP プールには、複数の IP ブロックを含
めることができます。 複数のブロック
を作成するには、組織 IP プール モード
から複数の create block コマンドを入力
します。

UCSC(policy-mgr)
プライマリ DNS とセカンダリ DNS の IP アドレス
/org/ip-pool/block # set primdns を指定します。
ip-address secdns ip-address
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/org/ip-pool/block #set scope
{private | public}

IP アドレスがプライベートかパブリックかを指定
します。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/org/ip-pool/block #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。
（注）

別のプールを作成する場合は、5 秒以上
待ちます。

次に、GPool1 という名前の IP プールを作成し、プールの説明を記入し、IP アドレス ブロックお
よびプールで使用されるプライマリとセカンダリの IP アドレスを指定し、プールをプライベート
に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # create ip-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool* # set descr "This is IP pool GPool1"
UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool* # create block 192.168.100.1 192.168.100.200 192.168.100.10
255.255.255.0
UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool/block* # set primdns 192.168.100.1 secdns 192.168.100.20
UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool/block* # set scope private
UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org/ip-pool/block #

次の作業
IP プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルードしま
す。

IP プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org # delete
ip-pool pool-name

指定された IP プールを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /org #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
（注）

別のプールを削除する場合は、5 秒
以上待ちます。

次に、GPool1 という名前の IP プールを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # delete ip-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org #

IQN プールの設定
IQN プール
IQN プールは、Cisco UCS ドメイン内の iSCSI vNIC によって発信側 ID として使用される iSCSI 修
飾名（IQN）の集合です。 Cisco UCS Central で作成された IQN プールは、Cisco UCS ドメイン間
で共有できます。
IQN プール メンバーの形式は、prefix:suffix:numberであり、接頭辞、接尾辞、および番号のブロッ
ク（範囲）を指定できます。
IQN プールは、番号の範囲と接尾辞は異なるものの、同じ接頭辞を共有する複数の IQN ブロック
を含むことができます。

IQN プールの作成
（注）

大部分の場合、IQN の最大サイズ（プレフィックス + サフィックス + 追加文字）は 223 文字で
す。 Cisco UCS NIC M51KR-B アダプタを使用する場合、IQN のサイズを 128 文字に制限する
必要があります。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCSC# connect
policy-mgr

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope 指定した組織の組織モードを開始します。 ルート組織モー
org org-name
ドを開始するには、org-name に / と入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org # 指定された名前で IQN プールを作成し、組織 IQN プール
create iqn-pool pool-name モードを開始します。

Policy Manager モードを開始します。

この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 以
下を除く特殊文字やスペースは使用できません。-（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および . （ピ
リオド）。また、オブジェクトを保存した後に、この名前
を変更できません。
ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/org/iqn-pool # set
iqn-prefix prefix

IQN ブロック メンバーのプレフィックスを指定します。
アダプタ カードによって制限されない限り、プレフィッ
クスには最大 150 文字を使用できます。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/org/iqn-pool # set descr
description

（任意）
IQN プールの説明を記入します。
256 文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バッ
クスラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=
（等号）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、および
'（一重引用符）以外のすべての文字またはスペースを使用
できます。
（注）

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/org/iqn-pool # create
block suffix from to

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含
まれている場合、説明を引用符で括る必要があ
ります。 引用符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

IQN ブロック（範囲）を作成し、組織 IQN プール ブロッ
ク モードを開始します。 ベース サフィックス、サフィッ
クス開始番号、およびサフィックス終了番号を指定する必
要があります。 最終的な IQN プール メンバーは
prefix:suffix:number という形式になります。 サフィックス
は最大 64 文字まで使用できます。
（注）

IQN プールには、複数の IQN ブロックを含める
ことができます。 複数のブロックを作成するに
は、組織 IQN プール モードから複数の create
block コマンドを入力します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/org/iqn-pool/block #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットします。
（注）

別のプールを作成する場合は、5 秒以上待ちま
す。

次に、GPool1 という名前の IQN プールを作成し、プールの説明を記入し、プールに使用されるプ
レフィックスおよびサフィックス ブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # create iqn-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org/iqn-pool* # set iqn-prefix iqn.alpha.com
UCSC(policy-mgr) /org/iqn-pool* # set descr "This is IQN pool GPool1"
UCSC(policy-mgr) /org/iqn-pool* # create block beta 3 5
UCSC(policy-mgr) /org/iqn-pool/block* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org/iqn-pool/block #

次の作業
IQN 接尾辞プールをサービス プロファイルまたはテンプレートのいずれか一方、または両方に含
めます。

IQN プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

Cisco UCS Central CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
118

OL-28306-01-J

UUID 接尾辞プールの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org # delete
iqn-pool pool-name

指定された IQN プールを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /org #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
（注）

別のプールを削除する場合は、5 秒
以上待ちます。

次に、GPool1 という名前の IQN プールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # delete iqn-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org #

UUID 接尾辞プールの設定
UUID 接尾辞プール
UUID 接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOS UUID の集まりです。 UUID
の接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。 残りの桁で構成される UUID 接尾辞は変数で
す。 UUID 接尾辞プールは、競合を避けるため、その特定のプールを使用するサービス プロファ
イルに関連付けられたサーバごとに、これらの変数値が固有であることを保証します。
サービス プロファイルで UUID 接尾辞プールを使用する場合、サービス プロファイルに関連付け
られたサーバの UUID を手動で設定する必要はありません。 Cisco UCS Central からのグローバル
UUID 接尾辞プールを Cisco UCS Central または Cisco UCS Manager 内のサービス プロファイルに
割り当てることにより、それらを Cisco UCS ドメイン間で共有できます。

UUID 接尾辞プールの作成
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org 指定した組織の組織モードを開始します。 ルート組織
org-name
モードを開始するには、org-name に / と入力します。

Policy Manager モードを開始します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org #
create uuid-suffix-pool
pool-name

指定された名前で UUID 接尾辞プールを作成し、組織
の UUID 接尾辞プール モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/org/uuid-suffix-pool # set
descr description

（任意）
UUID サフィックス プールの説明を記入します。

ステップ 5

（注）

UCSC(policy-mgr)
UUID サフィックス ブロック（範囲）を作成し、組織
/org/uuid-suffix-pool # create UUID サフィックス プール ブロック モードを開始し
block first-uuid last-uuid
ます。 nnnn-nnnnnnnnnnnn 形式を使用してブロック内
の最初と最後の UUID サフィックスを指定する必要が
あります。UUID サフィックス間はスペースで区切り
ます。
（注）

ステップ 6

説明にスペース、特殊文字、または句読点が
含まれている場合、説明を引用符で括る必要
があります。 引用符は、show コマンド出力
の説明フィールドには表示されません。

UCSC(policy-mgr)
/org/uuid-suffix-pool/block #
commit-buffer

UUID サフィックス プールには、複数の
UUID サフィックス ブロックを含めることが
できます。 複数の UUID サフィックス ブ
ロックを作成するには、組織 UUID サフィッ
クス プール モードから複数の create block
コマンドを入力します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
（注）

別のプールを作成する場合は、5 秒以上待ち
ます。

次に、GPool1 という名前の UUID サフィックス プールを作成し、プールの説明を記入し、プール
に使用される UUID サフィックス ブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # create uuid-suffix-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org/uuid-suffix-pool* # set descr "This is UUID suffix pool GPool1"
UCSC(policy-mgr) /org/uuid-suffix-pool* # create block 1000-000000000001 1000-000000000010
UCSC(policy-mgr) /org/uuid-suffix-pool/block* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org/uuid-suffix-pool/block #

次の作業
UUID 接尾辞プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。
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UUID 接尾辞プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS ManagerでvNIC または vHBA に割り当て
られているプールからどのアドレスも再割り当てしません。 次のいずれかの条件が満たされるま
で、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC
または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
• vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /org # delete
uuid-suffix-pool pool-name

指定された UUID サフィックス プールを削除
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /org #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
（注）

別のプールを削除する場合は、5 秒
以上待ちます。

次に、GPool1 という名前の UUID サフィックス プールを削除し、トランザクションをコミットす
る例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope org /
UCSC(policy-mgr) /org # delete uuid-suffix-pool GPool1
UCSC(policy-mgr) /org* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /org #
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Cisco UCS 内の電源管理
この章の内容は、次のとおりです。
• 電力ポリシー, 123 ページ
• グローバルな電力割り当て装置ポリシーの設定, 123 ページ
• 装置電源ポリシーの設定, 126 ページ

電力ポリシー
Cisco UCS Central は、グローバルな電力割り当てポリシー（ポリシー ドリブン シャーシ グループ
キャップ方式または手動のブレードレベルキャップ方式に基づく）、電力ポリシー（グリッド、
n+1、または非冗長方式に基づく）を定義するグローバルな装置ポリシーをサポートしています。
登録済み Cisco UCS ドメインでは、そのクライアントのポリシー解決コントロール内で電源管理
と電源装置ユニットをグローバルに定義するようにしている場合、電源管理と電源装置ユニット
について Cisco UCS Central への登録に従うことになります。

グローバルな電力割り当て装置ポリシーの設定
グローバルな電力割り当てポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
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コマンドまたはアクション

目的
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # 指定したドメイン グループにグローバルな電
create cap-policy
力割り当てポリシーを作成します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cap-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットしま
す。

次に、ドメイン グループにグローバルな電力割り当てポリシーを作成する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create cap-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy #

グローバルな電力割り当てポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group
# delete cap-policy

指定したドメイン グループのグローバルな電
力割り当てポリシーを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cap-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットしま
す。

次に、ドメイン グループのグローバルな電力割り当てポリシーを削除する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete cap-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy #
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シャーシ グループのグローバルな電力割り当てポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope cap-policy

グローバル電力割り当てモードを開始しま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cap-policy # set
cap-policy
policy-driven-chassis-group-cap

ドメイン グループ内のシャーシ グループに
グローバルな電力割り当てポリシーを指定し
ます。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cap-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットしま
す。

次に、シャーシ グループにグローバルな電力割り当てポリシーを設定する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope cap-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy # set cap-policy policy-driven-chassis-group-cap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy #

ブレード サーバのグローバルな電力割り当てポリシーの手動設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope cap-policy

グローバル電力割り当てモードを開始しま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cap-policy # set
cap-policy manual-blade-level-cap

手動のブレード サーバ レベル電力割り当て
をイネーブルにします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/cap-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットし
ます。

次に、ブレード サーバに手動電力割り当てポリシーを設定する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope cap-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy # set cap-policy manual-blade-level-cap
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/cap-policy #

装置電源ポリシーの設定
装置電源ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # ドメイン グループから電源ポリシーを作成し
create psu-policy
ます。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。
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次に、装置電源ポリシーを作成する例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create psu-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

装置電源ポリシーの削除
手順
ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr
Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domain-group
ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン グ
ループを開始します。 ドメイン グループ ルート モードを開始するには、/ を domain-group とし
て入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete psu-policy
ドメイン グループから電源ポリシーを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
トランザクションをシステムにコミットします。

次に、装置電源ポリシーを削除する例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete psu-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

装置電源ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で電力装置ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作成する必要が
あります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってすでに作成されて
おり、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
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コマンドまたはアクション

目的
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope psu-policy

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group # 電源ポリシーの説明を指定します。
set descr power-policy-description-text

ステップ 5

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
set redundancy grid | n-plus-1 |
non-redund

電源ポリシー モードを開始します。

電源ポリシーの冗長性をグリッド（grid）、
N+1（n-plus-1）、または冗長性なし
（non-redund）から指定します。

次の例は、ドメイン グループ dg1 にスコープし、そのドメイン グループの装置電源ポリシーを設
定します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/psu-policy # set descr "Power policy for sector 24"
UCSC(policy-mgr) /domain-group/psu-policy* # set redundancy grid
UCSC(policy-mgr) /domain-group/psu-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/psu-policy #

装置電源ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group 電源ポリシー モードを開始します。
# show psu-policy

次に、装置電源ポリシーを作成する例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group dg1
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope psu-policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/psu-policy # show

PSU Policy:
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Domain Group Redundancy Description
------------ ---------- ----------root/dg1
NPlus1
UCSC(policy-mgr) /domain-group #
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• タイム ゾーンの管理, 133 ページ

第

12

章

タイム ゾーンの管理
この章の内容は、次のとおりです。
• 日付と時刻ポリシー, 133 ページ
• 日付と時刻ポリシーの設定, 133 ページ
• 日付と時刻ポリシーの削除, 137 ページ
• 日付と時刻ポリシーの NTP サーバの設定, 138 ページ
• NTP サーバのプロパティの設定, 139 ページ
• 日付と時刻ポリシーの NTP サーバの削除, 140 ページ

日付と時刻ポリシー
Cisco UCS Central は、国際的なタイム ゾーンと定義された NTP サーバに基づいて、グローバルな
日付と時刻ポリシーをサポートしています。 登録済み Cisco UCS Manager クライアントでは、そ
のクライアントのポリシー解決コントロール内で日付と時刻をグローバルに定義するようにして
いる場合、日付と時刻の設定について Cisco UCS Central への登録に従うことになります。

日付と時刻ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2 UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任意
で）ドメイン グループ ルート下のドメイン グルー
プを開始します。 ドメイン グループ ルート モード
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コマンドまたはアクション

目的
を開始するには、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3 UCSC(policy-mgr) /domain-group # （任意）
create domain-group domain-group この手順は、ドメイン グループ ルートの下に新し
いドメイングループを作成するとき（またはスコー
プされたドメイン グループの下にドメイン グルー
プを作成するとき）にだけ必要です。
ステップ 4 UCSC(policy-mgr) /domain-group* （任意）
# commit-buffer
この手順は、ドメイン グループ ルートの下に新し
いドメイン グループを作成した後（またはスコー
プされたドメイン グループの下にドメイン グルー
プを作成した後）にだけ必要です。 システム コン
フィギュレーションに新しいドメイン グループを
コミットします。
ステップ 5 UCSC(policy-mgr) /domain-group # （任意）
create timezone-ntp-config
この手順は、前の手順で作成したドメイン グルー
プ ルートの下に新しく作成されたドメイン グルー
プに対して日付と時刻ポリシーが最初に設定された
ときにのみ必要で、それからタイムゾーン NTP コ
ンフィギュレーション モードを開始します。 日付
と時刻ポリシーはドメイン グループ ルートのため
にシステムによって作成され、設定できる状態で
す。
ステップ 6 UCSC(policy-mgr) /domain-group* （任意）
# scope timezone-ntp-config
この手順は、ドメイングループルートまたはスコー
プされたドメイン グループから既存の日付と時刻
ポリシーのタイムゾーンNTPコンフィギュレーショ
ン モードを開始した場合にのみ必要です。 日付と
時刻ポリシーを作成する場合、この手順をスキップ
します。
ステップ 7 UCSC(policy-mgr)
タイムゾーンを設定するには、set timezone コマン
/domain-group/timezone-ntp-config* ドを入力してから Enter キーを押し、プロンプトで
# set timezone
キー値を入力します。 NTP サーバのタイムゾーン
を設定します。属性オプションは次のとおりです。
• 1：アフリカ
• 2：南北アメリカ
• 3：南極
• 4：北極海
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コマンドまたはアクション

目的
• 5：アジア
• 6：大西洋
• 7：オーストラリア
• 8：ヨーロッパ
• 9：インド洋
• 10：太平洋

ステップ 8 UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミットしま
/domain-group/timezone-ntp-config* す。
# commit-buffer

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、タイムゾーン設定をインド洋（"a continent or
ocean"）およびモルジブ（"a country"）に設定し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
4) Arctic Ocean
7) Australia
10) Pacific Ocean
2) Americas
5) Asia
8) Europe
3) Antarctica
6) Atlantic Ocean
9) Indian Ocean
#? 9
Please select a country.
1) British Indian Ocean Territory
7) Maldives
2) Christmas Island
8) Mauritius
3) Cocos (Keeling) Islands
9) Mayotte
4) Comoros
10) Reunion
5) French Southern & Antarctic Lands
11) Seychelles
6) Madagascar
#? 7
The following information has been given:
Maldives
Therefore timezone 'Indian/Maldives' will be set.
Local time is now:
Thu Oct 25 01:58:03 MVT 2012.
Universal Time is now: Wed Oct 24 20:58:03 UTC 2012.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #

次に、ドメイン グループ ルートの下に domaingroup01 という新しいドメイン グループを作成し、
トランザクションをコミットし、日付と時刻ポリシーを作成し、タイムゾーン設定をインド洋（"a
continent or ocean"）およびモルジブ（"a country"）に設定し、トランザクションをコミットする例
を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create domain-group domaingroup01
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UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
4) Arctic Ocean
7) Australia
10) Pacific Ocean
2) Americas
5) Asia
8) Europe
3) Antarctica
6) Atlantic Ocean
9) Indian Ocean
#? 9
Please select a country.
1) British Indian Ocean Territory
7) Maldives
2) Christmas Island
8) Mauritius
3) Cocos (Keeling) Islands
9) Mayotte
4) Comoros
10) Reunion
5) French Southern & Antarctic Lands
11) Seychelles
6) Madagascar
#? 7
The following information has been given:
Maldives
Therefore timezone 'Indian/Maldives' will be set.
Local time is now:
Thu Oct 25 01:58:03 MVT 2012.
Universal Time is now: Wed Oct 24 20:58:03 UTC 2012.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #

次に、ドメイン グループ ルート下の domaingroup01 にスコープし、日付と時刻ポリシーを作成
し、タイムゾーン設定をインド洋（"a continent or ocean"）およびモルジブ（"a country"）に設定
し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
4) Arctic Ocean
7) Australia
10) Pacific Ocean
2) Americas
5) Asia
8) Europe
3) Antarctica
6) Atlantic Ocean
9) Indian Ocean
#? 9
Please select a country.
1) British Indian Ocean Territory
7) Maldives
2) Christmas Island
8) Mauritius
3) Cocos (Keeling) Islands
9) Mayotte
4) Comoros
10) Reunion
5) French Southern & Antarctic Lands
11) Seychelles
6) Madagascar
#? 7
The following information has been given:
Maldives
Therefore timezone 'Indian/Maldives' will be set.
Local time is now:
Thu Oct 25 01:58:03 MVT 2012.
Universal Time is now: Wed Oct 24 20:58:03 UTC 2012.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #

次の作業
日付と時刻ポリシーの NTP サーバの設定
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日付と時刻ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルトの日付と時刻ポリシーはドメイ
ン グループ ルート下では削除できま
せん。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # ドメイン グループのタイムゾーン ポリシーを
delete timezone-ntp-config
削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムの設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、そのドメイン グループの日付と時刻ポリ
シーを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、ドメイン グループの日付と時刻ポリシーの削除
を試行し、トランザクションをコミットし、エラー メッセージ（バッファが回復不能のコミット
されていない状態のままになる）に対しバッファをクリアするためクリーンな終了の開始と Policy
Manager への再接続とを実行して回復する例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
Error: Update failed:
[Timezone and NTP configuration under domain group root cannot be deleted]
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # exit
UCSC(policy-mgr)* # exit
UCSC# connect policy-mgr
Cisco UCS Central
UCSC(policy-mgr)#
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（注）

誤ってドメイン グループ ルートにスコープし、コマンド delete timezone-ntp-config を入力して
しまった場合、バッファは回復不能なエラーとなり、コミットされていない状態のままとなっ
て、後続する commit-buffer コマンドがバッファに保存されないようにします。 ただちに終了
し、Policy Manager に再接続してバッファをクリアする必要があります。

日付と時刻ポリシーの NTP サーバの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン
グループ ルート モードを開始するには、/
を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope timezone-ntp-config

タイムゾーン NTP コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/timezone-ntp-config #
create ntp server-name

NTP サーバ インスタンスを作成します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/timezone-ntp-config* # トします。
commit-buffer

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、domaingroupNTP01 という名前の NTP サーバ イン
スタンスを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # create ntp domaingroupNTP01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #

次に、ドメイン グループ ルート下のドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、
domaingroupNTP01 という名前の NTP サーバ インスタンスを作成し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # create ntp domaingroupNTP01
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UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #

次の作業
日付と時刻ポリシーの設定

NTP サーバのプロパティの設定
NTP サーバのプロパティは、その名前で構成されます。 NTP サーバのプロパティ設定に関する
GUI の手順とは異なり、これらのプロパティを変更するには、その NTP サーバを削除し、新しい
名前で作り直すことが必要です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope timezone-ntp-config

タイムゾーン NTP コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
名前の変更を必要とする NTP サーバ インス
/domain-group/timezone-ntp-config # タンスを削除します。
delete ntp server-name

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
NTP サーバ インスタンスを作成し、削除し
/domain-group/timezone-ntp-config* # た NTP サーバ インスタンスと置き換えま
create ntp server-name
す。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/timezone-ntp-config* # トします。
commit-buffer

次に、ドメイン グループ ルートにスコープし、不適切になった domaingroupNTP01 という名前の
NTP サーバ インスタンスを削除し、domaingroupNTP02 という名前の新しい NTP サーバ インスタ
ンスを作成して削除された NTP サーバと置き換え、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # delete ntp domaingroupNTP01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # create ntp domaingroupNTP02
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
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UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #

次に、ドメイン グループ ルート下のドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、不適切に
なった domaingroupNTP01 という名前の NTP サーバ インスタンスを削除し、domaingroupNTP02
という名前の新しい NTP サーバ インスタンスを作成して削除された NTP サーバと置き換え、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # delete ntp domaingroupNTP01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # create ntp domaingroupNTP02
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #

日付と時刻ポリシーの NTP サーバの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope timezone-ntp-config

タイムゾーン NTP コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
NTP サーバ インスタンスを削除します。
/domain-group/timezone-ntp-config #
delete ntp server-name

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/timezone-ntp-config* # トします。
commit-buffer

次に、ドメイン グループ ルートの日付と時刻ポリシーにスコープし、NTP サーバ インスタンス
domaingroupNTP01 を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # delete ntp domaingroupNTP01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #
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次に、ドメイン グループ ルート下の domaingroup01 の日付と時刻ポリシーにスコープし、NTP
サーバ インスタンス domaingroupNTP01 を削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope timezone-ntp-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config # delete ntp domaingroupNTP01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/timezone-ntp-config #
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章

インベントリのモニタ
この章の内容は、次のとおりです。
• インベントリ管理, 145 ページ
• UCS ドメインのインベントリ詳細の表示, 146 ページ
• シャーシ情報の表示, 147 ページ
• ファブリック インターコネクトの表示, 148 ページ
• ファブリック エクステンダの表示, 148 ページ
• サーバの表示, 149 ページ
• FSM 動作状態の表示, 150 ページ

インベントリ管理
Cisco UCS Central は、すべての登録済み Cisco UCS ドメインからインベントリ詳細を収集します。
ドメイン管理パネルから、登録Cisco UCS ドメインのコンポーネントを表示およびモニタできま
す。
Cisco UCS ドメインが正常に登録されると、Cisco UCS Central は次の詳細の収集を開始します。
• 物理インベントリ
• サービス プロファイルとサービス プロファイル テンプレート
• 障害情報
デフォルトのデータ収集間隔は 10 分です。 要件に基づいて、間隔をカスタマイズできます。 Cisco
UCS ドメインと Cisco UCS Central 間の接続に失敗した場合、切断された Cisco UCS ドメインが再
度検出されるたびに、Cisco UCS Central は、現在のデータの収集を開始し、ドメイン管理パネル
に表示します。
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[Domain Management] パネルの [General] タブには、登録済み Cisco UCS ドメインのリストが表示
されます。タブをクリックすると、各コンポーネントの詳細を表示できます。また、このパネル
からサーバの個別の Cisco UCS Manager または KVM コンソールも起動できます。

物理インベントリ
Cisco UCS ドメインのコンポーネントの物理インベントリ詳細は、ドメイン下に編成されていま
す。 いずれのドメイン グループにも属していない Cisco UCS ドメインは、グループ化されていな
いドメイン下に配置されます。 ドメイン管理パネルに、詳細な装置のステータスおよびコンポー
ネントの次の物理的な詳細を表示できます。
• ファブリック インターコネクト：スイッチ カード モジュール
• サーバ：ブレード/ラック マウント サーバ
• シャーシ：IO モジュール
• ファブリック エクステンダ

サービス プロファイルとテンプレート
[Servers] タブから、登録済み Cisco UCS ドメインで使用可能なサービス プロファイルとサービス
プロファイル テンプレートの完全なリストを表示できます。 [Service Profile] パネルには、サービ
ス プロファイルの集約されたリストが表示されます。 同じ名前のサービス プロファイルは、割
り当てられている組織下でグループ化されます。サービスプロファイル名の横のインスタンス数
は、特定のサービス プロファイルが Cisco UCS ドメインで使用される回数を示します。
[Service Profile Template] パネルから、使用可能なサービス プロファイル テンプレート、組織、お
よび各サービス プロファイル テンプレートが Cisco UCS ドメインで使用される回数を表示できま
す。

UCS ドメインのインベントリ詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect resource-mgr.

Resource Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(resource-mgr)# scope
domain-mgmt.

UCS ドメインに入ります。

ステップ 3

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt #
scope ucs-domain name.

指定の UCS ドメインに入ります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

UCSC(resource-mgr)/domain-mgmt/UCS 指定した UCS ドメイン内のすべての
domain # show detail.
装置のリストを表示します。

次に、登録された Cisco UCS ドメインの詳細を Cisco UCS Central から表示する例を示します。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-domain 1006
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain # show detail
UCS System:
ID: 1006
Name: doc-mammoth96
Total Servers: 6
Free Servers: 0
Owner:
Site:
Description:
Fault Status: 1407460783489057
Current Task:
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain #

シャーシ情報の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect resource-mgr.

Resource Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(resource-mgr)# scope
domain-mgmt.

UCS ドメインに入ります。

ステップ 3

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope 指定の UCS ドメインに入ります。
ucs-domain name.

ステップ 4

UCSC(resource-mgr)/domain-mgmt/UCS
domain # show chassis.

指定した UCS ドメイン内のシャーシ
のリストを表示します。

次に、登録された Cisco UCS ドメイン内のシャーシ情報を Cisco UCS Central から表示する例を示
します。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-domain 1006
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain # show chassis
UCS System chassis:
Chassis Id Model
Status
Operability
---------- ---------- ------------------------ ----------1 N20-C6508 Inoperable
Operable
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain #
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ファブリック インターコネクトの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect resource-mgr.

Resource Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(resource-mgr)# scope
domain-mgmt.

UCS ドメインに入ります。

ステップ 3

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt #
scope ucs-domain name.

指定の UCS ドメインに入ります。

ステップ 4

UCSC(resource-mgr)/domain-mgmt/UCS 指定した UCS ドメイン内のファブ
domain # show fabric-interconnect.
リック インターコネクトのリストを
表示します。

次に、登録された Cisco UCS ドメイン内のファブリック インターコネクトを Cisco UCS Central か
ら表示する例を示します。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-domain 1006
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain # show fabric-interconnect
ID Operability IP Address
Model
Serial
-- ----------- --------------- ---------- -----A Operable
10.193.66.180
UCS-FI-6296UP FOX1512G07K
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain #

ファブリック エクステンダの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect resource-mgr.

Resource Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(resource-mgr)# scope
domain-mgmt.

UCS ドメインに入ります。

ステップ 3

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt #
scope ucs-domain name.

指定の UCS ドメインに入ります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

UCSC(resource-mgr)/domain-mgmt/UCS 指定したUCSドメイン内のファブリッ
domain # show fex.
ク エクステンダのリストを表示しま
す。

次に、登録された Cisco UCS ドメイン内のファブリック エクステンダを Cisco UCS Central から表
示する例を示します。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-domain 1006
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain # show fex

UCS System Fabric-extender:
Fex Id
Model
Status
Operability
---------- ---------- ------------------------ ----------2 N2K-C2232PP-10GE
Accessibility Problem
N/A
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain #

サーバの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect resource-mgr.

Resource Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt. UCS ドメインに入ります。

ステップ 3

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope 指定の UCS ドメインに入ります。
ucs-domain name.

ステップ 4

UCSC(resource-mgr)/domain-mgmt/UCS
domain # show server.

指定した UCS ドメイン内のサーバの
リストを表示します。

次に、登録された Cisco UCS ドメイン内のラック サーバを Cisco UCS Central から表示する例を示
します。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-domain 1006
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain # show server
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain #

ブレード サーバを表示するには、シャーシにスコープする必要があります。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-domain 1006
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UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain # scope chassis 1
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain/chassis # show server

Blade Server in a UCS Chassis:
Chassis Id Slot Id Status Cores Memory (MB)
LS Ref
---------- ------- ------ ------ -------------- -----1
1 Inoperable
12
131072
1
2 Ok
8
6144
org-root/req-BIOS-2/inst-100
6
1
3 Discovery
0
0
1
5 Ok
8
24576
org-root/req-BIOS-5/inst-100
6
1
6 Ok
8
12288
org-root/req-BIOS-6/inst-100
6
1
7 Ok
32
32768
org-root/org-LisasOrg/req-Li
sasOrg_SPClone/inst-1006
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain/chassis #

FSM 動作状態の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect resource-mgr.

Resource Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt. UCS ドメインに入ります。

ステップ 3

UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope 指定の UCS ドメインに入ります。
ucs-domain name.

ステップ 4

UCSC(resource-mgr)/domain-mgmt/UCS
domain # show fsm status.

指定した UCS ドメインの fsm 動作
状態を表示します。

次に、登録された Cisco UCS ドメイン内の FSM 動作状態を Cisco UCS Central から表示する例を示
します。
UCSC# connect resource-mgr
UCSC(resource-mgr)# scope domain-mgmt
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt # scope ucs-domain 1006
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain # show fsm status

ID: 1006
FSM 1:
Status: 0
Previous Status: 0
Timestamp: Never
Try: 0
Progress (%): 100
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Current Task:
UCSC(resource-mgr) /domain-mgmt/ucs-domain #
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章

Call Home の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• Call Home ポリシー, 153 ページ
• Call Home ポリシー, 154 ページ
• Call Home ポリシーの電子メールの設定, 156 ページ
• Call Home ポリシーの削除, 157 ページ
• Call Home ポリシーのプロファイルの設定, 157 ページ
• Call Home ポリシーのプロファイルの削除, 161 ページ
• Call Home ポリシーのポリシーの設定, 161 ページ
• Call Home ポリシーのポリシーの削除, 164 ページ

Call Home ポリシー
Cisco UCS Central は、Call Home プロファイルで定義されているすべての電子メール受信者に特定
の Cisco UCS Manager のイベントを通知するためのグローバル Call Home ポリシーをサポートして
います （このリリースでは、Cisco UCS Central に対する Call Home はサポートされていません）。
プロファイルは、アラート通知（フル テキスト、ショート テキスト、または XML 形式で最大値
に定義されたメッセージ サイズ）を受信する電子メール受信者のリスト、および通知をトリガー
するためのアラート条件を定義します。
アラート通知は、アラート レベル（やや重大、比較的重大でない、通常、通知、および警告）、
および通知をトリガーするイベント（診断、環境、インベントリ、ライセンス、およびその他の
事前定義されたイベント）を識別する選択されたアラート グループに基づいて、事前定義された
コンテンツ付きで送信されます。 個別の電子メール受信者は、既存のプロファイルに個別に追加
される可能性があります。 登録済み Cisco UCS ドメイン では、そのクライアントのポリシー解決
コントロール内でセキュリティ ポリシーを定義するようにしている場合、すべての Call Home ポ
リシーについて Cisco UCS Central への登録に従うことになります。
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Call Home ポリシー
Call Home ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから作成されます。
ドメイン グループ ルート下にある Call Home ポリシーは、システムによってすでに作成されてお
り、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create callhome

先にドメイン グループにスコープしてい
る場合、そのドメイン グループの Call
Home ポリシーを作成します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* # set
contract-id contract-id

契約 ID を設定します（数値やテキスト、
0 ～ 510 文字）。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* # set
customer-id customer-id

カスタマー ID を設定します（数値やテキ
スト、0 ～ 510 文字）。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
SMTP サーバ アドレスを設定します。
/domain-group/callhome* # set hostname
smtp-server-address

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* # set
phone-contact phone-contact

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
ポート番号を設定します（1 ～ 65535）。
/domain-group/callhome* # set port port

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* # set site-id
site-id

サイト ID を設定します（数値やテキス
ト、0 ～ 510 文字）。

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* # set
street-address street-address

住所を設定します（0 ～ 255 文字）。

連絡先電話番号を設定します（例：
+1-011-408-555-1212）。
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* # set
switch-priority switch-priority

スイッチ プライオリティを設定します。
使用可能なパラメータ：
• alerts
• critical
• debugging
• emergencies
• errors
• information
• notifications
• warnings

ステップ 12

UCSC(policy-mgr)
スロットリングのオン/オフを設定します。
/domain-group/callhome* # set throttling
on | off

ステップ 13

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Call Home ポリシーを作成し、Call Home
ポリシーを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set contract-id contract0995
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set customer-id customer112
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set hostname 0.0.0.0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set phone-contact +1-011-408-555-1212
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set port 65535
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set site-id site15
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set street-address "75 Main St, Any Town, CA
90000"
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set switch-priority notifications
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # set throttling on
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome #

次の作業
• Call Home ポリシーのプロファイルの設定
• Call Home ポリシーへの電子メール受信者の追加
• Call Home ポリシーのポリシーの設定
• Call Home ポリシーのシステム インベントリの設定
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Call Home ポリシーの電子メールの設定
はじめる前に
• Call Home ポリシーを作成します。
• 電子メール アドレスを Call Home ポリシーのプロファイルに追加する前に、まずこのプロ
ファイルを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # デフォルト Call Home ポリシーのコンフィギュ
scope callhome
レーション モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
お客様の連絡先電子メールを設定します（標
/domain-group/callhome # set email 準電子メール アドレス形式を使用）
customer-contact-email

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* # set
from-email from-email

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
お客様が返信する必要のある、または
/domain-group/callhome* # set email 「reply-to」電子メールを設定します（標準電
reply-to-email
子メール アドレス形式を使用）

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* #
commit-buffer

お客様の送信元または「from」電子メールを
設定します（標準電子メール アドレス形式を
使用）

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Call Home ポリシーにスコープし、お客様
の連絡先電子メール、送信元電子メール、返信先電子メールをそれぞれ設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # set email customer@email.com
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # set from-email from@email.com

Cisco UCS Central CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
156

OL-28306-01-J

Call Home ポリシーの削除

UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # set reply-to-email reply-to@email.com
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

Call Home ポリシーの削除
Call Home ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削除されます。
ドメイン グループ ルート下の Call Home ポリシーは、削除できません。
Call Home ポリシーを削除すると、そのポリシー内のすべてのプロファイル、ポリシー、およびシ
ステム インベントリ設定が削除されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン グルー
プを開始します。
（注）

ドメイン グループ ルート自体は開始
しないでください。 システム デフォ
ルト Call Home ポリシーはドメイン
グループ ルート下では削除できませ
ん。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # そのドメイン グループの Call Home ポリシー
delete callhome
を削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープして Call Home ポリシーを削除し、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

Call Home ポリシーのプロファイルの設定
はじめる前に
• Call Home ポリシーを作成します。
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• ドメイン グループ ルート下のドメイン グループの Call Home ポリシーのプロファイルを設
定する前に、最初にこのプロファイルとポリシーを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開始
domain-group
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope デフォルト Call Home ポリシーのコンフィ
callhome
ギュレーションモードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome Call Home ポリシー プロファイル名を作成
# create | scope profile profile-name
してプロファイル モードを開始するか、
既存の Call Home ポリシーのプロファイル
モードにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome/profile* # set
alertgroups alert-group

プロファイル アラート グループを設定し
ます。
• ciscotac
• diagnostic
• environmental
• inventory
• license
• lifecycle
• linecard
• supervisor
• syslogport
• system
• test

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome/profile* # add
alertgroups alert-group

（任意）
その他のプロファイル アラート グループ
を追加します。
• ciscotac
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コマンドまたはアクション

目的
• diagnostic
• environmental
• inventory
• license
• lifecycle
• linecard
• supervisor
• syslogport
• system
• test
（注）

ステップ 7

プロファイル アラート グループ
を追加する必要がある場合、こ
の手順を繰り返して行ってくだ
さい。

UCSC(policy-mgr)
（任意）
/domain-group/callhome/profile* # remove バッファから指定したプロファイルアラー
alertgroups alert-group
ト グループを削除します。
• ciscotac
• diagnostic
• environmental
• inventory
• license
• lifecycle
• linecard
• supervisor
• syslogport
• system
• test
（注）

プロファイル アラート グループ
を削除する必要がある場合、こ
の手順を繰り返して行ってくだ
さい。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome/profile* # clear
alertgroups

（任意）
バッファからすべてのプロファイルアラー
ト グループをクリアします。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome/profile* # set
format format

形式を設定します。
• fulltxt
• shorttxt
• xml

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
レベルを設定します。
/domain-group/callhome/profile* # set level
• critical
level
• debug
• disaster
• fatal
• major
• minor
• normal
• notification
• warning

ステップ 11

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome/profile* # set
maxsize maximum-size

ステップ 12

UCSC(policy-mgr)
プロファイルの宛先名または電子メール
/domain-group/callhome/profile* # create | アドレスについて作成、削除、スコープを
delete | scope destination destination-name 実行します。
| destination-email

ステップ 13

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコ
/domain-group/callhome/profile/destination* ミットします。
# commit-buffer

最大サイズをメガバイトで設定します（0
～ 5000000）。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Call Home ポリシーにスコープし、ポリ
シー プロファイル chprofile01 にスコープし、ポリシー プロファイルを設定し、トランザクション
をコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # scope profile chprofile01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/profile # set alertgroups diagnostic

Cisco UCS Central CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.0
160

OL-28306-01-J

Call Home ポリシーのプロファイルの削除

UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)

/domain-group/callhome/profile* # add alertgroups lifecycle
/domain-group/callhome/profile* # set level normal
/domain-group/callhome/profile* # set maxsize 5000000
/domain-group/callhome/profile* # create destination destination@cisco.com
/domain-group/callhome/profile/destination* # commit-buffer
/domain-group/callhome/profile/destination #

Call Home ポリシーのプロファイルの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # デフォルト Call Home ポリシーのコンフィギュ
scope callhome
レーション モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome # delete
profile profile-name

Call Home ポリシーのプロファイルを削除し
ます。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Call Home ポリシーにスコープし、ポリ
シー プロファイル chprofile01 を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # delete profile chprofile01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome #

Call Home ポリシーのポリシーの設定
ドメイン グループ下で Call Home ポリシーのポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを作
成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にある Call Home ポリシー用のポリシーはシ
ステムによってすでに作成され、設定できる状態です。
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はじめる前に
Call Home ポリシーを作成します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCSC# connect policy-mgr

目的
Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2 UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開始し、
domain-group
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
ステップ 3 UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope デフォルト Call Home ポリシーのコンフィ
callhome
ギュレーション モードにスコープします。
ステップ 4 UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome Call Home ポリシー用にポリシーを作成し、
# create | scope policy policy-name
そのポリシーのモードを開始するか、Call
Home ポリシー用の既存のポリシーにスコー
プします。
Call Home ポリシー用のポリシーは次のとお
りです。
• arp-targets-config-error
• association-failed
• configuration-failure
• connectivity-problem
• election-failure
• equipment-disabled
• equipment-inaccessible
• equipment-inoperable
• equipment-offline
• equipment-problem
• fru-problem
• identity-unestablishable
• inventory-failed
• license-graceperiod-expired
• limit-reached
• link-down
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コマンドまたはアクション

目的
• management-services-failure
• management-services-unresponsive
• mgmtif-down
• port-failed
• power-problem
• thermal-problem
• version-incompatible
• vif-ids-mismatch
• voltage-problem

ステップ 5 UCSC(policy-mgr)
Call Home ポリシー用のポリシーをイネーブ
/domain-group/callhome/policy* # enable | ルまたはディセーブルにします。
disable
ステップ 6 UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome/policy* # set
admin-state enabled | disabled

Call Home ポリシー用のポリシーの管理状態
をイネーブルまたはディセーブルにします。

ステップ 7 UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome/policy* # exit

（任意）
Call Home ポリシー用の次のポリシーを作成
またはスコープし、ポリシーを設定するた
め、1 レベル上に移動します。 Call Home ポ
リシーに必要なポリシーすべてがスコープま
たは作成され、設定されるまで、前述の 3 つ
の手順を繰り返します。

ステップ 8 UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/callhome/profile/destination* トします。
# commit-buffer

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Call Home ポリシーにスコープし、ポリ
シー license-graceperiod-expired および management-services-failure を再帰的に作成し、これらの Call
Home ポリシー用のポリシーをイネーブルにし、それぞれについて管理状態をイネーブルにし、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # create policy license-graceperiod-expired
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # set admin-state enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # exit
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # create policy management-services-failure
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # set admin-state enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # commit-buffer
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UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy #

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Call Home ポリシーにスコープし、既存の
ポリシー connectivity-problem、management-services-unresponsive および thermal-problem に再帰的に
スコープし、これらの Call Home ポリシー用のポリシーをイネーブルにし、それぞれについて管
理状態をイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # scope policy connectivity-problem
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # set admin-state enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # exit
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # scope policy management-services-unresponsive
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # set admin-state enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # exit
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # scope policy thermal-problem
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # set admin-state enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome/policy #

Call Home ポリシーのポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # デフォルト Call Home ポリシーのコンフィギュ
scope callhome
レーション モードにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome # delete
policy policy-name

Call Home ポリシー用のポリシーを削除しま
す。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/callhome* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、Call Home ポリシーにスコープし、Call
Home ポリシー内からポリシー chprofile01 を削除し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope callhome
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome # delete policy chpolicy01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/callhome #
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システム イベント ログの管理
この章の内容は、次のとおりです。
• システム イベント ログ ポリシー, 167 ページ
• システム イベント ログ, 167 ページ
• SEL ポリシーの設定, 168 ページ

システム イベント ログ ポリシー
Cisco UCS Central は、グローバル システム イベント ログ（SEL）ポリシーをサポートしていま
す。

システム イベント ログ
システム イベント ログ（SEL）は、NVRAM 内の CIMC に存在します。 過不足の電圧、温度イベ
ント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、ほとんどのサーバ関連イベントが記録され
ます。 SEL は、主にトラブルシューティングのために使用します。
SEL ファイルのサイズは約 40KB で、ファイルがいっぱいになるとそれ以上イベントを記録でき
ません。 新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があり
ます。
SEL ポリシーを使用して、SEL をリモート サーバにバックアップできます。また、必要に応じ
て、バックアップ操作後に SEL をクリアすることもできます。 バックアップ操作は、特定のアク
ションに基づいて起動するか、定期的に実行できます。 SEL のバックアップやクリアは、手動で
行うこともできます。
バックアップ ファイルは、自動的に生成されます。 このファイル名の形式は、
sel-SystemName-ChassisID-ServerID-ServerSerialNumber-Timestamp です。たとえば、
sel-UCS-A-ch01-serv01-QCI12522939-20091121160736 となります。
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ヒント

各サーバの SEL を表示する方法や SEL ポリシーの設定方法などの SEL の詳細については、
Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap で、Cisco UCS Manager の設定ガイドを参照
してください。

SEL ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイングループルートモードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン
グループを開始します。ドメイングループルー
ト モードを開始するには、/ を domain-group と
して入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # 組織エンドポイント ログ ポリシー モードを開
scope ep-log-policy sel
始し、SEL ポリシーにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
description description

（任意）
ポリシーの説明を記します。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または
句読点が含まれている場合、説明を
引用符で括る必要があります。 引用
符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
バックアップ操作をトリガーするアクションを
/domain-group/ep-log-policy # set 指定します。
backup action [log-full]
[on-change-of-association] [on-clear]
[timer] [none]

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
バックアップ操作の発生後にシステム イベント
/domain-group/ep-log-policy # set ログをクリアするかどうかを指定します。
backup clear-on-backup {no | yes}

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
backup destination URL

バックアップ操作のプロトコル、ユーザ、パス
ワード、リモート ホスト名、リモート パスを
指定します。 使用するプロトコルに応じ、次の
構文のいずれかを指定して URL を指定します。
• ftp:// username@hostname / path
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コマンドまたはアクション

目的
• scp:// username @ hostname / path
• sftp:// username @ hostname / path
• tftp:// hostname : port-num / path
（注）

バックアップ先は、 set backup
hostname、set backup password、set
backup protocol、set backup
remote-path、set backup user コマン
ドを使用して、または set backup
destination コマンドを使用して設定す
ることもできます。 いずれかの方法
を使用してバックアップ先を指定しま
す。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
backup format {ascii | binary}

バックアップ ファイルの形式を指定します。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
backup hostname {hostname |
ip-addr}

リモート サーバのホスト名または IP アドレス
を指定します。

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
自動バックアップ操作の間隔を指定します。
/domain-group/ep-log-policy # set neverキーワードを指定すると、自動バックアッ
backup interval {1-hour | 2-hours | プは実行されません。
4-hours | 8-hours | 24-hours | never}

ステップ 11

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
backup password password

ユーザ名のパスワードを指定します。 この手順
は、TFTP プロトコルを使用する場合には適用
されません。

ステップ 12

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
backup protocol {ftp | scp | sftp |
tftp}

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコ
ルを指定します。

ステップ 13

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
backup remote-path path

バックアップ ファイルが保存されるリモート
サーバのパスを指定します。

ステップ 14

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy # set
backup user username

システムがリモート サーバへのログインに使用
する必要のあるユーザ名を指定します。 この手
順は、TFTP プロトコルを使用する場合には適
用されません。

ステップ 15

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/ep-log-policy #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。
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次に、システム イベント ログを 24 時間ごとまたはログがいっぱいになったときにバックアップ
し（ASCII 形式）、バックアップ操作実行後にシステム イベント ログをクリアするよう SEL ポリ
シーを設定し、トランザクションをコミットする例を示します
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group #scope ep-log-policy sel
UCSC(policy-mgr) /domain-group/ep-log-policy # set backup destination
scp://user@192.168.1.10/logs
Password:
UCSC(policy-mgr) /domain-group/ep-log-policy* # set backup action log-full
UCSC(policy-mgr) /domain-group/ep-log-policy* # set backup clear-on-backup yes
UCSC(policy-mgr) /domain-group/ep-log-policy* # set backup format ascii
UCSC(policy-mgr) /domain-group/ep-log-policy* # set backup interval 24-hours
UCSC(policy-mgr) /domain-group/ep-log-policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/ep-log-policy #
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障害、イベント、およびログの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• グローバル障害ポリシーの設定, 171 ページ
• TFTP Core Export ポリシーの設定, 174 ページ
• syslog ポリシーの設定, 176 ページ

グローバル障害ポリシーの設定
グローバル障害デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイングループ下でグローバル障害デバッグポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを
作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってす
でに作成されており、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create fault policy

（任意）
先にドメイン グループにスコープしている場
合、そのドメイン グループの障害ポリシーを
作成します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope fault policy

（任意）
先にドメイン グループ ルートにスコープし
ている場合、ドメイン グループ ルートから
デフォルト障害ポリシーのコンフィギュレー
ション モードにスコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
障害ポリシーの確認応答アクションを、クリ
/domain-group/policy* # set ackaction ア時に削除（delete-on-clear）または最初の重
delete-on-clear
大度へリセット（reset-to-initial-severity）に設
定します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/policy* # set
clearaction delete | retain

障害ポリシーのクリア アクションを削除また
は保持に設定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/policy* # set
clearinterval clear-number-of-days |
retain

障害ポリシーのクリア間隔を日数（0 ～
3600）で設定するか、保持に設定します。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/policy* # set
flapinterval flap-number-of-days

障害ポリシーのフラッピング間隔を日数（0
～ 3600）で設定します。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/policy* # set
retentioninterval
retention-number-of-days | forever

障害ポリシーのクリア間隔を日数（0 ～
3600）で設定するか、無制限に設定します。

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/policy* # set
soakingseverity condition | info |
warning

障害ポリシーのソーキング重大度を状態、情
報、または警告に設定します。

ステップ 11

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/policy* # set
soakinterval soak-number-of-days |
never

障害ポリシーのソーキング間隔を日数（0 ～
3600）で設定するか、実行しないよう設定し
ます。

ステップ 12

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、グローバル障害デバッグ ポリシーを作成
し、ステータス設定を入力し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create fault policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # set ackaction delete-on-clear
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # set clearaction delete
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # set clearinterval 90
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # set flapinterval 180
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # set retentioninterval 365
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # set soakingseverity info
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # set soakinterval warning
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/policy #

グローバル障害デバッグ ポリシーの削除
グローバル障害デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから
削除されます。 ドメイン グループ ルート下のグローバル障害デバッグ ポリシーは、削除できま
せん。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # そのドメイン グループの障害ポリシーを削除
delete fault policy
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムの設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、グローバル障害デバッグ ポリシーを削除
し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group# delete fault policy
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #
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TFTP Core Export ポリシーの設定
Core File Exporter
Cisco UCS コア ファイルが発生すると、ただちに Core File Exporter が使用され、それらのファイ
ルが TFTP を介してネットワーク上の指定の場所にエクスポートされます。 この機能を使用する
ことにより、tar ファイルをコア ファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。

TFTP Core Export デバッグ ポリシーの設定
はじめる前に
ドメイン グループ下で TFTP Core Export デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope tftp-core-export-config

（任意）
既存の TFTP Core Export デバッグ ポリシー
のコンフィギュレーション モードにスコー
プします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create tftp-core-export-config

（任意）
存在しない場合は TFTP Core Export デバッ
グ ポリシーを作成し、ポリシーにスコープ
します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
TFTP Core Export ターゲットをイネーブルに
/domain-group/tftp-core-export-config* します。
# enable core-export-target

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
TFTP Core Export ポリシーのターゲット パ
/domain-group/tftp-core-export-config* スを設定します。
# set core-export-target path
name-of-path
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
TFTP Core Export ポリシーのポート番号を設
/domain-group/tftp-core-export-config* 定します（1 ～ 65535）。
# set core-export-target port
port-number

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
TFTP Core Export ターゲット ポリシー サー
/domain-group/tftp-core-export-config* バの説明を設定します。
# set core-export-target
（注）
引用符で囲むのでない限り、サー
server-description port-number
バの説明にはスペースを使用しな
いでください（形式の例："Server
description text" または
Server_description_text）。

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
TFTP Core Export ターゲット ポリシー サー
/domain-group/tftp-core-export-config* バの名前を設定します。
# set core-export-target server-name
server-name

ステップ 10

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/tftp-core-export-config* トします。
# commit-buffer

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、TFTP Core Export ポリシーを作成し、そ
のポリシーを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create tftp-core-export-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group/tftp-core-export-config* # enable core-export-target
UCSC(policy-mgr) /domain-group/tftp-core-export-config* # set core-export-target path /target
UCSC(policy-mgr) /domain-group/tftp-core-export-config* # set core-export-target port 65535
UCSC(policy-mgr) /domain-group/tftp-core-export-config* # set core-export-target
server-description "TFTP core export server 2"
UCSC(policy-mgr) /domain-group/tftp-core-export-config* # set core-export-target server-name
TFTPcoreserver01
UCSC(policy-mgr) /domain-group/tftp-core-export-config* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/tftp-core-export-config #

TFTP Core Export デバッグ ポリシーの削除
TFTP Core Export デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループか
ら削除されます。 ドメイン グループ ルート下の TFTP Core Export デバッグ ポリシーは、削除で
きません。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
delete tftp-core-export-config

TFTP Core Export デバッグ ポリシーを削除
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/tftp-core-export-config* トします。
# commit-buffer

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、TFTP Core Export デバッグ ポリシーを削
除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete tftp-core-export-config
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

syslog ポリシーの設定
syslog デバッグ ポリシーの設定
ドメイン グループ下で syslog デバッグ ポリシーを設定する前に、まずこのポリシーを作成する必
要があります。

はじめる前に
ドメイン グループ ルート下の syslog デバッグ ポリシーはシステムによって作成されています。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート下でドメイン
グループを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create syslog

存在しない場合 syslog デバッグ ポリシー
を作成し、ポリシーにスコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog コンソール デバッグ ポリシーを作
成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination #

syslog デバッグ ポリシーを設定する準備ができました。

次の作業
• syslog コンソール デバッグ ポリシーの設定
• syslog モニタ デバッグ ポリシーの設定
• syslog リモート宛先デバッグ ポリシーの設定
• syslog ソース デバッグ ポリシーの設定
• syslog ログファイル デバッグ ポリシーの設定

syslog デバッグ ポリシーの削除
syslog コンソール デバッグ ポリシーが、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループか
ら削除されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog コンソール デバッグ ポリシーは、削除で
きません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # syslog デバッグ ポリシーを削除します。
delete syslog

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムの設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーを削除し、トラ
ンザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

syslog コンソール デバッグ ポリシーの設定
ドメイン グループ下で syslog コンソール デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシー
を作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによって
すでに作成されており、設定できる状態です。

はじめる前に
syslog デバッグ ポリシーを作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # syslog デバッグ ポリシーのコンフィギュレー
scope syslog
ション モードを作成するか、スコープしま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog* # create |
scope console

syslog コンソール デバッグ ポリシーを作成
するか、スコープします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/console* #
enable

syslog コンソール デバッグ ポリシーをイネー
ブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
syslog コンソールを Alert（1）、Critical
/domain-group/syslog/console* # set （2）、Emergency（0）のいずれかに設定し
level 1 | 2 | 0
ます。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
次の create または scope コマンドのために、
/domain-group/syslog/console* # exit 1 レベル戻ります。

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/console* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーにスコープし、
syslog コンソール デバッグ ポリシーにスコープし、ポリシーを設定し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog # scope console
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/console # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/console* # set level 2
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/console* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/console #

syslog コンソール デバッグ ポリシーのディセーブル化
syslog コンソール デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループか
らディセーブル化されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog コンソール デバッグ ポリシー
は、ディセーブルにできません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # 既存の syslog コンソール デバッグ ポリシー
scope syslog
のコンフィギュレーション モードにスコープ
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog* # scope
console

syslog コンソール デバッグ ポリシーにスコー
プします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/console* #
disable

syslog コンソール デバッグ ポリシーをディ
セーブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/console* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーにスコープし、
syslog コンソール デバッグ ポリシーにスコープし、syslog コンソール デバッグ ポリシーをディ
セーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope console
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/console* # disable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/console* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/console #

syslog モニタ デバッグ ポリシーの設定
ドメイン グループ下で syslog モニタ デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを
作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってす
でに作成されており、設定できる状態です。

はじめる前に
syslog デバッグ ポリシーを作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイングループルートモードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン
グループを開始します。ドメイングループルー
ト モードを開始するには、/ を domain-group と
して入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # syslog デバッグ ポリシーのコンフィギュレー
scope syslog
ションモードを作成するか、スコープします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog* # create |
scope monitor

syslog モニタ デバッグ ポリシーを作成するか、
スコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/monitor* #
enable

syslog モニタをイネーブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/monitor* #
set level 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

syslog モニタを、Alert（1）、Cisco UCS ドメイ
ン Critical（2）、Cisco UCS ドメイン Major Error
（3）、Cisco UCS ドメイン Minor Warnings
（4）、Cisco UCS ドメイン Warning（5）、
Information（6）、Debugging（7）のいずれかの
状態に設定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/monitor* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーにスコープし、
syslog モニタ デバッグ ポリシーにスコープし、syslog モニタ デバッグ ポリシーを設定し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope monitor
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/monitor # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/monitor* # set level 3
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/monitor* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/monitor #

syslog モニタ デバッグ ポリシーのディセーブル化
syslog モニタ デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループからディ
セーブル化されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog モニタ デバッグ ポリシーは、ディ
セーブルにできません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。
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目的

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # 既存の syslog モニタ デバッグ ポリシーのコ
scope syslog
ンフィギュレーション モードにスコープし
ます。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog* # scope
monitor

syslog モニタ デバッグ ポリシーにスコープ
します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/monitor* #
disable

syslog モニタをディセーブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/monitor* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーにスコープし、
syslog モニタ デバッグ ポリシーにスコープし、ポリシーをディセーブルにし、トランザクション
をコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope monitor
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/monitor* # disable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/monitor* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/monitor #

syslog リモート宛先デバッグ ポリシーの設定
ドメイン グループ下で syslog リモート宛先デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリ
シーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによっ
てすでに作成されており、設定できる状態です。

はじめる前に
syslog デバッグ ポリシーを作成します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開始し、
domain-group
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog デバッグ ポリシーのコンフィギュレー
syslog
ション モードを作成するか、スコープしま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* syslog リモート宛先デバッグ ポリシーを
# create | scope remote-destination |
server-1、server-2、server-3 のいずれかに作成
server-1 | server-2 | server-3
するか、スコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
syslog リモート宛先をイネーブルにします。
/domain-group/syslog/remote-destination*
# enable

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
syslog リモート宛先機能を、次のホスト名ま
/domain-group/syslog/remote-destination* たはレベルに設定します。
# set facility auth hostname or level |
• Auth
authpriv hostname or level | cron
hostname or level | daemon hostname or
• AuthPriv
level | ftp hostname or level | kernel
• Cron
hostname or level | local[0-7] hostname or
level | lpr hostname or level | mail
• Daemon
hostname or level | news hostname or level
• FTP
| syslog hostname or level | user hostname
or level | uucp hostname or level
• Kernel
• local0
• local1
• local2
• local3
• local4
• local5
• local6
• local7
• LPR
• Mail
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目的
• News
• syslog
• User
• UUCP
（注）

• レベルは Cisco UCS ドメイン
Critical（2）、Cisco UCS ドメ
イン Major Error（3）、Cisco
UCS ドメイン Minor Warnings
（4）、Cisco UCS ドメイン
Warning（5）、Information
（6）、Debugging（7）です。
• ホスト名は 0 ～ 255 文字で
す。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/domain-group/syslog/remote-destination* トします。
# commit-buffer

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーにスコープし、
syslog リモート宛先デバッグ ポリシーにスコープし、syslog リモート宛先デバッグ ポリシーを設
定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope remote-destination server-3
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # set facility auth 4
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # set facility auth authhost02
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # set facility authpriv 3
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # set facility auth authprivhost02
*** Continue configuring all facility settings as required ***
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination #

syslog リモート宛先デバッグ ポリシーのディセーブル化
syslog リモート宛先デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループ
からディセーブル化されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog リモート宛先デバッグ ポリ
シーは、ディセーブルにできません。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開始し、
domain-group
（任意で）ドメイン グループ ルート下の
ドメイン グループを開始します。 ドメイ
ン グループ ルート モードを開始するに
は、/ を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
scope syslog

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* syslog リモート宛先デバッグ ポリシーを
# scope remote-destination | server-1 | server-1、server-2、server-3 のいずれかに作
server-2 | server-3
成するか、スコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
syslog リモート宛先をディセーブルにしま
/domain-group/syslog/remote-destination* す。
# disable

既存の syslog モニタ デバッグ ポリシーの
コンフィギュレーション モードにスコープ
します。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーにスコープし、
syslog リモート宛先デバッグ ポリシーにスコープし、syslog リモート宛先デバッグ ポリシーをディ
セーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope remote-destination server-3
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # disable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/remote-destination #

syslog ソース デバッグ ポリシーの設定
ドメイン グループ下で syslog ソース デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリシーを
作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによってす
でに作成されており、設定できる状態です。

はじめる前に
syslog デバッグ ポリシーを作成します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope domain-group ドメイン グループ ルート モードを開始
domain-group
し、（任意で）ドメイン グループ ルート
下のドメイン グループを開始します。 ド
メイン グループ ルート モードを開始する
には、/ を domain-group として入力しま
す。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog デバッグ ポリシーのコンフィギュ
syslog
レーション モードを作成するか、スコー
プします。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* syslog ソース デバッグ ポリシーを作成す
# create | scope source
るか、スコープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/source* # enable

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムの設定にコ
/domain-group/syslog/remote-destination* ミットします。
# commit-buffer

syslog ソースをイネーブルにします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog コンソール デバッグ ポリシーにス
コープし、syslog ソース デバッグ ポリシーにスコープし、syslog ソース デバッグ ポリシーを設定
し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope source
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/source* # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/source* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/source #

syslog ソース デバッグ ポリシーのディセーブル化
syslog ソース デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループから削
除されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog ソース デバッグ ポリシーは、削除できませ
ん。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog* # scope
source

syslog ソース デバッグ ポリシーにスコープ
します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/source* #
disable

syslog ソース デバッグ ポリシーをディセー
ブルにします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/source* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog コンソール デバッグ ポリシーを作
成し、syslog ソース デバッグ ポリシーにスコープしてポリシーをディセーブルにし、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope source
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/source* # disable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/source* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/source #

syslog ログファイル デバッグ ポリシーの設定
ドメイン グループ下で syslog ログファイル デバッグ ポリシーを設定する前に、最初にこのポリ
シーを作成する必要があります。 ドメイン グループ ルート下にあるポリシーは、システムによっ
てすでに作成されており、設定できる状態です。

はじめる前に
syslog デバッグ ポリシーを作成します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # syslog デバッグ ポリシーのコンフィギュレー
scope syslog
ション モードを作成するか、スコープしま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog* # create |
scope file

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
syslog ログファイルをイネーブルにします。
/domain-group/syslog/file* # enable

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
syslog ファイルを、Alert（1）、Cisco UCS ド
/domain-group/syslog/file* # set level メイン Critical（2）、Cisco UCS ドメイン Major
1|2|3|4|5|6|7
Error（3）、Cisco UCS ドメイン Minor
Warnings（4）、Cisco UCS ドメイン Warning
（5）、Information（6）、Debugging（7）の
いずれかの状態に設定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/file* # set
name syslog-file-name

ステップ 8

UCSC(policy-mgr)
syslog ファイルのサイズを設定します（4096
/domain-group/syslog/file* # set size ～ 4194304 バイト）。
syslog-file-size

ステップ 9

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/file* #
commit-buffer

syslog ログファイル デバッグ ポリシーを作成
するか、スコープします。

syslog ファイル名を設定します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーを作成し、syslog
ログファイル デバッグ ポリシーにスコープし、syslog ログファイル デバッグ ポリシーを設定し、
トランザクションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # create file
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/file* # enable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/file* # set level 4
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UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)
UCSC(policy-mgr)

/domain-group/syslog/file* # set name syslogfilename01
/domain-group/syslog/file* # set size 4194304
/domain-group/syslog/file* # commit-buffer
/domain-group/syslog/file #

syslog ログファイル デバッグ ポリシーのディセーブル化
syslog ログファイル デバッグ ポリシーは、ドメイン グループ ルート下にあるドメイン グループ
からディセーブル化されます。 ドメイン グループ ルート下の syslog ログファイル デバッグ ポリ
シーは、ディセーブルにできません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # syslog デバッグ ポリシーのコンフィギュレー
scope syslog
ション モードを作成するか、スコープしま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
syslog ログファイル デバッグ ポリシーにス
/domain-group/syslog* # scope file コープします。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
syslog ログ ファイルをディセーブルまたはイ
/domain-group/syslog/file* # disable ネーブルにします。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/syslog/file* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ドメイン グループ domaingroup01 にスコープし、syslog デバッグ ポリシーにスコープし、
syslog ログファイル デバッグ ポリシーにスコープし、ポリシーをディセーブルにし、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCSC # connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group domaingroup01
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope syslog
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog* # scope file
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/file* # disable
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/file* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/syslog/file #
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