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Cisco IMC Supervisor REST API の開始
概要
REST API を使用する理由
Cisco IMC Supervisor REST API を使用して、アプリケーションは Cisco IMC Supervisor とプログラム的に対話できるよ
うになります。これらの要求は、Cisco IMC Supervisor のリソースへのアクセスを提供します。
API は Extensible Markup Language（XML）のドキュメントを含む HTTP メッセージを受け入れて返します。HTTP メッ
セージに含まれる XML ペイロードは、Cisco IMC Supervisor のメソッドまたは管理対象オブジェクト（MO）について
説明します。プログラミング言語を使用して、メッセージや XML ペイロードを生成できます。

API の動作
RESTful API では、ユーザが実行するアクションを HTTP メソッドが指定し、ユーザがアクセスするリソースを URI が
指定します。
REST API は次の HTTP メソッドを使用して、操作を作成、読み取り、更新、および削除（CRUD）します。
HTTP メソッド

説明

GET

指定されたリソースを取得します。GET は、エンジン
状態を変えない読み取り専用操作です。
• HTTP GET 操作には、要求本文を含めません。情
報が GET 要求で渡される場合は、クエリー パラ
メータを代わりに使用する必要があります。
• 指定がない場合、HTTP GET 操作では設定済みの
状態が返されます。たとえば、[Faults] テーブルで
の HTTP GET 操作では、システムで管理されてい
る現在のサーバの障害のリストが返されます。
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HTTP メソッド

説明

POST

指定したリソースによって処理されるデータを送信し
ます。処理されるデータは、要求本文に含まれていま
す。POST 操作では、新しいリソースを作成できます。
• すべての POST 要求には、新しいリソースの定義
を含む XML 本文が含まれている必要があります。
• POST操作が新しいリソースを作成するには、HTTP
応答のロケーション ヘッダーに後続の PUT、GET
および DELETE コマンドに使用される完全な URL
が含まれている必要があります。
• 作成要求への HTTP POST 応答には、200 戻りコー
ドと、HTTP ヘッダーで新しく作成されたリソース
の URI を含むロケーション ヘッダーが含まれてい
る必要があります。

PUT

新しい情報で指定したリソースを更新します。PUT 操
作に含まれているデータが前のデータに置き換わりま
す。
• PUT 操作は、新しいリソースを作成するために使
用できません。
• PUT 操作の要求本文には、リソースの必須属性の
完全な表現を XML 形式で含める必要があります。

DELETE

リソースを削除します。
• すでに削除されているリソースを削除すると、404
Not Found

応答が返されます。

• HTTP DELETE 操作には、要求本文を含めません。
情報が GET 要求で渡される場合は、クエリー パラ
メータを代わりに使用する必要があります。

（注）

GET API の場合、編集可能なフィールドに表示される リソース URL が上に表示されている
URL 値と一致しない可能性があります。リソース URL が上に表示されているものと一致する
ようにテキスト フィールドを編集する必要があります。その後、API は正しく実行されます。
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REST API の使用方法
Cisco IMC Supervisor を通じて REST API ブラウザにアクセスするには、有効な Cisco IMC Supervisor ユーザ アカウント
と API アクセス キーが必要です。API アクセス キーは Cisco IMC Supervisor による API 要求の認証に必要です。この
アクセス キーは、特定の Cisco IMC Supervisor ユーザ アカウントに関連付けられた一意のセキュリティ アクセス キー
コードです。API アクセス キーを生成する方法の詳細については、API アクセス キーの生成 を参照してください。
標準の HTTP 構文および意味規則に従い、name:value ヘッダーとして REST API アクセス キーを渡す必要があります。
たとえば、有効な name:value のヘッダーの一例は、X-Cloupia-Request-Key: F90ZZF12345678ZZ90Z12ZZ3456FZ789 です。
API 要求ヘッダーの詳細については、REST API 要求の作成方法 と RFC2616 のヘッダー フィールド定義を参照してく
ださい。
REST API コールは、次のいずれかの方法で作成できます。
• Cisco IMC Supervisor GUI：Cisco IMC Supervisor 開発者向けのレポート メタデータと REST API ブラウザを提供す
る開発者メニュー オプションがあります。これらの機能にアクセスするには、開発者メニューを有効にします。
開発者メニューを有効にする方法の詳細については、開発者メニュー オプションの有効化, （6 ページ） を参照
してください。
開発者メニューを有効にすると、次の機能にアクセスできるようになります。
◦ レポート メタデータ：レポート メタデータを使用すると、Cisco IMC Supervisor に表示されたすべてのレポー
トの REST API URL を表示できます。レポート メタデータにアクセスする方法の詳細については、レポート
メタデータへのアクセス を参照してください。
◦ REST API ブラウザ：REST API ブラウザは、Cisco IMC Supervisor の [Policies] > [API and Orchestration] メニュー
からアクセス可能です。REST API ブラウザは、API 情報および API コード生成機能を提供し、REST API な
どの利用可能なあらゆる API を見やすく表示し、作業を促進します。REST API ブラウザにアクセスする方
法の詳細については、REST API ブラウザの使用 を参照してください。
• REST クライアント：REST クライアントは、API 要求および応答を解析して表示するための便利なウィジェット
です。このウィジェットでは、データ操作用に REST URL を入力し、POST、PUT または DELETE などの HTTP
メソッドをその URL に適用できます。REST クライアントでは、Cisco IMC Supervisor サーバからデータを取得す
るための URL を入力するための単純なユーザ インターフェイスが提供されます。
• Mozilla Firefox を使用している場合は、Add-ons for Firefox から RESTClient をダウンロードします。
• Google Chrome を使用している場合は、Chrome Web Store から Advanced REST クライアントをダウンロード
します。

（注）

Cisco IMC Supervisor にログインしている場合は、サポートされている Web ブ
ラウザを使用して、API 要求を送信して応答を取得します。

• CURL：これはコマンドライン ユーティリティで、Cisco IMC Supervisor からデータを照会し、Cisco IMC Supervisor
を設定するために使用できます。
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前提条件
Cisco IMC Supervisor REST API の使用を始める前に次のことを確認します。
• Cisco IMC Supervisor がインストール済みで、システム上で動作していること。Cisco IMC Supervisor をインストー
ルする方法の詳細については、『Cisco IMC Supervisor Install and Upgrade Guide』を参照してください。
• API アクセス キーがある。API アクセス キーを生成する方法の詳細については、 を参照してください。 API アク
セス キーの生成, （5 ページ）
• RESTful Web サービスを実行する REST クライアントがある。

（注）

• Mozilla Firefox を使用している場合は、Add-ons for Firefox から RESTClient
をダウンロードします。
• Google Chrome を使用している場合は、Chrome Web Store から Advanced
REST クライアントをダウンロードします。

API アクセス キーの生成
手順
ステップ 1

Cisco IMC Supervisor で右上にあるログイン名をクリックします。
たとえば、admin としてログインしている場合、Cisco IMC Supervisor の右上に admin と表示されます。

ステップ 2

[User Information] ダイアログボックスで、[Advanced] タブをクリックします。

ステップ 3

[REST API Access Key] 領域に表示された値をコピーするには、[Copy Key Value] をクリックします。

ステップ 4

安全な場所にアクセス キーを保存し、それを API 要求ヘッダーで使用します。
API 要求ヘッダーの詳細については、要求の形式 を参照してください。

ステップ 5

API アクセス キーを変更する場合は、[Regenerate Key] をクリックします。
新しいキーの生成後は、古いキー コードは無効になり、使用できなくなります。

GUI を介して REST API を使用する環境の設定
Cisco IMC Supervisor のREST API ブラウザとレポート メタデータ情報にアクセスするには、開発者メニュー オプショ
ンを有効にします。REST API ブラウザおよびレポート メタデータ機能によって、サイト固有の API データが提供され
ます。
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レポート メタデータ ビューから提供される HTTP 要求コードを使用して、API サービス結果をすぐに得ることができ
ます。API 情報が必要なあらゆる状況でこれらのオプションを使用できます。
Cisco IMC Supervisor REST API ブラウザは、API 情報および API コード生成機能を提供し、REST API などの利用可能
なあらゆる API を見やすく表示し、作業を促進します。
GUI で REST API を使用するには、次のタスクを実行します。
• 開発者メニュー オプションの有効化, （6 ページ）
• REST API ブラウザの使用
• レポート メタデータへのアクセス

開発者メニュー オプションの有効化
はじめる前に
アプリケーション ユーザに付与されるものとまったく同じデータへの管理アクセス権を提供する 1 つ以上のユーザ ア
カウントを取得します。異なる管理者およびエンドユーザのロールに関連付けられたデータ アクセスの制限について
は、Cisco IMC Supervisor の管理者にお問い合わせください。異なるデータ アクセスとセキュリティ制御に関連付けら
れたユーザ体験をテストするために、複数のユーザ アカウントが必要な場合があります。

手順
ステップ 1

Cisco IMC Supervisor で右上にあるログイン名をクリックします。
たとえば、admin としてログインしている場合、Cisco IMC Supervisor の右上に admin と表示されます。

ステップ 2

[User Information] ダイアログボックスで、[Advanced] タブをクリックします。

ステップ 3

[Enable Developer Menu (for this session)] チェックボックスをオンにします。
現在のセッションの間中、[REST API Browser] が [Orchestration] メニューでアクティブになり、このセッ
ションで開かれるレポート ビューで [Report Metadata] オプションが利用可能になります。
ヒント

ステップ 4

[Advanced] タブにはアカウントの REST API アクセス キー コードも表示されま
す。

[User Information] ダイアログボックスを閉じます。

REST API ブラウザの使用
Cisco IMC Supervisor REST API ブラウザは、すべての利用可能な Cisco IMC Supervisor XML 形式の REST API の使用に
おいて開発者に支援と教育を提供する、API 情報および API コード生成機能を提供します。プライマリ ビューには、
API が含まれているタスク フォルダがリストされます。タスク名は、API がリストされるカテゴリを提供します。たと
えば、Firmware Management タスクに関連するすべての API は、これらの名前が付いたフォルダの中にあります。

6

はじめる前に
• アプリケーション ユーザに付与されるものとまったく同じデータへの管理アクセス権を提供する 1 つ以上のユー
ザ アカウントを取得します。異なる管理者およびオペレータのロールに関連付けられたデータ アクセスの制限に
ついては、Cisco IMC Supervisor の管理者にお問い合わせください。ユーザとロールの詳細については、『Cisco
IMC Supervisor Rack-Mount Servers Management Guide』の「Creating Users and User Roles」の章を参照してください。
異なるデータ アクセスとセキュリティ制御に関連付けられたユーザ体験をテストするために、複数のユーザ アカ
ウントが必要な場合があります。
• セッションの開発者メニュー オプションを有効にします。

手順
ステップ 1

メニューバーで、[Policies] > [API and Orchestration] の順に選択します。

ステップ 2

[REST API Browser] タブをクリックします。
必要に応じて、右のスクロール矢印をクリックし、[REST API Browser] タブに移動します。

ステップ 3

表示する API を含むタスク フォルダを開きます。
ヒント
特定の API がどのタスク フォルダに属するかが分からない場合には、[Rest API Browser] タブ
の右上隅にある [Search] フィールドを使用して検索できます。API の [Resource]、[Operation]、
または [Description] フィールドに含まれる文字列を入力して検索を絞り込みます。また、[Add
Advanced Filter] など、メニュー バーにある他のオプションを使用して特定の API を検索する
こともできます。

ステップ 4

必要な API リソースと操作を含む行をダブルクリックします。
REST API ブラウザには次が表示されます。
• [API Examples] タブ：選択された API データが表示され、サンプル URL を生成することができま
す。選択された操作とリソースに基づいて、このタブにはパラメータ値を受け入れるデータ入力
ボックスも含まれる場合があります。データ入力ボックスで利用可能な場合、[Select] をクリックす
ると、データ検索フィルタが開き、入力する必要があるデータを絞り込み、選択することができま
す。
• [Details] タブ：API の定義、入力パラメータ、出力パラメータを含む API についての追加情報が表
示されます。
• [Sample Java Code] タブ：API のサンプル コードが表示されます。
（注）

このタブは、現行のリリースには適用されませ
ん。

レポート メタデータへのアクセス
レポート メタデータを使用すると、Cisco IMC Supervisor で表示される各レポートの API 要求コードを含む、Cisco IMC
Supervisor によって使用される API コードを確認することができます。このコードには、すぐにブラウザに貼り付けて
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URL 要求を Cisco IMC Supervisor に送信できる完全な URL が含まれています。直接の API 応答は開発者に多くの情報
を提供します。API 要求コードを表示するには、レポートに移動し、[Report Metadata] を選択します。

はじめる前に
• アプリケーション ユーザに付与されるものとまったく同じデータへの管理アクセス権を提供する 1 つ以上のユー
ザ アカウントを取得します。異なる管理者およびエンドユーザのロールに関連付けられたデータ アクセスの制限
については、Cisco IMC Supervisor の管理者にお問い合わせください。異なるデータ アクセスとセキュリティ制御
に関連付けられたユーザ体験をテストするために、複数のユーザ アカウントが必要な場合があります。
• セッションの開発者メニュー オプションを有効にします。

手順
ステップ 1

Cisco IMC Supervisor で API コードを確認するページに移動します。
たとえば、次のいずれかを選択します。
• [Systems] > [Firmware Management] > [Images - Local]
• [Systems] > [Physical Accounts]

ステップ 2

[Report Metadata] をクリックします。

ステップ 3

[Information] ダイアログ ボックスで、REST API URL を確認します。

HTTP 応答の解釈方法
次の HTTP ステータス コードが Cisco IMC Supervisor より返されます。
• 401 Unauthorized：API キーは無効です。
• 200 OK：Cisco IMC Supervisor は要求を処理しました。要求の実際のステータスは応答の本文に含まれます。
Cisco IMC Supervisor の応答の本文は JSON 形式です。これは API 要求で指定された FormatType パラメータにより決定
されます。
API 応答（サービス結果）データ タイプ
Cisco IMC Supervisor REST API 要求への応答で送信されるサービス結果（ペイロード）はその操作向けに指定されてい
ます。サービス結果は操作に特化した名前/値ペアのセット、またはこの API の標準データ タイプ、つまりレポートま
たは XML オブジェクトとしてフォーマットされている場合があります。
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REST API 要求の作成方法
REST クライアントによって、便利かつ有益な方法で API データの解析とラベル付けが行われます。サポートされてい
る Web ブラウザを使用して、API 要求を送信して応答を取得することができます。REST URL を実行するには、Web
ブラウザでサポート対象の REST クライアントをダウンロードします。
• Mozilla Firefox では、Add-ons for Firefox から RESTClient をダウンロードします。
• Google Chrome では、Chrome Web Store から Advanced REST クライアントをダウンロードします。
API クライアントは HTTP 要求を使用して Cisco IMC Supervisor と対話します。REST API アクセス キーをパスするに
は、各要求が X-Cloupia-Request-Key と呼ばれる http ヘッダーに関連付けられており、その値が現在の REST API
アクセス キーに設定されている必要があります。REST API アクセス キーを生成する方法については、API アクセス
キーの生成 を参照してください。
API に対する要求には次の特性があります。
• 要求が HTTP で送信されます。
• 要求には、次の形式で有効な URL が含まれている必要があります。
サンプル API URL：
http://serverip/cloupia/api-v2/CreateNetworkImage

HTTP メソッド：POST
<operationType>NETWORK_IMAGE_CREATE</operationType>
<payload>
<CreateNetworkImage>
<profileName></profileName>
<platform></platform>
<networkServerType>NFS</networkServerType>
<!-- Set this value only when networkServerType
<locationLink></locationLink>
<!-- Set this value only when networkServerType
<networkPath></networkPath>
<!-- Set this value only when networkServerType
<sharePath></sharePath>
<!-- Set this value only when networkServerType
<remoteFileName></remoteFileName>
<nwPathUserName></nwPathUserName>
<nwPathPassword></nwPathPassword>
<!-- Set this value only when networkServerType
<mountOptions></mountOptions>
</CreateNetworkImage>

equals to HTTP -->
not equals to HTTP -->
not equals to HTTP -->
not equals to HTTP -->

equals to CIFS -->

</payload>
</cuicOperationRequest>

ネットワーク イメージを作成するための HTTP 応答は次のとおりです。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
standalone="yes"?><cuicOperationResponse><operationStatus>0</operationStatus><response><CreateNetworkImageResponse><Success>Network
Image Profile test saved
successfully.</Success></CreateNetworkImageResponse></response><responseMap><entry><key>Success</key><value>Network
Image Profile test saved successfully.</value></entry></responseMap></cuicOperationResponse>"

REST API の例については、『Cisco IMC Supervisor REST API Cookbook, Release 2.0』を参照してください。
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ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容
については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販
売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

