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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, vii ページ
• マニュアルの構成, vii ページ
• 関連資料, viii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, viii ページ

対象読者
このマニュアルは、プログラミングと API の使用について背景知識を持つソフトウェア エンジニ
アを対象としています。エンジニアは、XML、データ システム、ネットワーキング プロトコル、
およびストレージ プロトコルに関する知識を持っている必要があります。

マニュアルの構成
この XML API リファレンス ガイドは、次の章で構成されています。
• Cisco IMC XML API, （1 ページ）
• Cisco IMC XML API メソッドの使用, （9 ページ）
• Cisco IMC XML API メソッドの説明, （15 ページ）
• Cisco IMC XML オブジェクト アクセス権限, （37 ページ）
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関連資料

関連資料
すべての C-Series マニュアルの完全なリストについては、次の URL で入手可能な『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

（注）

『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』および
『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller CLI Command Reference』では、
Cisco IMC の概要について説明しています。これは XML API ソフトウェア開発者向けの重要
な背景説明です。

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、HTMLmailto:ucs-docfeedback@cisco.com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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章

Cisco IMC XML API
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco IMC XML API の概要, 1 ページ
• Cisco UCS 管理情報モデル, 2 ページ
• Cisco IMC XML API サンプル フロー, 3 ページ
• オブジェクトの命名, 4 ページ
• API メソッド カテゴリ, 4 ページ
• 成功または失敗の応答, 7 ページ

Cisco IMC XML API の概要
Cisco IMC XML API は、C シリーズ ラックマウント サーバ用 Cisco Integrated Management Controller
（Cisco IMC）ソフトウェアのプログラマチック インターフェイスです。この API は HTTP また
は HTTPS を使用して XML ドキュメントを受け取ります。開発者は、任意のプログラミング言語
を使用して API メソッドを含む XML ドキュメントを生成できます。Cisco IMC の構成およびス
テータス情報は、XML API を介して完全にアクセスできる、管理情報ツリー（MIT）と呼ばれる
階層ツリー構造に格納されます。
Cisco IMC XML API は、Cisco UCS Manager XML API で利用可能なメソッドのサブセットおよび
管理情報モデルを実装します。両方の API の動作は構文およびセマンティクスの面で似ており、
両方で同じクライアント開発ツールおよび技術を使用できます。Cisco IMC XML API の対象範囲
は 1 台のC シリーズ ラックマウント サーバに限定されています。これに対して Cisco UCS Manager
XML API は、スイッチ、FEX モジュール、サーバなどのデバイスで構成される Cisco UCS ドメイ
ン全体を制御します。
Cisco IMC XML API を使用すれば、Cisco IMC にプログラムでアクセスして、サーバを構成、管
理、モニタできます。この API には、Cisco IMC CLI および GUI インターフェイスからアクセス
できる機能の大部分を提供します。
API の動作はトランザクション型で、Cisco IMC で保持される単一のデータ モデルで終了します。
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Cisco UCS 管理情報モデル

API モデルには、次のプログラマチック エンティティが含まれます。
• クラス：MIT のオブジェクトのプロパティおよび状態を定義します。
• メソッド：1 つまたは複数のオブジェクトに対して API が実行するアクションです。
• タイプ：オブジェクト ステート（たとえば、equipmentPresence）に値をマッピングするオブ
ジェクトのプロパティです。
一般的な要求は Cisco IMC に届き、FIFO（先着順）順でトランザクタ キューに配置されます。ト
ランザクタはこのキューから要求を取得し、要求を解釈して認可チェックを実行します。要求の
確認後、トランザクタが MIT を更新します。このすべての動作は、1 つのトランザクションで行
われます。
イベント サブスクリプションがサポートされます。最大で 4 台の Cisco IMC XML API クライアン
トを、Cisco IMC からイベント通知を受信するために登録できます。イベント サブスクリプショ
ン操作によって接続セッションが確立され、Cisco IMC によって非同期的に送信される XML 形式
のイベント通知メッセージをクライアントが受信できるようになります。

Cisco UCS 管理情報モデル
Cisco UCS を構成するすべての物理および論理コンポーネントは、MIT とも呼ばれる階層型管理
情報モデル（MIM）で表されます。このツリー内の各ノードは、管理ステータスと動作ステータ
スを含む、管理対象オブジェクト（MO）またはオブジェクトのグループを表します。
階層構造は最上部（sys）から始まり、親ノードと子ノードを含みます。このツリー内の各ノード
は管理対象オブジェクトであり、Cisco UCS 内の各オブジェクトは、オブジェクトとツリー内の
位置を示す一意の識別名（DN）を持ちます。管理対象オブジェクトはCPU、DIMM、アダプタ
カード、ファン、および電源装置などの Cisco UCS リソースを抽象化したものです。
設定ポリシーは、システム内のポリシーの大半を占め、さまざまな Cisco UCS コンポーネントの
設定を説明します。ポリシーは、ある環境下でシステムがどのように動作するかを決定します。
特定の管理対象オブジェクトはユーザが作成せず、自動的に Cisco UCS によって作成されます（電
源オブジェクトやファン オブジェクトなど）。API を起動することによって、MIM にオブジェク
トの読み取りと書き込みを行います。
Cisco IMC 管理情報モデル
Cisco IMC 管理情報モデルは、Cisco UCS 管理情報モデルのサブセットです。C シリーズ ラックマ
ウント サーバ は、次の例のように MIT の sys/chassis-1/server-1 からモデル化されています。
図 1：Cisco IMC MIM 構造の図
Tree (topRoot):—————————————-Distinguished Name:
|——sys———————————––– (sys)
|——chassis-1 ————————(sys/chassis-1)
|——server-1 ————————(sys/chassis-1/server-1)
|——server-2 ————————(sys/chassis-1/server-2)
|——adaptor-1————————(sys/chassis-1/server-2/adaptor-1)
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Cisco IMC XML API サンプル フロー

|——PSU-1 ————————(sys/chassis-1/PSU-1)
|——PSU-2 ————————(sys/chassis-1/PSU-2)

Cisco IMC XML API サンプル フロー
一般的な要求はCisco IMCに着信し、FIFO の順でトランザクタ キューに配置されます。トランザ
クタはこのキューから要求を取得し、要求を解釈して認可チェックを実行します。要求が確認さ
れると、トランザクタは管理情報ツリーを更新します。このプロセスは、単一のトランザクショ
ンで実行されます。
次の図は、Cisco IMC がサーバの起動要求を処理する方法を示しています。その下の表に、サーバ
の起動要求に伴うステップを示します。
図 2：サーバの起動要求のサンプル フロー

表 1： サーバの起動要求の説明

手順

コマンド/プロセス

MO（サーバ）の動作上の
電源状態

1

CMD 要求：サーバの起動

ダウン

2

要求をキューに投入

ダウン

3

管理情報ツリーのステート変更および管理対象オブジェクト ダウン
（MO）ステート変更の永続化

4

ブート スティミュラスの適用

アップ

Cisco UCS ラックマウント サーバ Cisco IMC XML API プログラマ ガイド（3260 サーバ用）
3

Cisco IMC XML API
オブジェクトの命名

オブジェクトの命名
特定のオブジェクトは、識別名（DN）または相対名（RN）で識別できます。
識別名
識別名を使用すると、明確にターゲット オブジェクトを識別することができます。識別名は、一
連の相対名から構成される次の形式を持ちます。
dn = {rn}/{rn}/{rn}/{rn}...

次の例で DN は、オブジェクト ツリーの最上位からオブジェクトまで、adaptor-1 の完全修飾パ
スを提供します。DN は、API コールが動作する管理対象オブジェクトを指定します。
< dn =”sys/chassis-1/server-1/adaptor-1”/>

相対名
相対名は、親オブジェクトのコンテキスト内でオブジェクトを識別します。識別名は、一連の相
対名で構成されます。
次の識別名を例にします。
<dn = "sys/chassis-1/server-1/adaptor-1/host-eth-2"/>

これは、次の相対名で構成されます。
topSystem MO: rn="sys"
equipmentChassis MO: rn ="chassis-1"
computeServerNode MO: rn ="server-<id>"
adaptorUnit MO: rn="adaptor-<id>"
adaptorHostEthIf MO: rn="host-eth-<id>"

API メソッド カテゴリ
各メソッドは XML ドキュメントに対応します。

（注）

このマニュアルのいくつかのコード例では、用語 <real_cookie> は
1217377205/85f7ff49-e4ec-42fc-9437-da77a1a2c4bf などの実際の Cookie に置き換えられます。
XML API の Cookie は 47 文字の文字列です。これは、セッション情報を維持するために Web
ブラウザがローカルに保存する Cookie とは種類が異なります。

認証方式
認証方式は、セッションを認証して保持します。次に例を示します。
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• aaaLogin：ログインする最初のメソッドです。
• aaaRefresh：現在の認証 Cookie を更新します。
• aaaLogout：現在のセッションを終了し、対応する認証 Cookie を非アクティブ化します。
有効な Cookie を取得する場合は、aaaLogin メソッドを使用します。セッションを保持し、Cookie
をアクティブに保つ場合は、aaaRefresh を使用します。セッションを終了（また、Cookie を無効
化）する場合は、aaaLogout メソッドを使用します。Cisco UCS に対して一度に最大 4 個のセッショ
ンを開くことができます。
操作は、HTTP の post メソッドを使用して（Cisco IMC は HTTP 要求と HTTPS 要求の両方をサポー
トします）TCP で実行されます。HTTP および HTTPS が別のポート番号を使用するように設定で
きますが、TCP/443（または非セキュア接続の場合は TCP/80）がデフォルトで使用されます。
HTTP のエンベローブには XML の設定が含まれます。

ヒント

Cisco IMC では、HTTP から HTTPS へのリダイレクトはデフォルトでイネーブルです。クライ
アント アプリケーションと Cisco IMC の間の HTTP パケットをキャプチャするには、Cisco IMC
GUI または CLI のリダイレクトをディセーブルにします。

クエリー メソッド
クエリー メソッドは、オブジェクトの現在の設定状態情報を取得します。以下に、クエリーのサ
ポートされているメソッドを示します。
• configResolveDn：DN によりオブジェクトを取得します。
• configResolveClass：該当するクラスのオブジェクトを取得します。
• configResolveChildren：オブジェクトの子オブジェクトを取得します。
• configResolveParent：オブジェクトの親オブジェクトを取得します。
ほとんどのクエリー メソッドは、引数 inHierarchical（ブール値 true/yes または false/no）を持ちま
す。true の場合、inHierarchical 引数はすべての子オブジェクトを返します。
<configResolveDn … inHierarchical="false"></>
<configResolveDn … inHierarchical="true"></>

Cisco IMC から返されるデータ量は非常に大きいことがあるため、inHierarchical 引数は慎重に使用
してください。たとえば、クエリー メソッドが、管理情報ツリーの上部にある管理対象オブジェ
クト（MO）を参照するクラスまたは DN で使われていて、inHierarchical が true に設定されている
場合、応答には Cisco IMC 構成のほぼすべてが含まれる可能性があります。Cisco IMC が要求を処
理するために必要なリソースが多くなると、Cisco IMC が応答するまでにかかる時間が長くなりま
す。遅延を回避するには、クエリー メソッドを少数の MO に関連する小さな規模で実行する必要
があります。
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ヒント

クエリー メソッドが応答しない、または応答に時間がかかる場合は、クライアント アプリケー
ションのタイムアウト期間を長くするか、関連する MO の数を減らすようにクエリー メソッ
ドを調整します。
クエリーの API メソッドには、コールを再帰的にするかどうかを指定するために inRecursive 引数
が含まれる場合があります（他のオブジェクトまたは親オブジェクトをポイントし返す場合な
ど）。

（注）

ホストの電源が少なくとも 1 回投入されるまでに、Cisco IMC はインベントリおよびステータ
ス情報の取得を完了していない場合があります。たとえば、Cisco IMC がリセットされた場合
は、ホストの電源が次にオンになるまで、CPU、メモリ、またはアダプタの詳細なインベント
リ情報は取得されません。使用できないデータに対応する MO でクエリー メソッドが実行さ
れた場合、応答は空白になります。

設定メソッド
Cisco IMC XML API では、管理対象オブジェクトの設定変更を行うために単一のメソッドのみが
サポートされます。
• configConfMo：単一の管理対象オブジェクト（たとえば、DN）に影響します。

イベント サブスクリプション メソッド
アプリケーションは、通常のポーリングまたはイベント サブスクリプションによってステート変
更に関する情報を取得します。リソースをより効率的に使うために、イベント サブスクリプショ
ンは通知に最適な方法です。ポーリングは非常に限定的な状況にある場合だけ使用してください。
次の例に示すように、イベントに対して登録するために eventSubscribe を使用します。
<eventSubscribe
cookie="<real_cookie>">
</eventSubscribe>

通知を受信するには、TCP 経由で HTTP または HTTPS セッションを開き、このセッションを開い
たままにします。eventSubscribe を受信すると、 は新しく発生したすべてのイベントの送信を開始
します。これらのイベントのサブスクリプションを解除するには、eventUnsubscribe メソッドを使
用します。
各イベントは一意のイベント ID を持ちます。イベント ID はカウンタとして動作し、すべてのメ
ソッドの応答に含まれます。イベントが生成されると、イベント ID カウンタが増加し、新しいイ
ベント ID が割り当てられます。このシーケンス番号により、イベントの追跡が可能になり、イベ
ントを見逃すことがなくなります。
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ユーザが開始したイベント チャネル接続は、イベント チャネル セッションの Cookie に関連付け
られた非アクティビティが 600 秒経過してから、 によって自動的に切断されます。イベント チャ
ネル接続が によって自動的に閉じられることを防ぐには、ユーザは 600 秒以内に同じイベント
チャネル セッション Cookie に対して aaaKeepAlive 要求を送信するか、または同じイベント チャ
ネル セッション Cookie を使用して に他の XML API メソッドを送信する必要があります。

成功または失敗の応答
が XML API 要求に応答する場合、応答は要求が完了できない場合に失敗を示します。成功の応答
は、要求が有効かどうかだけを示し、操作が完了したことは示しません。たとえば、電源投入の
要求をサーバが完了するには時間がかかることがあります。電源状態は、サーバの電源が実際に
投入されてからのみダウンからアップに変更されます。

成功の応答
要求が正常に実行されると、Cisco IMC は要求された情報または変更が行われたことの確認を含む
XML ドキュメントを返します。次に、識別名 sys/chassis-1/server-1/adaptor-2/ext-eth-0 に対
する configResolveDn クエリーの例を示します。
<configResolveDn
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-2/ext-eth-0"
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"/>

応答には次の情報が含まれます。
<configResolveDn
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-2/ext-eth-0">
<outConfig>
<adaptorExtEthIf
id="0"
ifType="physical"
linkState="up"
mac="00:22:BD:D6:42:DA"
name=""
operState="up"
portId="0"
purpose="general"
transport="CE"
type=""
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-2/ext-eth-0" >
</adaptorExtEthIf>
</outConfig>
</configResolveDn>

失敗した要求
失敗した要求への応答には、errorCode および errorDescr の XML 属性が含まれます。次に、失敗
した要求に対する応答の例を示します。
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-1/ext-eth-0"
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cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="103"
invocationResult="unidentified-fail"
errorDescr="can't create; object already exists.">
</configConfMo>

空の結果
存在しないオブジェクトに対するクエリー要求は、Cisco IMC によって失敗として扱われません。
オブジェクトが存在しない場合、Cisco IMC は成功メッセージを返しますが、要求されたオブジェ
クトが見つからなかったことを示すために、XML ドキュメントには空のデータ フィールド
（<outConfig> </outConfig>）が含まれます。次に、存在しないラックマウント サーバの識別名
を解決する試みに対する応答の例を示します。
<configResolveDn
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-9999">
<outConfig>
</outConfig>
</configResolveDn>
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Cisco IMC XML API メソッドの使用
この章は、次の項で構成されています。
• 認証方法, 9 ページ
• クエリー メソッド, 11 ページ

認証方法
認証により、XML API による Cisco IMC との対話が可能になります。認証を使用すると、権限を
設定し、実行できる操作を制御できます。

（注）

このマニュアルのほとんどのコード例では、用語 <real_cookie> は
1217377205/85f7ff49-e4ec-42fc-9437-da77a1a2c4bf などの実際の Cookie に置き換えられます。
Cisco UCS の Cookie は 47 文字の文字列です。これは、セッション情報を維持するために Web
ブラウザがローカルに保存する Cookie とは種類が異なります。

ログイン
ログインするために、XML API クライアントは Cisco IMC HTTP（または HTTPS）サーバへの
TCP 接続を確立し、aaaLogin メソッドを格納している XML ドキュメントをポストします。
次の例では、IP アドレス 192.0.20.72 で Cisco IMC のポート 80 への TCP 接続を確立するために、
Telnet ユーティリティを使用しています。使用するパスは /nuova です。
$ telnet 192.0.20.72 80
POST /nuova HTTP/1.1
USER-Agent: lwp-request/2.06
HOST: 192.0.20.72
Content-Length: 62
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
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次に、クライアントは aaaLogin メソッドを指定し、ユーザ名とパスワードを提供します。
<aaaLogin
inName='admin'
inPassword='password'>
</aaaLogin>

（注）

XML API ドキュメントに XML バージョンまたは DOCTYPE の行を含めないでください。
inName 属性と inPassword 属性はパラメータです。
各 XML API ドキュメントは、実行する操作を表します。要求が XML API ドキュメントとして受
け取られると、Cisco IMC は要求を読み取り、メソッドで指定されているアクションを実行しま
す。Cisco IMC は、XML ドキュメント形式のメッセージで応答し、要求の成否を示します。
次に、一般的な成功応答を示します。
1 <aaaLogin
2
response="yes"
3
outCookie="<real_cookie>"
4
outRefreshPeriod="600"
5
outPriv="admin">
6 </aaaLogin>

応答の各行は、次のように解釈されます。
1 ログインに使用するメソッドを指定します。
2 これが応答であることを確認します。
3 セッションの Cookie を提供します。
4 推奨される Cookie のリフレッシュ間隔を指定します。デフォルトのログイン セッションの長
さは 600 秒です。
5 ユーザ アカウントに割り当てられる権限レベルを指定します（admin、user、または readonly）。
6 終了タグ。
また、次の例に示すように XML API へのログインに cURL ユーティリティを使用できます。
curl -d "<aaaLogin inName='admin' inPassword='password'></aaaLogin>" http://192.0.20.72/nuova

HTTPS を有効にした場合は、次の例に示すように、cURL のコマンドで HTTPS を使用する必要が
あります。
curl -d "<aaaLogin inName='admin' inPassword='password'></aaaLogin>" https://192.0.20.72/nuova

セッションの更新
セッションは、aaaLogin 応答または以前の更新から取得された 47 文字の Cookie を使用して、
aaaRefresh メソッドで更新されます。
<aaaRefresh
cookie="<real_cookie>"
inCookie="<real_cookie>"
inName='admin'
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inPassword='password'>
</aaaRefresh>

セッションからのログアウト
セッションからログアウトするには、次のメソッドを使用します。
<aaaLogout
cookie="<real_cookie>"
inCookie="<real_cookie>"
</aaaLogout>

失敗の応答
失敗したログイン：
<aaaLogin
cookie=""
response="yes"
errorCode="551"
invocationResult="unidentified-fail"
errorDescr="Authentication failed">
</aaaLogin>

存在しないオブジェクト（空白が返される場合は、指定した DN オブジェクトが存在しないこと
を示します）：
<configResolveDn
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-9999">
<outConfig>
</outConfig>
</configResolveDn>

不正な要求：
<configConfMo
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-1/ext-eth-0">
errorCode="103“
invocationResult="unidentified-fail“
errorDescr="can't create; object already exists.">
</configConfMo>

クエリー メソッド
configResolveChildren

の使用

MIT の子オブジェクトの解決時に、次のことに注意してください。
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configResolveClass の使用

• このメソッドが、名前付きクラスのインスタンスである名前付きオブジェクトのすべての子
オブジェクトを取得している。クラス名を省略すると、名前付きオブジェクトのすべての子
オブジェクトが返されます。
• inDn 属性により、子オブジェクトが取得される名前付きオブジェクトが指定されている（必
須）。
• classId 属性により、返される子オブジェクト クラスの名前が指定されている（任意）。
• 認証 Cookie（aaaLogin または aaaRefresh から）が必須である。
• inHierarchical 属性（デフォルト値は false）が true の場合は、結果が階層形式であることが指
定されている。
• 列挙値、classIds、およびビット マスクが文字列として表示されている。
configResolveChildren, （22 ページ）に示す要求または応答の例を参照してください。

configResolveClass

の使用
クラスの解決時には、次のことに注意してください。
• 指定したクラス タイプのすべてのオブジェクトが取得されている。
• classId が、返されるオブジェクト クラスの名前を指定している（必須）。
• 認証 Cookie（aaaLogin または aaaRefresh から）が必須である。
• inHierarchical 属性（デフォルト値は false）が true の場合は、結果が階層形式であることが指
定されている。
• 列挙値、classIds、およびビット マスクが文字列として表示されている。
結果セットは大きくなることがあります。結果セットは正確に定義してください。たとえば、ア
ダプタのリストだけを取得する場合は、クエリーで classId の属性値として adaptorUnit を使用しま
す。この例は、adaptorUnit クラスのすべてのインスタンスについて問い合わせます。
<configResolveClass
cookie="real_cookie"
inHierarchical="false"
classId="adaptorUnit"/>

configResolveClass, （24 ページ）に示す要求または応答の例を参照してください。

configResolveDn

の使用
DN を解決するときは、次のことに注意してください。
• DN により指定されたオブジェクトが取得されている。
• 指定された DN が、解決するオブジェクト インスタンスを識別している（必須）。
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configResolveParent の使用

• 認証 Cookie（aaaLogin または aaaRefresh から）が必須である。
• inHierarchical 属性（デフォルト値は false）が true の場合は、結果が階層形式であることが指
定されている。
• 列挙値、classIds、およびビット マスクが文字列として表示されている。
configResolveDn, （25 ページ）に示す要求または応答の例を参照してください。

configResolveParent

の使用
オブジェクトの親オブジェクトの解決時に、次のことに注意してください。
• このメソッドが、指定 DN の親オブジェクトを取得している。
• dn 属性が子オブジェクトの DN である（必須）。
• 認証 Cookie（aaaLogin または aaaRefresh から）が必須である。
• inHierarchical 属性（デフォルト値は false）が true の場合は、結果が階層形式であることが指
定されている。
• 列挙値、classIds、およびビット マスクが文字列として表示されている。
configResolveParent, （26 ページ）に示す要求または応答の例を参照してください。
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configResolveParent の使用
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Cisco IMC XML API メソッドの説明
この章は、次の項で構成されています。
• aaaGetComputeAuthTokens, 15 ページ
• aaaKeepAlive, 16 ページ
• aaaLogin, 17 ページ
• aaaLogout, 19 ページ
• aaaRefresh, 20 ページ
• configConfMo, 21 ページ
• configResolveChildren, 22 ページ
• configResolveClass, 24 ページ
• configResolveDn, 25 ページ
• configResolveParent, 26 ページ
• eventSubscribe, 27 ページ
• eventUnsubscribe, 28 ページ

aaaGetComputeAuthTokens
aaaGetComputeAuthTokens メソッドは、KVM を起動するために使用する認証トークンを返しま
す。このメソッドにより、60 秒間有効な 2 つの一時認証トークンが生成されます。1 つめのトー
クンは KVM ユーザ名、2 つめのトークンはパスワードです。これらの認証トークンをクレデン
シャルとして使用することで、Java Network Launching Protocol（JNLP）ファイルをダウンロード
可能な URL にアクセスできます。KVM セッションを開始するには、URL から JNLP ファイルを
ダウンロードして、それを起動します。
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aaaKeepAlive

• Cisco IMC で vKVM オプションがディセーブルにされている場合、トークンを取得する

（注）

ことはできません。
• 認証トークンを取得するには、Cisco IMC に対するユーザ権限または管理者権限が必要で
す。読み取り専用権限を使用してトークンを取得することはできません。
• 認証トークンは 60 秒後に期限切れになります。60 秒が経過すると、トークンを使用して
URL にアクセスできなくなります。60 秒が経過してからアクセスしようとすると、ログ
インが失敗し、認証エラーまたはタイムアウト メッセージを受け取ります。

要求構文
<xs:element name="aaaGetComputeAuthTokens" type="aaaGetComputeAuthTokens"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaGetComputeAuthTokens" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="aaaGetComputeAuthTokens" type="aaaGetComputeAuthTokens"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaGetComputeAuthTokens" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="outTokens">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

例
要求：
<aaaGetComputeAuthTokens
cookie="<real_cookie>" />'

応答：
<aaaGetComputeAuthTokens
cookie="<real_cookie>
outTokens="1957747793,424238335"
response="yes">
</aaaGetComputeAuthTokens>

aaaKeepAlive
aaaKeepAlive メソッドは、メソッド呼び出し後に同じ Cookie を使用して、デフォルトのセッショ
ン時間が経過するまでセッションをアクティブなままにします。
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aaaLogin

要求構文
<xs:element name="aaaKeepAlive" type="aaaKeepAlive" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaKeepAlive" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="aaaKeepAlive" type="aaaKeepAlive" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaKeepAlive" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

例
要求
<aaaKeepAlive
cookie="<real_cookie>"
</aaaKeepAlive>

応答
<aaaKeepAlive
cookie="<real_cookie>"
response="yes">
</aaaKeepAlive>

aaaLogin
aaaLogin メソッドはログイン プロセスで、セッションを開始するために必要です。この動作は、
クライアントと Cisco IMC の間の HTTP（または HTTPS）セッションを確立します。
要求構文
<xs:element name="aaaLogin" type="aaaLogin" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaLogin" mixed="true">
<xs:attribute name="inName" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[\-\.:_a-zA-Z0-9]{0,16}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="inPassword" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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aaaLogin

<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="aaaLogin" type="aaaLogin" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaLogin" mixed="true">
<xs:attribute name="outCookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="outRefreshPeriod" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="outPriv">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="(read-only|admin|user){0,1}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="outDomains" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="outChannel">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="fullssl"/>
<xs:enumeration value="noencssl"/>
<xs:enumeration value="plain"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="outEvtChannel">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="fullssl"/>
<xs:enumeration value="noencssl"/>
<xs:enumeration value="plain"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="outSessionId">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="32"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="outVersion" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

例
要求
<aaaLogin
inName='admin'
inPassword='password'>
</aaaLogin>

応答
<aaaLogin
cookie=""
response="yes"
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aaaLogout

outCookie="<real_cookie>"
outRefreshPeriod="600"
outPriv="admin">
</aaaLogin>

aaaLogout
aaaLogout メソッドは、入力としてセッションの Cookie を渡すことによって Web セッションを閉
じるプロセスです。これは自動では行われません。ユーザはセッションを終了するために、aaaLogout
メソッドを明示的に呼び出す必要があります。
要求構文
<xs:element name="aaaLogout" type="aaaLogout" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaLogout" mixed="true">
<xs:attribute name="inCookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="aaaLogout" type="aaaLogout" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaLogout" mixed="true">
<xs:attribute name="outStatus">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="success"/>
<xs:enumeration value="failure"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

例
要求
<aaaLogout
cookie="<real_cookie>"
inCookie="<real_cookie>"
</aaaLogout>

応答
<aaaLogout
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
outStatus="success">
</aaaLogout>
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aaaRefresh
aaaRefresh メソッドは、ユーザ アクティビティによってセッションをアクティブなままにします
（デフォルトのセッション期間中）。デフォルトでは、アクティビティがない時点から 600 秒カ
ウントダウンされます。600 秒を超えると、Cisco IMC はスリープ モードになります。戻るために
はサインインが必要で、その後カウントダウンが再開されます。これは同じセッション ID を引き
続き使用します。

（注）

このメソッドを使用すると、以前の Cookie の有効期限が切れ、新しい Cookie が発行されま
す。

要求構文
<xs:element name="aaaRefresh" type="aaaRefresh" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaRefresh" mixed="true">
<xs:attribute name="inName" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[\-\.:_a-zA-Z0-9]{0,16}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="inPassword" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="inCookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="aaaRefresh" type="aaaRefresh" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaRefresh" mixed="true">
<xs:attribute name="outCookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="outRefreshPeriod" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="outPriv">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="(read-only|admin|user){0,1}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="outDomains" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="outChannel">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="fullssl"/>
<xs:enumeration value="noencssl"/>
<xs:enumeration value="plain"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="outEvtChannel">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="fullssl"/>
<xs:enumeration value="noencssl"/>
<xs:enumeration value="plain"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

例
要求
<aaaRefresh
cookie="<real_cookie>"
inCookie="<real_cookie>"
inName='admin'
inPassword='password'>
</aaaRefresh>

応答
<aaaRefresh
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
outCookie="<real_cookie>"
outRefreshPeriod="600"
outPriv="admin">
</aaaRefresh>

configConfMo
configConfMo メソッドは 1 つのサブツリーで指定の管理対象オブジェクトを設定します（DN な
ど）。
要求構文
<xs:element name="configConfMo" type="configConfMo" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configConfMo" mixed="true">
<xs:all>
<xs:element name="inConfig" type="configConfig" minOccurs="1"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean YesOrNo"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject" use="required"/>
</xs:complexType>
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応答構文
<xs:element name="configConfMo" type="configConfMo" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configConfMo" mixed="true">
<xs:all>
<xs:element name="outConfig" type="configConfig" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>
</xs:complexType>

例
要求
<configConfMo
cookie="<real_cookie>"
dn='sys/chassis-1/server-1/locator-led'>
<inConfig>
<equipmentLocatorLed
adminState='on'
dn='sys/chassis-1/server-1/locator-led'>
</equipmentLocatorLed>
</inConfig>
</configConfMo>

応答
<configConfMo
dn="sys/chassis-1/server-1/locator-led"
cookie="<real_cookie>"
response="yes">
<outConfig>
<equipmentLocatorLed
dn="sys/chassis-1/server-1/locator-led"
adminState="inactive"
color="unknown"
id="1"
name=""
operState="off">
</equipmentLocatorLed>
</outConfig>
</configConfMo>

configResolveChildren
configResolveChildren メソッドは、管理情報ツリーの特定の DN 下の管理対象オブジェクトの子を
取得します。この要求
要求構文
<xs:element name="configResolveChildren" type="configResolveChildren"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveChildren" mixed="true">
<xs:attribute name="inDn" type="referenceObject" use="required"/>
<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>
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<xs:union memberTypes="xs:boolean YesOrNo"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="classId" type="namingClassId"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="configResolveChildren" type="configResolveChildren"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveChildren" mixed="true">
<xs:all>
<xs:element name="outConfigs" type="configSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="classId" type="namingClassId"/>
</xs:complexType>

例
要求
<configResolveChildren
cookie="<real_cookie>"
inDn='sys/chassis-1/server-1/boot-policy'
inHierarchical='false'>
</configResolveChildren>

応答
<configResolveChildren
cookie="0000227746/06bc6a70-0035-1035-800c-cdac38e14388"
response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy">
<outConfig>
<lsbootVirtualMedia
access="read-write"
order="2"
type="virtual-media"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy/vm-read-write">
</lsbootVirtualMedia>
<lsbootLan
access="read-only"
order="1" prot="pxe"
type="lan"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy/lan-read-only">
</lsbootLan>
<lsbootStorage
access="read-write"
order="4"
type="storage"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy/storage-read-write">
</lsbootStorage>
<lsbootEfi
access="read-only"
order="3"
type="efi"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy/efi-read-only">
</lsbootEfi>
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</outConfig>
</configResolveChildren>

configResolveClass
configResolveClass メソッドは、特定のクラスの要求された管理対象オブジェクトを返します。
inHierarchical=true の場合、結果には子が含まれます。
要求構文
<xs:element name="configResolveClass" type="configResolveClass"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveClass" mixed="true">
<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean YesOrNo"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="classId" type="namingClassId" use="required"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="configResolveClass" type="configResolveClass"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveClass" mixed="true">
<xs:all>
<xs:element name="outConfigs" type="configSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="classId" type="namingClassId"/>
</xs:complexType>

例
要求
<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
classId='computeServerNode'
inHierarchical='false'>
</configResolveClass>

応答
<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
classId="computeServerNode">
<outConfig>
<computeServerNode
dn="sys/chassis-1/server-1"
adminPower="policy"
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availableMemory="16384"
model="R210-2121605W"
memorySpeed="1067"
name="UCS C210 M2"
numOfAdaptors="2"
numOfCores="8"
numOfCoresEnabled="8"
numOfCpus="2"
numOfEthHostIfs="5"
numOfFcHostIfs="2"
numOfThreads="16"
operPower="on"
originalUuid="00C9DE3C-370D-DF11-1186-6DD1393A608B"
presence="equipped"
serverID="1"
serial="QCI140205Z2"
totalMemory="16384"
usrLbl="C210 Row-B Rack-10"
uuid="00C9DE3C-370D-DF11-1186-6DD1393A608B"
vendor="Cisco Systems Inc" >
</computeServerNode>
</outConfig>
</configResolveClass>

configResolveDn
configResolveDn メソッドは、指定された DN の 1 つの管理対象オブジェクトを取得します。
要求構文
<xs:element name="configResolveDn" type="configResolveDn" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveDn" mixed="true">
<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean YesOrNo"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject" use="required"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="configResolveDn" type="configResolveDn"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveDn" mixed="true">
<xs:all>
<xs:element name="outConfig" type="configConfig" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>
</xs:complexType>
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例
要求
<configResolveDn
dn='sys/chassis-1/server-1/adaptor-2/ext-eth-0'
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical='false'>
</configResolveDn>

応答
<configResolveDn
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-2/ext-eth-0">
<outConfig>
<adaptorExtEthIf
id="0"
ifType="physical"
linkState="up"
mac="00:22:BD:D6:42:DA"
name=""
operState="up"
portId="0"
purpose="general"
transport="CE"
type=""
dn="sys/chassis-1/server-1/adaptor-2/ext-eth-0" >
</adaptorExtEthIf>
</outConfig>
</configResolveDn>

configResolveParent
指定された DN について、configResolveParent メソッドは管理対象オブジェクトの親を取得しま
す。
要求構文
<xs:element name="configResolveParent" type="configResolveParent"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveParent" mixed="true">
<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean YesOrNo"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject" use="required"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="configResolveParent" type="configResolveParent"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configResolveParent" mixed="true">
<xs:all>
<xs:element name="outConfig" type="configConfig" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
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<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
</xs:complexType>

name="response" type="YesOrNo"/>
name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
name="errorDescr" type="xs:string"/>
name="invocationResult" type="xs:string"/>
name="dn" type="referenceObject"/>

例
要求
<configResolveParent
cookie="<real_cookie>"
dn='sys/chassis-1/server-1/boot-policy/efi-read-only'
inHierarchical='false'>
</configResolveParent>

応答
<configResolveParent
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy/efi-read-only">
<outConfig>
<lsbootDef
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy"
name="boot-policy"
purpose="operational"
rebootOnUpdate="no">
</lsbootDef>
</outConfig>
</configResolveParent>

eventSubscribe
eventSubscribe メソッドによって、Cisco IMC が生成した非同期のシステム イベント ログ（SEL）
イベントをクライアントがサブスクライブできるようになります。
イベント サブスクリプションでは、クライアント アプリケーションが Cisco IMC からのイベント
通知を受けるように登録できます。イベントが発生すると、Cisco IMC はクライアント アプリケー
ションにイベントとそのタイプを通知します。実際の変更情報だけが送信されます。オブジェク
トの影響を受けない属性は含まれません。
次の例に示すように、イベントに登録するために eventSubscribe を使用します。
<eventSubscribe
cookie="<real_cookie>">
</eventSubscribe>

要求構文
<xs:element name="eventSubscribe" type="eventSubscribe" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="eventSubscribe" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
</xs:complexType>
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応答構文
<xs:element name="eventSubscribe" type="eventSubscribe"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="eventSubscribe" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

例
要求
<eventSubscribe
cookie="<real_cookie>">
</eventSubscribe>

応答
NO RESPONSE OR ACKNOWLEDGMENT.

eventUnsubscribe
eventUnsubscribe メソッドにより、クライアントは Cisco IMC が生成する非同期システム イベント
ログ（SEL）イベントへのサブスクリプションを解除し、eventUnsubscribe. によるイベント サブス
クリプションを無効にすることができるようになります。
イベントへのサブスクリプションを解除するには、次の例に示すように eventUnsubscribe を使用し
ます。
<eventUnsubscribe
cookie="<real_cookie>">
</eventUnsubscribe>

要求構文
<xs:element name="eventUnsubscribe" type="eventUnsubscribe"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="eventUnsubscribe" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="stringMin0Max47" use="required"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
</xs:complexType>

応答構文
<xs:element name="eventUnsubscribe" type="eventUnsubscribe"
substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="eventUnsubscribe" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="errorCode" type="xs:unsignedInt"/>
<xs:attribute name="errorDescr" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
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</xs:complexType>

例
要求
<eventUnsubscribe
cookie="<real_cookie>">
</eventUnsubscribe>

応答
NO RESPONSE OR ACKNOWLEDGMENT.
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Cisco IMC XML スキーマ定義ファイル
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco IMC XML スキーマ定義ファイルの概要, 31 ページ
• RACK-IN.xsd の使用例, 32 ページ
• RACK-OUT.xsd の使用例, 34 ページ

Cisco IMC XML スキーマ定義ファイルの概要
C シリーズ XML API には、すべてのモデル用の入力 XML スキーマ定義（xsd）ファイルと出力用
のスキーマ定義ファイルが用意されています。
• RACK-IN.xsd：このドキュメントでは、Cisco IMC XML API で受け入れられる有効な XML
要求の XML ドキュメント構造を定義しています。また、XML API configConfMo（設定）要
求に指定できるクラスと属性も指定しています。
• RACK-OUT.xsd：このドキュメントでは、Cisco IMC XML API で表示できる有効な XML 応
答の XML ドキュメント構造を定義しています。また、XML API 応答に含まれていなければ
ならないクラスと属性も指定しています。
これらのファイルは、Cisco IMC から入手できます。
RACK-IN.xsd：https://<Cisco IMC-IP>/visore/RACK-IN.xsd
RACK-OUT：https://<Cisco IMC-IP>/visore/RACK-OUT.xsd
また、これらのファイルを Cisco Developer Network（http://developer.cisco.com/web/unifiedcomputing/
c-series-cimc-xml-api）からダウンロードすることもできます。
XML ドキュメントを XML スキーマ ファイルに照らし合わせて検証するには、使用可能ないずれ
かのオープン ソース ツールを使用できます。この項で使用している例では、検証用ツールとし
て、www.xmlsoft.org からダウンロードできる xmllint を使用しています。この検証には、プログラ
ミング言語の XML スキーマ検証機能（たとえば、Java では xerces）を使用することもできます。
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RACK-IN.xsd の使用例
RACK-IN.xsd を使用した XML 要求の検証
無効な configResolveClass 要求に対する RACK-IN.xsd の使用例
要求：
$cat myXMLRequest.xml
<configResolveClass cookie="1360626069/7189c2b0-d57b-157b-8002-f4759de53d50"
inHierarchical="false"/>

要求の検証：
/usr/bin/xmllint –schema ./RACK-IN.xsd myXMLRequest.xml
<configResolveClass cookie="1360626069/7189c2b0-d57b-157b-8002-f4759de53d50"
inHierarchical="false"/>

応答：
myXMLRequest.xml:1: element configResolveClass:
Schemas validity error : Element 'configResolveClass': The attribute 'classId' is required
but missing.

前の例では、要求に「classId」が欠けているため、XML 要求の検証が失敗し、エラーが表示され
ます。
有効な configResolveClass 要求に対する RACK-IN.xsd の使用例
要求：
$cat myXMLRequest.xml
<configResolveClass cookie="1360626069/7189c2b0-d57b-157b-8002-f4759de53d50"
inHierarchical="false" classId="topSystem"/>

要求：
/usr/bin/xmllint -schema ./RACK-IN.xsd myXMLRequest.xml
<configResolveClass cookie="1360626069/7189c2b0-d57b-157b-8002-f4759de53d50"
inHierarchical="false" classId="topSystem"/>

前の例では、classResolveClass に対する XML 要求の検証が成功し、応答が表示されます。
無効な configConfMo 要求に対する RACK-IN.xsd の使用例
要求：
$cat setRackUnit.xml
<configConfMo cookie="1300242644/ad04d239-d1aa-498d-b074-ccb923066003"
dn="sys/chassis-1/server-1" inHierarchical="false">
<inConfig>
<computeServerNode adminPower="down" usrLbl="UCS C240 M3 For Demo"
availableMemory="16384" dn="sys/ chassis-1/server-1"/>
</inConfig>
</configConfMo>

要求の検証：
/usr/bin/xmllint -schema ./RACK-IN.xsd /setRackUnit.xml
<configConfMo cookie="1300242644/ad04d239-d1aa-498d-b074-ccb923066003"
dn="sys/chassis-1/server-1"inHierarchical="false">
<inConfig>
<computeServerNode adminPower="down" usrLbl="UCS C240 M3 For Demo"
availableMemory="16384" dn="sys/chassis-1/server-1"/>
</inConfig>
</configConfMo>
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応答：
/setRackUnit.xml:3: element computeServerNode: Schemas validity error :
Element 'computeServerNode', attribute 'availableMemory': The attribute 'availableMemory'
is not allowed.
/setRackUnit.xml fails to validate

availableMemory 属性は、 computeServerNode クラスでは読み取り専用です。configCongMo XML
を使用して設定できる computeServerNode の読み取り/書き込み属性を確認するには、RACK-IN.xsd
で computeServerNode 定義を調べてください。サンプル スニペットを次に示します。
<!--computeServerNode-->
<xs:element name="computeServerNode" type=" computeServerNode"
substitutionGroup="managedObject"/>
<xs:complexType name="computeServerNode" mixed="true">
<xs:attribute name="adminPower">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="up"/>
<xs:enumeration value="down"/>
<xs:enumeration value="soft-shut-down"/>
<xs:enumeration value="cycle-immediate"/>
<xs:enumeration value="hard-reset-immediate"/>
<xs:enumeration value="bmc-reset-immediate"/>
<xs:enumeration value="bmc-reset-default"/>
<xs:enumeration value="cmos-reset-immediate"/>
<xs:enumeration value="diagnostic-interrupt"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="usrLbl">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[
!#$%&amp;\(\)\*\+,\-\./:;\?@\[\]_\{\|\}~a-zA-Z0-9]{0,64}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>
<xs:attribute name="rn" type="referenceRn"/>
<xs:attribute name="status" type="objectStatus"/>
</xs:complexType>

無効な configConfMo 要求に対する RACK-IN.xsd の使用例
要求：
$ cat setBootOrder.xml
<configConfMo cookie="1360205300/79c672f0-d519-1519-8004-30339ee53d50"
inHierarchical="true" dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy">
<inConfig>
<lsbootDef dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy"
name="boot-policy"
purpose="operational" rebootOnUpdate="no">
<lsbootVirtualMedia access="read-only" order="2" type="virtual-media"
rn="vm-read-only"/>
<lsbootVirtualMedia access="read-write" order="3" type="virtual-media"
rn="vm-read-write"/>
<lsbootLan rn="lan-read-only" access="read-only" order="4" prot="pxe" type="lan"/>
<lsbootStorage rn="storage-read-write" access="read-write" order="1" type="storage">
<lsbootLocalStorage rn="local-storage"/>
</lsbootStorage>
<lsbootEfi rn="efi-read-only" access="read-only" order="5" type="efi"/>
</lsbootDef>
</inConfig>
</configConfMo>
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要求の検証：
/usr/bin/xmllint -schema ./RACK-IN.xsd ./setBootOrder.xml
<configConfMo cookie="1360205300/79c672f0-d519-1519-8004-30339ee53d50"
inHierarchical="true" dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy">
<inConfig>
<lsbootDef dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy" name="boot-policy"
purpose="operational" rebootOnUpdate="no">
<lsbootVirtualMedia access="read-only" order="2" type="virtual-media"
rn="vm-read-only"/>
<lsbootVirtualMedia access="read-write" order="3" type="virtual-media"
rn="vm-read-write"/>
<lsbootLan rn="lan-read-only" access="read-only" order="4" prot="pxe" type="lan"/>
<lsbootStorage rn="storage-read-write" access="read-write" order="1" type="storage">
<lsbootLocalStorage rn="local-storage"/>
</lsbootStorage>
<lsbootEfi rn="efi-read-only" access="read-only" order="5" type="efi"/>
</lsbootDef>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
./setBootOrder.xml:3: element lsbootDef: Schemas validity error :
Element 'lsbootDef', attribute 'name': The attribute 'name' is not allowed.
./setBootOrder.xml:3: element lsbootDef: Schemas validity error :
Element 'lsbootDef', attribute 'purpose': The attribute 'purpose' is not allowed.
./setBootOrder.xml fails to validate

lsBootDef クラスの name および purpose 属性は読み取り専用のため、configConMo/set 要求で使用
できません。
有効な configConfMo 要求に対する RACK-IN.xsd の使用例
要求：
usr/bin/xmllint -schema ./RACK-IN.xsd /setRackUnit.xml
<configConfMo cookie="1300242644/ad04d239-d1aa-498d-b074-ccb923066003"
dn="sys/chassis-1/server-1" inHierarchical="false">
<inConfig>
<computeServerNode adminPower="down" usrLbl="UCS C240 M3 For Demo"
dn="sys/chassis-1/server-1"/>
</inConfig>
</configConfMo>

xsd ファイルにより要求が検証され、設定が完了します。

RACK-OUT.xsd の使用例
RACK_OUT.xsd を使用した XML 要求の検証
configResolveClass 要求に対する RACK-OUT.xsd の使用例
要求：
<configResolveClass cookie="1360632361/e892fa10-d57c-157c-8003-f4759de53d50"
inHierarchical="false" classId="computeServerNode"/>'
https://172.xx.219.xx/nuova | xmllint -format - | xmllint -schema ./RACK-OUT.xsd -

応答：
<configResolveClass cookie="1360632361/e892fa10-d57c-157c-8003-f4759de53d50"
response="yes" classId="computeServerNode">
<outConfigs>
<computeServerNode dn="sys/chassis-1/server-1" adminPower="policy" availableMemory="16384"
model="UCSC-C240-M3L"
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memorySpeed="1333" name="UCS C240 M3L" numOfAdaptors="1" numOfCores="16"
numOfCoresEnabled="16" numOfCpus="2"
numOfEthHostIfs="2" numOfFcHostIfs="3" numOfThreads="32" operPower="on"
originalUuid="2E5D2295-F32D-48C9-BE8E-BAD36BE174FB" presence="equipped" serverId="1"
serial="FCH1551V030"
totalMemory="16384" usrLbl="SL2_=+@#$-;,./\" uuid="2E5D2295-F32D-48C9-BE8E-BAD36BE174FB"
vendor="Cisco Systems Inc"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

RACK-OUT.xsd により出力の検証が正常に完了します。
configResolveClass 要求に対する RACK-OUT.xsd の使用例
要求：
$ /usr/bin/curl -k -d'<configResolveClass
cookie="1361150931/a5bacff0-d5f5-15f5-8007-f4759de53d50"
inHierarchical="true" classId="topSystem"/>' https://172.29.219.74/nuova >
C240_complete_MIT.xml
real
0m35.065s
user
0m0.016s
sys
0m0.044s

応答の検証：
$ ls -l C240_complete_MIT.xml
-rw-r--r--. 1 sajaffer eng58 64905 Feb 17 17:46 C240_complete_MIT.xml
$ /usr/bin/xmllint -schema
RACK-OUT.xsd
C240_complete_MIT.xml validates

C240_complete_MIT.xml 1>/dev/null

上記の XML 要求は、C シリーズ サーバの完全な管理情報ツリーを取得し、RACK-OUT.xsd に照
らし合わせて応答を検証します。
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Cisco IMC XML オブジェクト アクセス権限
この章は、次の項で構成されています。
• 権限のサマリー テーブル, 37 ページ
• 権限, 38 ページ

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

ラベル

説明

admin, （38 ページ）

ADMIN

すべてへのアクセス

read-only, （38 ペー
ジ）

READ_ONLY

読み取り専用アクセス権

user, （38 ページ）

USER

制限付きコンフィギュレーション
アクセス
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権限

権限
admin
目的
システム管理
担当するロール
Administrator
制御対象オブジェクト
このロールは、システム レベルです。管理者は、すべてのオブジェクトを制御します。

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

user
目的
設定の制限
担当するロール
User
制御対象オブジェクト
このロールは、次のタスクを実行できます。
• すべての情報を表示する
• 電源のオン、電源再投入、電源のオフなどの電力制御オプションを管理する
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user

• KVM コンソールと仮想メディアを起動する
• すべてのログをクリアする
• ロケータ LED を切り替える
• タイム ゾーンを設定する
• ping
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シャーシとダイナミック ストレージの管理
この章は、次の項で構成されています。
• シャーシ インベントリのタスク, 41 ページ
• ダイナミック ストレージのタスク, 46 ページ

シャーシ インベントリのタスク
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してシャーシ インベントリの詳細を取得する例を記載しま
す。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• 電源のプロパティの取得, （41 ページ）
• DN を使用した電源のプロパティの取得, （42 ページ）
• ファンのプロパティの取得, （42 ページ）
• DN を使用したファンのプロパティの取得, （43 ページ）
• インジケータ LED ステータスの取得, （43 ページ）
• DN を使用したインジケータ LED ステータスの取得, （44 ページ）
• システム入出力コントローラのプロパティの取得, （44 ページ）
• DN を使用したシステム入出力コントローラのプロパティの取得, （45 ページ）
電源のプロパティの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256511180/f78548f2-ca76-16ca-8004-aaec921b0ff4"
inHierarchical="false" classId="equipmentPsu"/>
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応答：
<configResolveClass cookie="1256511180/f78548f2-ca76-16ca-8004-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="equipmentPsu">
<outConfigs>
<equipmentPsu id="1" model="" operability="unknown" power="off"
presence="missing" serial="" thermal="unknown" vendor="" voltage="unknown"
input="0" maxOutput="0" fwVersion="" dn="sys/chassis-1/psu-1"/>
<equipmentPsu id="2" model="" operability="unknown" power="off"
presence="missing" serial="" thermal="unknown" vendor="" voltage="unknown"
input="0" maxOutput="0" fwVersion="" dn="sys/chassis-1/psu-2"/>
<equipmentPsu id="3" model="PS-2112-9S-LF" operability="operable" power="on"
presence="equipped" serial="LIT18130S2K" thermal="ok" vendor="Cisco Systems Inc"
voltage="ok" input="390" maxOutput="328" fwVersion="10062012"
dn="sys/chassis-1/psu-3"/>
<equipmentPsu id="4" model="PS-2112-9S-LF" operability="operable" power="on"
presence="equipped" serial="LIT18130S20" thermal="ok" vendor="Cisco Systems Inc"
voltage="ok" input="408" maxOutput="390"
fwVersion="10062012" dn="sys/chassis-1/psu-4"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用した電源のプロパティの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256511180/f78548f2-ca76-16ca-8004-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" dn='sys/chassis-1/psu-1'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256511180/f78548f2-ca76-16ca-8004-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/psu-1">
<outConfig>
<equipmentPsu id="1" model="" operability="unknown" power="off"
presence="missing" serial="" thermal="unknown" vendor="" voltage="unknown"
input="0" maxOutput="0" fwVersion="" dn="sys/chassis-1/psu-1">
<faultInst ack="yes" cause="equipment-missing" code="F0378"
created="1970-01-01T00:02:39"
descr="PSU1_PRES: Main Power Supply missing, check AC/DC power input"
affectedDN="sys/chassis-1/psu-1" highestSeverity="critical" id="167772453"
lastTransition="1970-01-01T00:02:39" lc="flapping" occur="1"
origSeverity="cleared" prevSeverity="cleared" rule="fltEquipmentPsuMissing"
severity="warning" tags="server" type="server" rn="fault-F0378"/>
</equipmentPsu>
</outConfig>
</configResolveDn>

ファンのプロパティの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256511180/f78548f2-ca76-16ca-8004-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" classId="equipmentFanModule"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1256511180/f78548f2-ca76-16ca-8004-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="equipmentFanModule">
<outConfigs>
<equipmentFanModule id="1" model="" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1" vendor=""
voltage="not-supported" dn="sys/chassis-1/fan-module-1-1">
<equipmentFan id="1" model="" module="1" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1" vendor=""
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voltage="not-supported" rn="fan-1"/>
<equipmentFan id="2" model="" module="1" operability="unknown"
power="on" presence="equipped" serial="" thermal="not-supported"
tray="1" vendor="" voltage="not-supported" rn="fan-2"/>
</equipmentFanModule>
<equipmentFanModule id="2" model="" operability="unknown"
power="on" presence="equipped" serial="" thermal="not-supported"
tray="1" vendor="" voltage="not-supported" dn="sys/chassis-1/fan-module-1-2">
<equipmentFan id="1" model="" module="2" operability="unknown"
power="on" presence="equipped" serial="" thermal="not-supported"
tray="1" vendor="" voltage="not-supported" rn="fan-1"/>
<equipmentFan id="2" model="" module="2" operability="unknown"
power="on" presence="equipped" serial="" thermal="not-supported"
tray="1" vendor="" voltage="not-supported" rn="fan-2"/>
</equipmentFanModule>
<equipmentFanModule id="3" model="" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1"
vendor="" voltage="not-supported" dn="sys/chassis-1/fan-module-1-3">
<equipmentFan id="1" model="" module="3" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1"
vendor="" voltage="not-supported" rn="fan-1"/>
<equipmentFan id="2" model="" module="3" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1"
vendor="" voltage="not-supported" rn="fan-2"/>
</equipmentFanModule>
<equipmentFanModule id="4" model="" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1"
vendor="" voltage="not-supported" dn="sys/chassis-1/fan-module-1-4">
<equipmentFan id="1" model="" module="4" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1" vendor=""
voltage="not-supported" rn="fan-1"/>
<equipmentFan id="2" model="" module="4" operability="unknown" power="on"
presence="equipped" serial="" thermal="not-supported" tray="1" vendor=""
voltage="not-supported" rn="fan-2"/>
</equipmentFanModule>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したファンのプロパティの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256514416/cc6493cf-cb76-16cb-8005-aaec921b0ff4"
inHierarchical="false" dn='sys/chassis-1/fan-module-1-3/fan-2'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256514416/cc6493cf-cb76-16cb-8005-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/fan-module-1-3/fan-2">
<outConfig>
<equipmentFan id="2" model="" module="3" operability="unknown"
power="on" presence="equipped" serial="" thermal="not-supported"
tray="1" vendor="" voltage="not-supported"
dn="sys/chassis-1/fan-module-1-3/fan-2"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

インジケータ LED ステータスの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256514920/8c2af8ff-cb76-16cb-8006-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" classId="equipmentIndicatorLed"/>
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応答：
<configResolveClass cookie="1256514920/8c2af8ff-cb76-16cb-8006-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="equipmentIndicatorLed">
<outConfigs>
<equipmentIndicatorLed color="green" id="1" name="LED_HLTH_STATUS"
operState="off" dn="sys/chassis-1/indicator-led-1"/>
<equipmentIndicatorLed color="green" id="2" name="LED_PSU_STATUS"
operState="on" dn="sys/chassis-1/indicator-led-2"/>
<equipmentIndicatorLed color="green" id="3" name="LED_TEMP_STATUS"
operState="on" dn="sys/chassis-1/indicator-led-3"/>
<equipmentIndicatorLed color="green" id="4" name="LED_FAN_STATUS"
operState="on" dn="sys/chassis-1/indicator-led-4"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したインジケータ LED ステータスの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256515596/c4969312-cc76-16cc-8007-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" dn='sys/chassis-1/indicator-led-3'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256515596/c4969312-cc76-16cc-8007-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/indicator-led-3">
<outConfig>
<equipmentIndicatorLed color="green" id="3" name="LED_TEMP_STATUS"
operState="on" dn="sys/chassis-1/indicator-led-3"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

システム入出力コントローラのプロパティの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256515596/c4969312-cc76-16cc-8007-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" classId="equipmentIOCard"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1256515596/c4969312-cc76-16cc-8007-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="equipmentIOCard">
<outConfigs>
<equipmentIOCard id="1" description="SIOC - System Input Output Controller"
dn="sys/chassis-1/slot-1">
<mgmtController rn="mgmt" model="NA" serial="NA" subject="sioc"
vendor="Cisco Systems Inc">
<firmwareRunning rn="fw-system"
description="System IO Controller currently running firmware version"
deployment="system" type="sioc" version="0.0(4.r202233)"/>
<firmwareUpdatable rn="fw-updatable"
description="System IO Controller backup firmware version"
adminState="triggered" deployment="backup" operState="ready"
version="2.0(6.11)" protocol="none" remoteServer="" remotePath="" user=""
pwd="" progress="Success" type="sioc"/>
<firmwareBootDefinition rn="fw-boot-def" type="sioc">
<firmwareBootUnit rn="bootunit-combined"
description="System Input Out Controller startup firmware version"
adminState="triggered" image="running" resetOnActivate="no"
type="combined" version="0.0(4.r202233)"/>
</firmwareBootDefinition>
<mgmtIf rn="if-1" description="Chassis Management Interface Network Settings"
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id="1" extEnabled="yes" extIp="10.106.145.78" extMask="255.255.255.0"
extGw="10.106.145.1" ifType="physical" mac="F4:0F:1B:92:EC:AA"
hostname="UCS-C3260-1" dhcpEnable="yes" dnsUsingDhcp="yes" ddnsEnable="yes"
ddnsDomain="" dnsPreferred="171.70.168.183" dnsAlternate="0.0.0.0"
nicMode="dedicated" vicSlot="1" nicRedundancy="none"
vlanEnable="no" vlanId="1" vlanPriority="0" portProfile=""
v6extEnabled="no" v6extIp="::" v6extGw="::" v6prefix="64"
v6linkLocal="::" v6SlaacIp="::" v6dhcpEnable="no" v6dnsUsingDhcp="no"
v6dnsPreferred="::" v6dnsAlternate="::" subject="blade"/>
</mgmtController>
</equipmentIOCard>
<equipmentIOCard id="2" description="SIOC - System Input Output Controller"
dn="sys/chassis-1/slot-2">
<mgmtController rn="mgmt" model="NA" serial="NA" subject="sioc"
vendor="Cisco Systems Inc">
<firmwareRunning rn="fw-system"
description="System IO Controller currently running firmware version"
deployment="system" type="sioc" version="0.0(4.r202233)"/>
<firmwareUpdatable rn="fw-updatable"
description="System IO Controller backup firmware version"
adminState="triggered" deployment="backup" operState="ready"
version="0.0(4.r202050)" protocol="none" remoteServer=""
remotePath="" user="" pwd="" progress="Success" type="sioc"/>
<firmwareBootDefinition rn="fw-boot-def" type="sioc">
<firmwareBootUnit rn="bootunit-combined"
description="System Input Out Controller startup firmware version"
adminState="triggered" image="running" resetOnActivate="no"
type="combined" version="0.0(4.r202233)"/>
</firmwareBootDefinition>
<mgmtIf rn="if-1" description="Chassis Management Interface Network Settings"
id="1" extEnabled="yes" extIp="10.106.145.253" extMask="255.255.255.0"
extGw="10.106.145.1" ifType="physical" mac="F4:0F:1B:92:7A:C4"
hostname="UCS-C3260-2" dhcpEnable="yes" dnsUsingDhcp="yes"
ddnsEnable="yes" ddnsDomain="" dnsPreferred="171.70.168.183"
dnsAlternate="0.0.0.0" nicMode="dedicated" vicSlot="1" nicRedundancy="none"
vlanEnable="no" vlanId="1" vlanPriority="0" portProfile="" v6extEnabled="no"
v6extIp="::" v6extGw="::" v6prefix="64" v6linkLocal="::" v6SlaacIp="::"
v6dhcpEnable="no" v6dnsUsingDhcp="no" v6dnsPreferred="::"
v6dnsAlternate="::" subject="blade"/>
</mgmtController>
</equipmentIOCard>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したシステム入出力コントローラのプロパティの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256516771/c56962d3-cb76-16cb-8008-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" dn='sys/chassis-1/slot-2'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256516771/c56962d3-cb76-16cb-8008-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/slot-2">
<outConfig>
<equipmentIOCard id="2" description="SIOC - System Input Output Controller"
dn="sys/chassis-1/slot-2">
<mgmtController rn="mgmt" model="NA" serial="NA"
subject="sioc" vendor="Cisco Systems Inc">
<firmwareRunning rn="fw-system"
description="System IO Controller currently running firmware version"
deployment="system" type="sioc" version="0.0(4.r202233)"/>
<firmwareUpdatable rn="fw-updatable"
description="System IO Controller backup firmware version"
adminState="triggered" deployment="backup" operState="ready"
version="0.0(4.r202050)" protocol="none" remoteServer=""
remotePath="" user="" pwd="" progress="Success" type="sioc"/>
<firmwareBootDefinition rn="fw-boot-def" type="sioc">
<firmwareBootUnit rn="bootunit-combined"
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description="System Input Out Controller startup firmware version"
adminState="triggered" image="running" resetOnActivate="no"
type="combined" version="0.0(4.r202233)"/>
</firmwareBootDefinition>
<mgmtIf rn="if-1" description="Chassis Management Interface Network Settings"
id="1" extEnabled="yes" extIp="10.106.145.253" extMask="255.255.255.0"
extGw="10.106.145.1" ifType="physical" mac="F4:0F:1B:92:7A:C4"
hostname="UCS-C3260-2" dhcpEnable="yes" dnsUsingDhcp="yes"
ddnsEnable="yes" ddnsDomain="" dnsPreferred="171.70.168.183"
dnsAlternate="0.0.0.0" nicMode="dedicated" vicSlot="1"
nicRedundancy="none" vlanEnable="no" vlanId="1"
vlanPriority="0" portProfile="" v6extEnabled="no"
v6extIp="::" v6extGw="::" v6prefix="64" v6linkLocal="::"
v6SlaacIp="::" v6dhcpEnable="no" v6dnsUsingDhcp="no" v6dnsPreferred="::"
v6dnsAlternate="::" subject="blade"/>
</mgmtController>
</equipmentIOCard>
</outConfig>
</configResolveDn>

ダイナミック ストレージのタスク
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してダイナミック ストレージのタスクを取得および実行す
る例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• SAS エクスパンダのプロパティの取得, （46 ページ）
• シャーシのストレージ ディスク スロットの取得, （47 ページ）
• DN を使用したシャーシのストレージ ディスク スロットの取得, （48 ページ）
• シャーシのストレージ ディスクの取得, （48 ページ）
• DN を使用したシャーシのストレージ ディスクの取得, （49 ページ）
• DN を使用したシャーシのストレージ ディスクの取得, （49 ページ）
• サーバへの物理ドライブの割り当て, （49 ページ）
• 物理ドライブの割り当て解除, （50 ページ）
SAS エクスパンダのプロパティの取得
要求：
<configResolveClass cookie="0960329953/d2022d82-6a69-196a-8002-82f92a02b884"
inHierarchical="true" classId="chassisStorage"/>

応答：
<configResolveClass cookie="0960329953/d2022d82-6a69-196a-8002-82f92a02b884" res
ponse="yes" classId="chassisStorage">
<outConfigs>
<chassisStorage dn="sys/chassis-1/storage" description="Chassis scope dynamic storage
management">
<storageChassisDisk slot="1" diskstate="done" vendor="WD" productId="WD400
1FYYG-01SL3" revision="VR07" serial="WMC1F1927484" blocksize="512" blockcount="7
814037168" size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb
" sasaddress1="50000c0f01e85d26" sasaddress2="50000c0f01e85d27" ownership="none"
health="good" rn="disk-1"/>
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<storageChassisDisk slot="2" diskstate="done" vendor="WD" productId="WD400
1FYYG-01SL3" revision="VR07" serial="WMC1F1930758" blocksize="512" blockcount="7
814037168" size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb
" sasaddress1="50000c0f01e85bd6" sasaddress2="50000c0f01e85bd7" ownership="none"
health="good" rn="disk-2"/>
<storageChassisDisk slot="3" diskstate="done"
vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3" revision="VR07"
serial="WMC1F1930961" blocksize="512" blockcount="7814037168"
size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb"
sasaddress1="50000c0f01e85a0a" sasaddress2="50000c0f01e85a0b"
ownership="none" health="good" rn="disk-3"/>
...
...
...
<storageChassisDisk slot="60" diskstate="done"
vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3" revision="VR07"
serial="WMC1F1926558" blocksize="512" blockcount="7814037168"
size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb"
sasaddress1="50000c0f012eb1f6" sasaddress2="50000c0f012eb1f7"
ownership="server1" health="good" rn="disk-60"/>
<storageChassisDiskSlotEp slot="1" health="good" presence="done" rn="diskslot-1">
<computeServerRef slot="1" diskstate="done"
ownership="none" rn="server-ref-none"/>
</storageChassisDiskSlotEp>
<storageChassisDiskSlotEp slot="2"
health="good" presence="done" rn="diskslot-2">
<computeServerRef slot="2" diskstate="done"
ownership="none" rn="server-ref-none"/>
</storageChassisDiskSlotEp>
<storageChassisDiskSlotEp slot="54" health="fault"
presence="Drive Discovery Error" rn="diskslot-54">
<computeServerRef slot="54" diskstate="Drive Discovery Error"
ownership="none" rn="server-ref-none"/>
<faultInst ack="yes" cause="equipment-inoperable"
code="F0181" created="2000-06-06T07:51:39"
descr="Storage Local disk 54 is inoperable: reseat or replace the storage drive
54"
affectedDN="sys/chassis-1/storage/diskslot-54"
highestSeverity="critical" id="3506451968"
lastTransition="2000-06-06T07:51:28" lc="flapping"
occur="4" origSeverity="cleared" prevSeverity="cleared"
rule="fltStorageLocalDiskInoperable"
severity="major" tags="storage" type="server" rn="fault-F0181"/>
</storageChassisDiskSlotEp>
....
....
....
</chassisStorage>
</outConfigs>
</configResolveClass>

シャーシのストレージ ディスク スロットの取得
要求：
<configResolveClass cookie="0960331076/16b9fadd-6a69-196a-8003-82f92a02b884"
inHierarchical="true" classId="storageChassisDiskSlotEp"/>

応答：
<configResolveClass cookie="0960331076/16b9fadd-6a69-196a-8003-82f92a02b884"
response="yes" classId="storageChassisDiskSlotEp">
<outConfigs>
<storageChassisDiskSlotEp slot="1" health="good"
presence="done" dn="sys/chassis-1/storage/diskslot-1">
<computeServerRef slot="1" diskstate="done"
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ownership="none" rn="server-ref-none"/>
</storageChassisDiskSlotEp>
<storageChassisDiskSlotEp slot="2" health="good"
presence="done" dn="sys/chassis-1/storage/diskslot-2">
<computeServerRef slot="2" diskstate="done"
ownership="none" rn="server-ref-none"/>
</storageChassisDiskSlotEp>
...
...
...
<storageChassisDiskSlotEp slot="54" health="fault" presence="Drive Discovery
Error" dn="sys/chassis-1/storage/diskslot-54">
<computeServerRef slot="54" diskstate="Drive Discovery Error"
ownership="none" rn="server-ref-none"/>
<faultInst ack="yes" cause="equipment-inoperable"
code="F0181" created="2000-06-06T07:51:39"
descr="Storage Local disk 54 is inoperable: reseat or replace the storage drive 54"
affectedDN="sys/chassis-1/storage/diskslot-54"
highestSeverity="critical" id="3506451968"
lastTransition="2000-06-06T07:51:28" lc="flapping"
occur="4" origSeverity="cleared" prevSeverity="cleared"
rule="fltStorageLocalDiskInoperable" severity="major"
tags="storage" type="server" rn="fault-F0181"/>
</storageChassisDiskSlotEp>
...
...
...
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したシャーシのストレージ ディスク スロットの取得
要求：
<configResolveDn cookie="0960344358/94c74f08-6e69-196e-8005-82f92a02b884"
inHierarchical="true" dn='sys/chassis-1/storage/diskslot-12'/>

応答：
<configResolveDn cookie="0960344358/94c74f08-6e69-196e-8005-82f92a02b884"
response="yes" dn="sys/chassis-1/storage/diskslot-12">
<outConfig>
<storageChassisDiskSlotEp slot="12" health="good"
presence="done" dn="sys/chassis-1/storage/diskslot-12">
<computeServerRef slot="12" diskstate="done"
ownership="server1" rn="server-ref-server1"/>
</storageChassisDiskSlotEp>
</outConfig>
</configResolveDn>
>

シャーシのストレージ ディスクの取得
要求：
<configResolveClass cookie="0960344358/94c74f08-6e69-196e-8005-82f92a02b884"
inHierarchical="true" classId="storageChassisDisk"/>

応答：
<configResolveClass cookie="0960344358/94c74f08-6e69-196e-8005-82f92a02b884"
response="yes" classId="storageChassisDisk">
<outConfigs>
<storageChassisDisk slot="1" diskstate="done" vendor="WD"
productId="WD4001FYYG-01SL3" revision="VR07"
serial="WMC1F1927484" blocksize="512" blockcount="7814037168"
size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb"
sasaddress1="50000c0f01e85d26" sasaddress2="50000c0f01e85d27"
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ownership="none" health="good" dn="sys/chassis-1/storage/disk-1"/>
<storageChassisDisk slot="2" diskstate="done"
vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3" revision="VR07"
serial="WMC1F1930758" blocksize="512" blockcount="7814037168"
size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb"
sasaddress1="50000c0f01e85bd6" sasaddress2="50000c0f01e85bd7" ownership="none"
health="good" dn="sys/chassis-1/storage/disk-2"/>
...
...
...
<storageChassisDisk slot="59" diskstate="done" vendor="WD"
productId="WD4001FYYG-01SL3" revision="VR07"
serial="WMC1F1928804" blocksize="512" blockcount="7814037168"
size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb"
sasaddress1="50000c0f01e85532" sasaddress2="50000c0f01e85533"
ownership="server1" health="good" dn="sys/chassis-1/storage/disk-59"/>
<storageChassisDisk slot="60" diskstate="done" vendor="WD"
productId="WD4001FYYG-01SL3" revision="VR07"
serial="WMC1F1926558" blocksize="512" blockcount="7814037168"
size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb"
sasaddress1="50000c0f012eb1f6" sasaddress2="50000c0f012eb1f7"
ownership="server1" health="good" dn="sys/chassis-1/storage/disk-60"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したシャーシのストレージ ディスクの取得
要求：
<configResolveDn cookie="0955686332/993f316f-3165-1531-8002-a35a6a1b0ff4"
inHierarchical="false" dn='sys/chassis-1/storage/disk-1'/>

応答：
<configResolveDn cookie="0960347338/0cad041e-6f69-196f-8007-82f92a02b884"
response="yes" dn="sys/chassis-1/storage/disk-23">
<outConfig>
<storageChassisDisk slot="23" diskstate="done"
vendor="TOSHIBA" productId="MG03SCA400" revision="5702"
serial="14O0A082FVU4" blocksize="512" blockcount="7814037168"
size="3.63 TB" expander1linkspeed="6.0 Gb" expander2linkspeed="6.0 Gb"
sasaddress1="5000039548e05956" sasaddress2="5000039548e05957"
ownership="server1" health="good" dn="sys/chassis-1/storage/disk-23"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

サーバへの物理ドライブの割り当て
要求：
<configConfMo cookie='0955691347/295e610a-3365-1533-8002-a35a6a1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/storage/zone-drive'>
<inConfig>
<storageChassisDiskSlotZoneHelper
dn='sys/chassis-1/storage/zone-drive' slotList="1,2,3"
ownership="server2" adminState="trigger"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/storage/zone-drive"
cookie="0955692275/224d31b6-3265-1532-8002-a35a6a1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<storageChassisDiskSlotZoneHelper dn="sys/chassis-1/storage/zone-drive"
adminState="triggered" status="modified"/>
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</outConfig>
</configConfMo>

物理ドライブの割り当て解除
要求：
<configConfMo cookie='0955692275/224d31b6-3265-1532-8002-a35a6a1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/storage/zone-drive'>
<inConfig>
<storageChassisDiskSlotZoneHelper
dn='sys/chassis-1/storage/zone-drive' slotList="1,2,3"
ownership="none" adminState="trigger"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo cookie="0955692275/224d31b6-3265-1532-8002-a35a6a1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/storage/zone-drive">
<outConfig>
<storageChassisDiskSlotZoneHelper
dn="sys/chassis-1/storage/zone-drive"
adminState="triggered" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>
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サーバの管理
この章は、次の項で構成されています。
• ホストの電源管理, 51 ページ
• ブート順序の管理, 52 ページ
• DIMM のブラックリスト化, 59 ページ
• BIOS 設定, 61 ページ

ホストの電源管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してホストの電源を管理する例を記載します。各例は、XML
API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• サーバの電源投入, （51 ページ）
• サーバの電源オフ, （52 ページ）
• サーバ電源の再投入, （52 ページ）
サーバの電源投入
要求：
<configConfMo cookie='1418463333/5d69498a-160a-1a16-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1'><inConfig><computeServerNode
dn='sys/chassis-1/server-1' adminPower='up'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1"
cookie="1418463333/5d69498a-160a-1a16-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes">
<outConfig>
<computeServerNode serverId="1" adminPower="policy" availableMemory="262144"
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model="UCSC-C3X60-SVRNB" memorySpeed="1866" name="UCS C3160" numOfCores="24"
numOfCoresEnabled="24" numOfCpus="2" numOfThreads="48" operPower="on"
originalUuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85" presence="equipped"
serial="FCH1821JAV4" totalMemory="262144" usrLbl=""
uuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85"
vendor="Cisco Systems Inc" dn="sys/chassis-1/server-1" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

サーバの電源オフ
要求：
<configConfMo cookie='1418463333/5d69498a-160a-1a16-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1'><inConfig><computeServerNode
dn='sys/chassis-1/server-1' adminPower='down'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1"
cookie="1418463333/5d69498a-160a-1a16-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes">
<outConfig>
<computeServerNode serverId="1" adminPower="policy" availableMemory="262144"
model="UCSC-C3X60-SVRNB" memorySpeed="1866" name="UCS C3160" numOfCores="24"
numOfCoresEnabled="24" numOfCpus="2" numOfThreads="48" operPower="off"
originalUuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85" presence="equipped"
serial="FCH1821JAV4" totalMemory="262144" usrLbl=""
uuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85"
vendor="Cisco Systems Inc" dn="sys/chassis-1/server-1" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

サーバ電源の再投入
要求：
<configConfMo cookie='1418463333/5d69498a-160a-1a16-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1'><inConfig><computeServerNode dn='sys/chassis-1/server-1'
adminPower='cycle-immediate'/></inConfig></configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1"
cookie="1418463333/5d69498a-160a-1a16-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes">
<outConfig>
<computeServerNode serverId="1" adminPower="policy" availableMemory="262144"
model="UCSC-C3X60-SVRNB" memorySpeed="1866" name="UCS C3160" numOfCores="24"
numOfCoresEnabled="24" numOfCpus="2" numOfThreads="48" operPower="off"
originalUuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85" presence="equipped"
serial="FCH1821JAV4"
totalMemory="262144" usrLbl="" uuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85"
vendor="Cisco Systems Inc" dn="sys/chassis-1/server-1" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

ブート順序の管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してブート順序を取得および設定する例を記載します。各
例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
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ここでは、次の設定例について説明します。
• 高精度のブート順序情報の取得, （53 ページ）
• ブート順序テーブル情報（サーバ 1）の取得, （53 ページ）
• ブート順序テーブル情報（サーバ 2）の取得, （54 ページ）
• 実際のブート順序情報（サーバ 1 およびサーバ 2）の取得, （54 ページ）
• DN を使用した実際のブート順序情報の取得, （55 ページ）
• DN を使用した BIOS ブート モード情報の取得, （56 ページ）
• UEFI ブート モードのレガシーの設定, （56 ページ）
• UEFI セキュア ブート情報の取得, （56 ページ）
• UEFI セキュア ブート（サーバ 2）のイネーブル化, （56 ページ）
高精度のブート順序情報の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256524707/a7d534e9-cd76-16cd-8014-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" classId="lsbootDevPrecision"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1256524707/a7d534e9-cd76-16cd-8014-aaec921b0ff4" response="yes"
classId="lsbootDevPrecision">
<outConfigs>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision" name="boot-precision"
purpose="operational" rebootOnUpdate="no" reapply="no" configuredBootMoe="None"
lastConfiguredBootOrderSource="CIMC"/>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-2/boot-precision" name="boot-precision"
purpose="operational" rebootOnUpdate="no" reapply="no" configuredBootMode="Uefi"
lastConfiguredBootOrderSource="CIMC">
<lsbootVMedia name="VMEDIA-KVMFDD" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-fdd"
access="read-write-drive" order="1" state="Disabled" rn="vm-VMEDIA-KVMFDD"/>
<lsbootVMedia name="VMEDIA-1" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-dvd"
access="read-only-local" order="8" state="Disabled" rn="vm-VMEDIA-1"/>
.
.
.
<lsbootPchStorage name="TEST-PCH" type="PCHSTORAGE" lun="3" order="12" state="Disabled"
rn="pchstorage-TEST-PCH"/>
<lsbootUefiShell name="EFI0-1" type="UEFISHELL" order="13" state="Disabled"
rn="uefishell-EFI0-1"/>
</lsbootDevPrecision>
</outConfigs>
</configResolveClass>

ブート順序テーブル情報（サーバ 1）の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256527817/b46e308c-ce76-16ce-8003-aaec921b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256527817/b46e308c-ce76-16ce-8003-aaec921b0ff4"
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response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep">
<outConfig>
<biosBOT dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep">
<biosBootMode rn="boot-mode" actualBootMode="Legacy"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22"
order="1" name="CDROM" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-dvd" rn="bdvp-1"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22"
order="2" name="CDROM" type="VMEDIA" subtype="cimc-mapped-dvd" rn="bdvp-2"/>
<biosBootDevPrecision descr="UEFI: Built-in EFI Shell "
order="3" name="NonPolicyTarget" type="EFI" rn="bdvp-3"/>
<biosBootDevPrecision descr="(Bus 04 Dev 00)PCI RAID Adapter"
order="4" name="NonPolicyTarget" type="HDD" slot="M" rn="bdvp-4"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22"
order="5" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-hdd" rn="bdvp-5"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22"
order="6" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-fdd" rn="bdvp-6"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22"
order="7" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="cimc-mapped-hdd" rn="bdvp-7"/>
</biosBOT>
</outConfig>
</configResolveDn>

ブート順序テーブル情報（サーバ 2）の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256527817/b46e308c-ce76-16ce-8003-aaec921b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256527817/b46e308c-ce76-16ce-8003-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep">
<outConfig>
<biosBOT dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep">
<biosBootMode rn="boot-mode" actualBootMode="Uefi"/>
<biosBootDevPrecision descr="UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22"
order="1" name="CDROM" type="EFI" rn="bdvp-1"/>
<biosBootDevPrecision descr="UEFI: Built-in EFI Shell "
order="2" name="NonPolicyTarget" type="EFI" rn="bdvp-2"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22"
order="3" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA"
subtype="kvm-mapped-dvd" rn="bdvp-3"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22"
order="4" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA"
subtype="kvm-mapped-hdd" rn="bdvp-4"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22"
order="5" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA"
subtype="kvm-mapped-fdd" rn="bdvp-5"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22"
order="6" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA"
subtype="cimc-mapped-dvd" rn="bdvp-6"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22"
order="7" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA"
subtype="cimc-mapped-hdd" rn="bdvp-7"/>
</biosBOT>
</outConfig>
</configResolveDn>

実際のブート順序情報（サーバ 1 およびサーバ 2）の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256525715/b603f647-ce76-16ce-8015-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" classId="biosBootDevPrecision"/>
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応答：
<configResolveClass cookie="1256525715/b603f647-ce76-16ce-8015-aaec921b0ff4" res
ponse="yes" classId="biosBootDevPrecision">
<outConfigs>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22" order="1"
name="CDROM" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-dvd"
dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/bdvp-1"/> <biosBootDevPrecision
descr="Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22" order="2"
name="CDROM" type="VMEDIA" subtype="cimc-mapped-dvd"
dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/bdvp-2"/>
<biosBootDevPrecision descr="UEFI: Built-in EFI Shell " order="3"
name="NonPolicyTarget" type="EFI" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/bdvp-3"/>
<biosBootDevPrecision descr="(Bus 04 Dev 00)PCI RAID Adapter" order="4"
name="NonPolicyTarget" type="HDD" slot="M" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/bdvp-4"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22" order="5"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-hdd"
dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/bdvp-5"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22" order="6"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-fdd"
dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/bdvp-6"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22" order="7"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="cimc-mapped-hdd"
dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/bdvp-7"/>
<biosBootDevPrecision descr="UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22" order="1"
name="CDROM" type="EFI" dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-1"/>
<biosBootDevPrecision descr="UEFI: Built-in EFI Shell " order="2"
name="NonPolicyTarget" type="EFI" dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-2"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22" order="3"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-dvd"
dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-3"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22" order="4"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-hdd"
dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-4"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22" order="5"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-fdd"
dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-5"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22" order="6"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="cimc-mapped-dvd"
dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-6"/>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22"
order="7" name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="cimc-mapped-hdd"
dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-7"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用した実際のブート順序情報の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256525715/b603f647-ce76-16ce-8015-aaec921b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-5' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256525715/b603f647-ce76-16ce-8015-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-5">
<outConfig>
<biosBootDevPrecision descr="Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22" order="5"
name="NonPolicyTarget" type="VMEDIA" subtype="kvm-mapped-fdd"
dn="sys/chassis-1/server-2/bios/bdgep/bdvp-5"/>
</outConfig>
</configResolveDn>
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DN を使用した BIOS ブート モード情報の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256526667/3bbac6ee-cd76-16cd-8002-aaec921b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/boot-mode' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256526667/3bbac6ee-cd76-16cd-8002-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/boot-mode">
<outConfig>
<biosBootMode dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bdgep/boot-mode"
actualBootMode="Legacy"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

UEFI ブート モードのレガシーの設定
要求：
<configConfMo cookie='1256586379/e30f586c-dc76-16dc-8008-aaec921b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-2/boot-precision'><inConfig><lsbootDevPrecision
configuredBootMode='Uefi'/></inConfig></configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-2/boot-precision"
cookie="1256586379/e30f586c-dc76-16dc-8008-aaec921b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-2/boot-precision"
name="boot-precision" purpose="operational" rebootOnUpdate="no"
reapply="no" configuredBootMode="Uefi" lastConfiguredBootOrderSource="CIMC"
status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

UEFI セキュア ブート情報の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256580961/3d850c6c-db76-16db-8006-aaec921b0ff4"
inHierarchical="false" classId="lsbootBootSecurity"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1256580961/3d850c6c-db76-16db-8006-aaec921b0ff4" response="yes"
classId="lsbootBootSecurity">
<outConfigs>
<lsbootBootSecurity dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy/boot-security"
secureBoot="disabled"/>
<lsbootBootSecurity dn="sys/chassis-1/server-2/boot-policy/boot-security"
secureBoot="disabled"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

UEFI セキュア ブート（サーバ 2）のイネーブル化
要求：
<configConfMo cookie='1256583805/6a769571-db76-16db-8007-aaec921b0ff4'
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dn='sys/chassis-1/server-2/boot-policy/boot-security'><inConfig><lsbootBootSecurity
secureBoot='enable'/></inConfig></configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-2/boot-policy/boot-security"
cookie="1256583805/6a769571-db76-16db-8007-aaec921b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<lsbootBootSecurity dn="sys/chassis-1/server-2/boot-policy/boot-security"
secureBoot="enabled" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

ブート デバイスの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してブート デバイスを管理する例を記載します。各例は、
XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• ブート デバイスの作成, （57 ページ）
• ブート デバイスの変更, （58 ページ）
• ブート デバイスの削除, （59 ページ）
ブート デバイスの作成
要求：
<configConfMo cookie="1418657182/795cfede-420a-1a42-800e-91fabb1b0ff4"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision" inHierarchical="true">
<inConfig>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision"
rebootOnUpdate="no" reapply="yes" >
<lsbootVMedia name="vmedia-c3260-test" type="VMEDIA"
order="1" state="Disabled" rn="vm-vmedia-c3260-test" />
<lsbootPxe name="pxe-c3260-test" type="PXE" slot="1" port="1"
order="2" state="Disabled" rn="pxe-pxe-c3260-test" />
<lsbootHdd name="hdd-c3260-test" type="LOCALHDD" order="3"
state="Disabled" rn="hdd-hdd-c3260-test" />
<lsbootSan name="san-c3260-test" type="SAN" slot="4" order="4"
state="Disabled" rn="san-san-c3260-test" />
<lsbootIscsi name="iscsi-c3260-test" type="ISCSI" slot="7"
order="5" state="Disabled" rn="iscsi-iscsi-c3260-test" />
</lsbootDevPrecision>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision"
cookie="1418657182/795cfede-420a-1a42-800e-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision"
name="boot-precision" purpose="operational" rebootOnUpdate="no"
reapply="no" configuredBootMode="Uefi"
lastConfiguredBootOrderSource="CIMC" status="modified">
<lsbootVMedia name="vmedia-c3260-test" type="VMEDIA" order="1"
state="Disabled" rn="vm-vmedia-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
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<lsbootPxe name="pxe-c3260-test" type="PXE" slot="1" port="1"
order="2" state="Disabled" rn="pxe-pxe-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
<lsbootHdd name="hdd-c3260-test" type="LOCALHDD" order="3"
state="Disabled" rn="hdd-hdd-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
<lsbootSan name="san-c3260-test" type="SAN" slot="4" order="4"
state="Disabled" rn="san-san-c3260-test" status="modified"/>
<lsbootIscsi name="iscsi-c3260-test" type="ISCSI" slot="7"
order="5" state="Disabled" rn="iscsi-iscsi-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
</lsbootDevPrecision>
</outConfig>
</configConfMo>

ブート デバイスの変更
要求：
<configConfMo cookie="1418661362/99fd4a5a-440a-1a44-800f-91fabb1b0ff4"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision" inHierarchical="true">
<inConfig>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision"
rebootOnUpdate="yes" status="modified">
<lsbootVMedia name="vmedia-c3260-test" order="2" />
<lsbootIscsi name="iscsi-c3260-test" order="4" />
</lsbootDevPrecision>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision"
cookie="1418657182/795cfede-420a-1a42-800e-91fabb1b0ff4"
response="yes">
<outConfig>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision"
name="boot-precision" purpose="operational" rebootOnUpdate="no"
reapply="no" configuredBootMode="Uefi" lastConfiguredBootOrderSource="CIMC"
status="modified">
<lsbootVMedia name="vmedia-c3260-test" type="VMEDIA" order="2"
state="Disabled" rn="vm-vmedia-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
<lsbootPxe name="pxe-c3260-test" type="PXE" slot="1" port="1"
order="1" state="Disabled" rn="pxe-pxe-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
<lsbootHdd name="hdd-c3260-test" type="LOCALHDD" order="3"
state="Disabled" rn="hdd-hdd-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
<lsbootSan name="san-c3260-test" type="SAN" slot="4" order="5s"
state="Disabled" rn="san-san-c3260-test" status="modified"/>
<lsbootIscsi name="iscsi-c3260-test" type="ISCSI" slot="7" order="4"
state="Disabled" rn="iscsi-iscsi-c3260-test" status="modified"/>
.
.
.
</lsbootDevPrecision>
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</outConfig>
</configConfMo>

ブート デバイスの削除
要求：
<configConfMo cookie="1418635679/ac17fae8-3d0a-1a3d-800a-91fabb1b0ff4"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision" inHierarchical="true">
<inConfig>
<lsbootDevPrecision dn="sys/chassis-1/server-1/boot-precision"
rebootOnUpdate="yes" status="modified">
<lsbootVMedia name="NIIODCIMCDVD" type="VMEDIA"
subtype="cimc-mapped-dvd" access="read-only-remote" order="3" status="removed"/>
</lsbootDevPrecision>
</inConfig>
</configConfMo>

DIMM のブラックリスト化
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して DIMM のブラックリストを取得およびイネーブルにす
る例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• DIMM ブラックリストの詳細の取得, （59 ページ）
• DN を使用した DIMM ブラックリストの詳細の取得, （60 ページ）
• DIMM のブラックリストのイネーブル化, （60 ページ）
• DIMM のブラックリストのディセーブル化, （60 ページ）
DIMM ブラックリストの詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256404558/fa002591-b176-16b1-8007-aaec921b0ff4"
inHierarchical="false" classId="memoryArray"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1256404558/fa002591-b176-16b1-8007-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="memoryArray">
<outConfigs>
<memoryArray dn="sys/chassis-1/server-1/board/memarray-1" currCapacity="131072" id="1"
maxDevices="16" populated="16" presence="equipped" overallDIMMStatus="green"
dimmBlackList="enabled" redundantMemory="0" memoryRASPossible="Independent Mirroring
Lockstep "
memoryConfiguration="Independent " failedMemory="0"
ignoredMemory="0" numOfIgnoredDimms="0" numOfFailedDimms="0"/>
<memoryArray dn="sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1"
currCapacity="262144" id="1" maxDevices="16" populated="16"
presence="equipped" overallDIMMStatus="red" dimmBlackList="enabled"
redundantMemory="0" memoryRASPossible="Independent "
memoryConfiguration="Independent " failedMemory="98304"
ignoredMemory="0" numOfIgnoredDimms="0" numOfFailedDimms="6"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>
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DN を使用した DIMM ブラックリストの詳細の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256404558/fa002591-b176-16b1-8007-aaec921b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/board/memarray-1' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256404558/fa002591-b176-16b1-8007-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/board/memarray-1">
<outConfig>
<memoryArray dn="sys/chassis-1/server-1/board/memarray-1" currCapacity="131072" id="1"
maxDevices="16" populated="16" presence="equipped" overallDIMMStatus="green"
dimmBlackList="enabled" redundantMemory="0"
memoryRASPossible="Independent Mirroring Lockstep "
memoryConfiguration="Independent " failedMemory="0"
ignoredMemory="0" numOfIgnoredDimms="0" numOfFailedDimms="0"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

DIMM のブラックリストのイネーブル化
要求：
<configConfMo cookie='1256416392/bc0f62a9-b476-16b4-8009-aaec921b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1'><inConfig><memoryArray
dimmBlackList='enable'/></inConfig></configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1"
cookie="1256418045/eb9986c2-b476-16b4-8002-aaec921b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<memoryArray dn="sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1"
currCapacity="262144" id="1" maxDevices="16" populated="16"
presence="equipped" overallDIMMStatus="green" dimmBlackList="enabled"
redundantMemory="0" memoryRASPossible="Independent "
memoryConfiguration="Independent " failedMemory="98304"
ignoredMemory="0" numOfIgnoredDimms="0" numOfFailedDimms="6"
status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

DIMM のブラックリストのディセーブル化
要求：
<configConfMo cookie='1256416392/bc0f62a9-b476-16b4-8009-aaec921b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1'><inConfig><memoryArray
dimmBlackList='disable'/></inConfig></configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1"
cookie="1256418045/eb9986c2-b476-16b4-8002-aaec921b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<memoryArray dn="sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1"
currCapacity="262144" id="1" maxDevices="16" populated="16"
presence="equipped" overallDIMMStatus="green" dimmBlackList="disabled"
redundantMemory="0" memoryRASPossible="Independent "
memoryConfiguration="Independent " failedMemory="98304"
ignoredMemory="0" numOfIgnoredDimms="0" numOfFailedDimms="6"
status="modified"/>
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</outConfig>
</configConfMo>

BIOS 設定
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して BIOS 設定を管理する例を記載します。各例は、XML
API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• BIOS セットアップの開始, （61 ページ）
• BIOS トークン値の取得, （61 ページ）
• BIOS パラメータの設定, （61 ページ）
BIOS セットアップの開始
要求：
<configConfMo cookie='1418468130/1d579ff4-160a-1a16-8004-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1/bios'><inConfig><biosUnit
adminAction='enter-bios-setup'/></inConfig></configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/bios"
cookie="1418468130/1d579ff4-160a-1a16-8004-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<biosUnit dn="sys/chassis-1/server-1/bios" model="UCSC-C3X60-BASE"
vendor="Cisco Systems Inc" adminAction="no-op" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

BIOS トークン値の取得
要求：
<configResolveClass cookie='1418722466/fced6450-520a-1a52-8014-91fabb1b0ff4'
inHierarchical='false' classId='biosVfLegacyUSBSupport' />

応答：
<configResolveClass cookie="1418722466/fced6450-520a-1a52-8014-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="biosVfLegacyUSBSupport">
<outConfigs>
<biosVfLegacyUSBSupport dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bios-settings/LegacyUSB-Support"
vpLegacyUSBSupport="enabled"/>
<biosVfLegacyUSBSupport dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bios-defaults/LegacyUSB-Support"
vpLegacyUSBSupport="enabled"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

BIOS パラメータの設定
要求：
<configConfMo cookie="1418723449/52bb08e3-520a-1a52-8015-91fabb1b0ff4"
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inHierarchical="true" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bios-settings">
<inConfig>
<biosSettings>
<biosVfLegacyUSBSupport
dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bios-settings/LegacyUSB-Support"
vpLegacyUSBSupport="disabled" />
</biosSettings>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bios-settings" cookie="1418723449/
52bb08e3-520a-1a52-8015-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<biosSettings dn="sys/chassis-1/server-1/bios/bios-settings" status="modified">
<biosVfIntelVTForDirectedIO rn="Intel-VT-for-directed-IO" vpIntelVTDATSSup
port="enabled" vpIntelVTDCoherencySupport="disabled"
vpIntelVTForDirectedIO="enabled" status="modified"/>
.
.
.
<biosVfLegacyUSBSupport rn="LegacyUSB-Support" vpLegacyUSBSupport="disabled"
status="modified"/>
.
.
.
</biosSettings>
</outConfig>
</configConfMo>
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この章は、次の項で構成されています。
• Cisco IMC マップされた vMedia ボリュームの管理, 63 ページ
• KVM コンソールの管理, 64 ページ
• Serial Over LAN の管理, 65 ページ

Cisco IMC マップされた vMedia ボリュームの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して Cisco IMC マップされた vMedia ボリュームを管理する
例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• Cisco IMC マップされた vMedia ボリュームの設定, （63 ページ）
• Cisco IMC マップされた vMedia ボリューム設定の取得および確認, （64 ページ）
Cisco IMC マップされた vMedia ボリュームの設定
要求：
<configConfMo cookie='1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1/svc-ext/vmedia-svc/vmmap-HUU' inHierarchical='false'>
<inConfig>
<commVMediaMap dn='sys/chassis-1/server-1/svc-ext/vmedia-svc/vmmap-HUU'
map='www' mountOptions='username=jchambers,password=john123'
remoteFile='ucs-c3x60-huu-2.0.2d.iso'
remoteShare='http://171.70.126.106/firmware-containers/colusa1/ep_mr_colusa2/'
status='created' volumeName='HUU' />
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/vmedia-svc/vmmap-HUU"
cookie="1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<commVMediaMap volumeName="HUU" map="www"
remoteShare="http://171.70.126.106/firmware-containers/colusa1/ep_mr_colusa1/"
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remoteFile="ucs-c3160-huu-2.0.2d.iso"
mountOptions="noauto,username=jchambers,password=*******"
mappingStatus="In Progress" password=""
dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/vmedia-svc/vmmap-HUU" status="created"/>
</outConfig>
</configConfMo>

Cisco IMC マップされた vMedia ボリューム設定の取得および確認
要求：
<configResolveClass cookie="1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" classId="commVMediaMap"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="commVMediaMap">
<outConfigs>
<commVMediaMap volumeName="HUU" map="www"
remoteShare="http://171.70.126.106/firmware-containers/colusa1/ep_mr_colusa2/"
remoteFile="ucs-c3x60-huu-2.0.2d.iso"
mountOptions="noauto,username=jchambers,password=*******"
mappingStatus="OK" password=""
dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/vmedia-svc/vmmap-HUU"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

KVM コンソールの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して KVM コンソールを管理する例を記載します。各例は、
XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• 認証トークンの取得, （64 ページ）
• KVM コンソールの起動, （64 ページ）
認証トークンの取得
要求：
<aaaGetComputeAuthTokens cookie="1256423862/2cdc2ed8-b676-16b6-8005-aaec921b0ff4"/>

応答：
<aaaGetComputeAuthTokens cookie="1256423862/2cdc2ed8-b676-16b6-8005-aaec921b0ff4"
outTokens="1804289383,846930886" response="yes"> </aaaGetComputeAuthTokens>

KVM コンソールの起動
KVM サーバ 1
javaws
"https://10.104.255.243/kvm.jnlp?cimcAddr=10.104.255.181&cimcName=chuckrobbins&tkn1=1804289383&tkn2=846930886"
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KVM サーバ 2
javaws
"https://10.104.255.243/kvm.jnlp?cimcAddr=10.104.255.183&cimcName=jchambers&tkn1=1804289383&tkn2=846930886"

Serial Over LAN の管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して Serial Over LAN を取得および設定する例を記載しま
す。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• Serial Over LAN の詳細の取得, （65 ページ）
• DN を使用したサーバ 1 の Serial Over LAN の詳細の取得, （65 ページ）
• サーバ 1 の Serial Over LAN の設定, （65 ページ）
Serial Over LAN の詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256429224/24b9387f-b776-16b7-8009-aaec921b0ff4"
inHierarchical="false" classId="solIf"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1256429224/24b9387f-b776-16b7-8009-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="solIf">
<outConfigs>
<solIf dn="sys/chassis-1/server-1/sol-if" adminState="enable" name="SoLInterface"
speed="115200" comport="com0"/>
<solIf dn="sys/chassis-1/server-2/sol-if" adminState="enable" name="SoLInterface"
speed="115200" comport="com0"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したサーバ 1 の Serial Over LAN の詳細の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256429224/24b9387f-b776-16b7-8009-aaec921b0ff4"
dn="sys/chassis-1/server-1/sol-if" inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256429224/24b9387f-b776-16b7-8009-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/sol-if">
<outConfig>
<solIf dn="sys/chassis-1/server-1/sol-if" adminState="enable" name="SoLInterface"
speed="115200" comport="com0"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

サーバ 1 の Serial Over LAN の設定
要求：
<configConfMo cookie='1256429224/24b9387f-b776-16b7-8009-aaec921b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-2/sol-if'>
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<inConfig>
<solIf dn='sys/chassis-1/server-2/sol-if' adminState='disable'
speed='38400' comport='com0'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-2/sol-if"
cookie="1256429224/24b9387f-b776-16b7-8009-aaec921b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<solIf dn="sys/chassis-1/server-2/sol-if" adminState="disable"
name="SoLInterface" speed="38400" comport="com0" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>
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ネットワーク関連の設定
この章は、次の項で構成されています。
• ネットワーク関連のタスクの例, 67 ページ
• 仮想インターフェイスのタスク, 69 ページ

ネットワーク関連のタスクの例
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してネットワーク関連のタスクを設定する例を記載します。
各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• BMC スタティック IPv6 の設定, （67 ページ）
• スタティック IPv4 の設定, （68 ページ）
• スタティック IPv4 の設定, （68 ページ）
• DHCPv4 の設定, （68 ページ）
• ネットワーク インターフェイス カード モードの設定, （69 ページ）
BMC スタティック IPv6 の設定
要求
<configConfMo cookie="0956648424/5a81f826-1166-1611-8003-82f92a02b884"
dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/if-1" v6IPAddr="2100:200::125" />
</inConfig>
</configConfMo>

応答
<configConfMo cookie="0956648424/5a81f826-1166-1611-8003-82f92a02b884"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/if-1">
<outConfig>
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<mgmtIf dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/if-1"
description="CIMC Interface Network Settings"
id="1" v4IPAddr="10.104.255.181" mac="F4:0F:1B:FA:48:3C"
hostname="C3160-FCH1821JAV4" v6extEnabled="yes"
v6IPAddr="2002:200::125" v6prefix="64" v6extGw="::"
v6linkLocal="fe80::f60f:1bff:fefa:483c"
subject="blade" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

スタティック IPv4 の設定
要求
<configConfMo cookie="0956722178/02141d24-2366-1623-8002-82f92a02b884"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1" dhcpEnable="no"
extMask="255.255.255.128" extGw="10.104.255.129"
v4IPAddrBmc1="10.104.255.246" v4IPAddrCmc2="10.104.255.247"
v4IPAddrCmc1="10.104.255.248" extIp="10.104.255.245" />
</inConfig>
</configConfMo>

（注）

IPv4 設定は SSH/WebUI/XMLAPI セッションのすべてを終了するため、応答はありません。新
しい IPv4 アドレス設定を使用してサーバに再接続する必要があります。

DHCPv4 の設定
要求
<configConfMo cookie="0956737017/af85c151-2666-1626-8002-82f92a02b884"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1"
dhcpEnable="yes" extMask="255.255.255.128" extGw="10.104.255.129" />
</inConfig>
</configConfMo>

（注）

IPv4 設定は SSH/WebUI/XMLAPI セッションのすべてを終了するため、応答はありません。新
しい IPv4 アドレス設定を使用してサーバに再接続する必要があります。

スタティック IPv6 および IPv4 の設定
要求
<configConfMoconfigConfMo cookie="0956739710/edb4ef0e-2766-1627-8003-82f92a02b884"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1" dhcpEnable="no"
extMask="255.255.255.128" extGw="10.104.255.129"
v4IPAddrBmc1="10.104.255.246" v4IPAddrCmc2="10.104.255.247"
v4IPAddrCmc1="10.104.255.248" extIp="10.104.255.245"
v6dhcpEnable="no" v6prefix="64" v6extIp="2001:200::125"
v6extGw="2000:200::125" v6extEnabled="yes" v6IPAddrBmc1="2002:200::125"
v6IPAddrCmc1="2004:200::125" v6IPAddrCmc2="2005:200::125"/>
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</inConfig>
</configConfMo>

（注）

IPv4 設定は SSH/WebUI/XMLAPI セッションのすべてを終了するため、応答はありません。新
しい IPv4 アドレス設定を使用してサーバに再接続する必要があります。

ネットワーク インターフェイス カード モードの設定
要求
<configConfMo cookie='0949273658/385bfaaf-5c5f-1f5c-8004-d37c77e2cff4'
dn='sys/chassis-1/if-1'>
<inConfig>
<mgmtIf nicMode="cisco_card" nicRedundancy="active-active"/>
</inConfig>
</configConfMo>

（注）

カード モードの有効な変更により、応答はありません。CMC のコマンド ラインからコマンド
nicMode="cisco_card" nicRedundancy="active-active" を使用して、NIC モードおよび NIC 冗
長構成の値（それぞれ 4、1）を確認できます。CMC1、CMC2、Cisco IMC 1 および Cisco IMC
2 には同じ値（4 および 1）が反映されている必要があります。

仮想インターフェイスのタスク
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して仮想インターフェイスのタスクを取得および実行する
例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• 仮想インターフェイス設定の取得, （69 ページ）
• DDHCPv6 を使用した IPv6 のイネーブル化, （70 ページ）
• DDHCPv6 を使用した IPv6 のイネーブル化, （70 ページ）
• IPv6 のディセーブル化, （71 ページ）
• 仮想インターフェイスでのスタティック IPv6 のイネーブル化, （71 ページ）
• DNS サーバの設定, （72 ページ）
• スタティック IPv6 の設定, （72 ページ）
仮想インターフェイス設定の取得
要求
<configResolveDn cookie='0956568556/dd519b64-ff65-15ff-8003-82f92a02b884'
inHierarchical='false' dn='sys/chassis-1/if-1'/>
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応答
<configResolveDn cookie="0956568556/dd519b64-ff65-15ff-8003-82f92a02b884"
response="yes" dn="sys/chassis-1/if-1">
<outConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1"
description="Virtual Management Interface Network Settings"
id="1" extEnabled="yes" extIp="" v4IPAddrCmc1="0.0.0.0"
v4IPAddrCmc2="0.0.0.0" v4IPAddrBmc1="0.0.0.0" v4IPAddrBmc2="0.0.0.0"
extMask="255.255.255.128" extGw="10.104.255.129" ifType="virtual"
mac="84:B8:02:2A:F9:82" vHostname="" dhcpEnable="yes" dnsUsingDhcp="no"
ddnsEnable="yes" ddnsDomain="" dnsPreferred="171.68.226.120"
dnsAlternate="0.0.0.0" nicMode="dedicated" vicSlot="1" nicRedundancy="none"
vlanEnable="no" vlanId="1" vlanPriority="2" portProfile=""
v6extEnabled="yes" v6extIp="::" v6extGw="::" v6prefix="64"
v6linkLocal="fe80::86b8:2ff:fe2a:f982" v6SlaacIp="::"
v6dhcpEnable="yes" v6dnsUsingDhcp="no" v6dnsPreferred="::"
v6dnsAlternate="::" v6IPAddrCmc1="::" v6IPAddrCmc2="::"
v6IPAddrBmc1="::" v6IPAddrBmc2="::" subject="virtual"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

DDHCPv6 を使用した IPv6 のイネーブル化
要求
<configConfMo cookie="1435897051/c7da4b34-f119-19f1-8002-838077e2cff4"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1" v6extEnabled="yes" v6dhcpEnable="yes"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答
<configConfMo cookie="1435897051/c7da4b34-f119-19f1-8002-838077e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/if-1" >
<outConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1"
description="Virtual Management Interface Network Settings"
id="1" extEnabled="yes" extIp="10.106.145.166" v4IPAddrCmc1="0.0.0.0"
v4IPAddrCmc2="0.0.0.0" v4IPAddrBmc1="0.0.0.0" v4IPAddrBmc2="0.0.0.0"
extMask="255.255.255.0" extGw="10.106.145.1" ifType="virtual"
mac="F4:CF:E2:77:80:83" vHostname="C3260-FCH18207WF3"
dhcpEnable="yes" dnsUsingDhcp="yes" ddnsEnable="yes"
ddnsDomain="" dnsPreferred="171.70.168.183" dnsAlternate="0.0.0.0"
nicMode="dedicated" vicSlot="2" nicRedundancy="none" vlanEnable="no"
vlanId="1" vlanPriority="0" portProfile="" v6extEnabled="no"
v6extIp="::" v6extGw="::" v6prefix="64" v6linkLocal="::" v6SlaacIp="::"
v6dhcpEnable="no" v6dnsUsingDhcp="no" v6dnsPreferred="::"
v6dnsAlternate="::" v6IPAddrCmc1="::" v6IPAddrCmc2="::"
v6IPAddrBmc1="::" v6IPAddrBmc2="::" subject="virtual" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

（注）

v6extEnabled は共通属性であり、すべてのコンポーネントのネットワーク インターフェイスに
適用されます。したがって、上記の応答では、この属性は No として示されています。ただ
し、GET 操作を実行するか CLI を使用してこの属性を確認すると、IPv6 は Enabled として示
されます。
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IPv6 のディセーブル化
要求
<configConfMo cookie="1435897793/485b3ad8-f119-19f1-8003-838077e2cff4"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1" v6extEnabled="no"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答
<configConfMocookie="1435897793/485b3ad8-f119-19f1-8003-838077e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/if-1" >
<outConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1"
description="Virtual Management Interface Network Settings" id="1"
extEnabled="yes" extIp="10.106.145.166" v4IPAddrCmc1="0.0.0.0"
v4IPAddrCmc2="0.0.0.0" v4IPAddrBmc1="0.0.0.0" v4IPAddrBmc2="0.0.0.0"
extMask="255.255.255.0" extGw="10.106.145.1" ifType="virtual"
mac="F4:CF:E2:77:80:83" vHostname="C3260-FCH18207WF3" dhcpEnable="yes"
dnsUsingDhcp="yes" ddnsEnable="yes" ddnsDomain=""
dnsPreferred="171.70.168.183" dnsAlternate="0.0.0.0"
nicMode="dedicated" vicSlot="2" nicRedundancy="none"
vlanEnable="no" vlanId="1" vlanPriority="0" portProfile=""
v6extEnabled="no" v6extIp="2010:201::283"
v6extGw="fe80::5e50:15ff:fef0:b042" v6prefix="119"
v6linkLocal="fe80::f6cf:e2ff:fe77:8083"
v6SlaacIp="2010:201::f6cf:e2ff:fe77:8083" v6dhcpEnable="yes"
v6dnsUsingDhcp="no" v6dnsPreferred="::" v6dnsAlternate="::"
v6IPAddrCmc1="::" v6IPAddrCmc2="::" v6IPAddrBmc1="::"
v6IPAddrBmc2="::" subject="virtual" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

（注）

v6extEnabled は共通属性であり、すべてのコンポーネントのネットワーク インターフェイスに
適用されます。したがって、上記の応答では、この属性は Yes として示されています。ただ
し、GET 操作を実行するか CLI を使用してこの属性を確認すると、IPv6 は Disabled として示
されます。

仮想インターフェイスでのスタティック IPv6 のイネーブル化
要求
<configConfMo cookie="1435898185/7cbeb77f-f119-19f1-8004-838077e2cff4"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1" v6extEnabled="yes"
v6prefix="64" v6dnsUsingDhcp="no" v6dhcpEnable="no"
v6extIp="2010:201::97" v6extGw="2010:201::1"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答
<configConfMo cookie="1435898185/7cbeb77f-f119-19f1-8004-838077e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/if-1"
errorCode="2999" invocationResult="unidentified-fail"
errorDescr="Invalid request - component bmc1 - Missing or invalid IPv6 address provided"/>
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（注）

スタティック IPv6 を設定する際は、CMC-X、BMC-X、および仮想インターフェイスのすべて
にスタティック IPv6 アドレスを指定します。

DNS サーバの設定
要求
<configConfMo cookie="0956619238/87045c2f-0b66-160b-8003-82f92a02b884"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1" v6extEnabled="yes"
v6dnsPreferred="2005:420:54ff:74::204:6120" v6dnsAlternate="2005:201::200"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答
<configConfMo cookie="0956619238/87045c2f-0b66-160b-8003-82f92a02b884"
response="yes" dn="sys/chassis-1/if-1">
<outConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1"
description="Virtual Management Interface Network Settings"
id="1" extEnabled="yes" extIp="" v4IPAddrCmc1="0.0.0.0"
v4IPAddrCmc2="0.0.0.0" v4IPAddrBmc1="0.0.0.0"
v4IPAddrBmc2="0.0.0.0" extMask="255.255.255.128"
extGw="10.104.255.129" ifType="virtual" mac="84:B8:02:2A:F9:82"
vHostname="" dhcpEnable="yes" dnsUsingDhcp="no" ddnsEnable="yes"
ddnsDomain="" dnsPreferred="171.68.226.120" dnsAlternate="0.0.0.0"
nicMode="dedicated" vicSlot="1" nicRedundancy="none"
vlanEnable="no" vlanId="1" vlanPriority="2" portProfile=""
v6extEnabled="yes" v6extIp="::" v6extGw="::" v6prefix="64"
v6linkLocal="fe80::86b8:2ff:fe2a:f982" v6SlaacIp="::"
v6dhcpEnable="yes" v6dnsUsingDhcp="no"
v6dnsPreferred="2010:420:54ff:74::204:6120" v6dnsAlternate="2010:201::200"
v6IPAddrCmc1="::" v6IPAddrCmc2="::" v6IPAddrBmc1="::"
v6IPAddrBmc2="::" subject="virtual" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

スタティック IPv6 の設定
次に、2 つの SIOC と 1 つのサーバ ノードを使用した UCS C3260 M4 サーバにスタティック IPv6
を設定する例を示します。
要求
<configConfMo cookie="0956641159/6f8470a7-0f66-160f-8002-82f92a02b884"
dn="sys/chassis-1/if-1">
<inConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1" v6dhcpEnable="no"
v6prefix="64" v6extIp="2001:200::125"
v6extGw="2000:200::125" v6extEnabled="yes"
v6IPAddrBmc1="2002:200::125" v6IPAddrCmc1="2004:200::125"
v6IPAddrCmc2="2005:200::125"/>
</inConfig>
</configConfMo

応答
<configConfMo cookie="0956641159/6f8470a7-0f66-160f-8002-82f92a02b884"
response="yes" dn="sys/chassis-1/if-1" >
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<outConfig>
<mgmtIf dn="sys/chassis-1/if-1"
description="Virtual Management Interface Network Settings"
id="1" extEnabled="yes" extIp="" v4IPAddrCmc1="0.0.0.0"
v4IPAddrCmc2="0.0.0.0" v4IPAddrBmc1="0.0.0.0"
v4IPAddrBmc2="0.0.0.0" extMask="" extGw="" ifType="virtual"
mac="84:B8:02:2A:F9:82" vHostname="" dhcpEnable="yes" dnsUsingDhcp="no"
ddnsEnable="yes" ddnsDomain="" dnsPreferred="171.68.226.120"
dnsAlternate="0.0.0.0" nicMode="dedicated" vicSlot="1"
nicRedundancy="none" vlanEnable="no" vlanId="1" vlanPriority="2"
portProfile="" v6extEnabled="yes" v6extIp="::" v6extGw="::"
v6prefix="64" v6linkLocal="fe80::86b8:2ff:fe2a:f982" v6SlaacIp="::"
v6dhcpEnable="yes" v6dnsUsingDhcp="no" v6dnsPreferred="2005:420:54ff:74::204:6120"
v6dnsAlternate="2005:201::200" v6IPAddrCmc1="::"
v6IPAddrCmc2="::" v6IPAddrBmc1="::" v6IPAddrBmc2="::"
subject="virtual" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>
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ネットワーク アダプタの管理
この章は、次の項で構成されています。
• サーバ RAID の管理タスク, 75 ページ
• ストレージ アダプタの管理, 82 ページ

サーバ RAID の管理タスク
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してサーバ RAID の管理タスクを取得および実行する例を
記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• DN を使用したストレージ コントローラの取得, （76 ページ）
• ストレージ コントローラのプロパティの取得, （76 ページ）
• ストレージ RAID バッテリのプロパティの取得, （77 ページ）
• ストレージ仮想ドライブのプロパティの取得, （77 ページ）
• DN を使用したストレージ仮想ドライブのプロパティの取得, （77 ページ）
• DN を使用したストレージ コントローラ設定の取得, （78 ページ）
• ストレージ ローカル ディスクのプロパティの取得, （78 ページ）
• DN を使用したストレージ ローカル ディスクのプロパティの取得, （79 ページ）
• 未使用のローカル ディスクの詳細の取得, （80 ページ）
• ドライブ グループ スペースを持つストレージ仮想ドライブの取得, （80 ページ）
• ストレージのファームウェア ブートローダのバージョンの取得, （80 ページ）
• ストレージのファームウェア実行バージョンの取得, （81 ページ）
• ストレージのファームウェア ブート定義の取得, （81 ページ）
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• 未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成, （81 ページ）
• 仮想ドライブの削除, （82 ページ）
• 仮想ドライブの削除, （82 ページ）
DN を使用したストレージ コントローラの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1422613813/9657c746-dc0d-1ddc-8004-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422613813/9657c746-dc0d-1ddc-8004-91fabb1b0ff4" response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ"/>
<outConfig>
<storageController id="SLOT-MEZZ"
model="RAID controller for UCS C3X60 Storage Servers"
pciSlot="SLOT-MEZZ" presence="equipped" raidSupport="yes"
serial="" type="SAS"
vendor="LSI Logic" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ストレージ コントローラのプロパティの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1422613813/9657c746-dc0d-1ddc-8004-91fabb1b0ff4"
classId="storageControllerProps" inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1422613813/9657c746-dc0d-1ddc-8004-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="storageControllerProps">
<outConfigs>
<storageControllerProps
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/controller-props"
pciSlot="SLOT-MEZZ" health="Severe Fault"
controllerStatus="Optimal" batteryStatus="Optimal"
bbuPresent="true" raidChipTempCentigrade="82" backendPortCount="8"
memorySize="4095 MB" cacheMemorySize="3534 MB"
virtualDriveCount="1" degradedVirtualDriveCount="0"
offlineVirtualDriveCount="0" physicalDriveCount="60"
criticalPhysicalDriveCount="0" failedPhysicalDriveCount="5"
memoryCorrectableErrors="0" memoryUncorrectableErrors="0" bootDrive="0"
bootDriveIsPhysicalDrive="false" supportsRaid0="true" supportsRaid1="true"
supportsRaid5="true" supportsRaid6="true" supportsRaid00="true"
supportsRaid10="true" supportsRaid50="true"
supportsRaid60="true"supportsRaid1e="false"
supportsRaid1erlq0="true" supportsRaid1e0rlq0="true" supportsRaidsrl03="true"
dateOfManufacture="N/A" revision="N/A" prebootCliVersion="01.07-05:#%0000"
webBiosVersion="5.08-0007" nvdataVersion="3.1411.00-0011"
bootBlockVersion="3.06.00.00-0001" bootVersion="N/A"
nvramPresent="true" serialDebuggerPresent="true" flashPresent="true"
sasAddress0="500e004aaaaabb7f" sasAddress1="500e004aaaaaaa7f"
sasAddress2="0000000000000000" sasAddress3="0000000000000000"
sasAddress4="0000000000000000" sasAddress5="0000000000000000"
sasAddress6="0000000000000000" sasAddress7="0000000000000000"
serial="" firmwarePackageBuild="24.7.0-0030" ttyLogStatus="Not Downloaded"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>
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ストレージ RAID バッテリのプロパティの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" dn='sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/raid-battery'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4" response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/raid-battery">
<outConfig>
<storageRaidBattery dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/raid-battery"
batteryType="TMM-C SuperCap" health="Good" batteryStatus="Optimal"
batteryPresent="true" chargingState="N/A" retentionTime="N/A"
temperature="36 degrees C" temperatureHigh="false"
designVoltage="9.500 V" voltage="9.464 V" current="0.000 A" learnMode="Auto"
completedChargeCycles="N/A" learnCycleStatus="Successful" learnCycleRequested="false"
nextLearnCycle="2015-02-09 09:02" designCapacity="288 Joules" fullCapacity="N/A"
remainingCapacity="N/A" relativeStateOfCharge="N/A" absoluteStateOfCharge="N/A"
expectedMarginOfError="N/A" manufacturer="LSI" dateOfManufacture="2013-08-15"
serialNumber="6582" firmwareVersion="26535-02" adminAction="no-op"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ストレージ仮想ドライブのプロパティの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4"
classId="storageVirtualDrive" inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="storageVirtualDrive">
<outConfigs>
<storageVirtualDrive id="0" name="junk_vd" raidLevel="RAID 5" size="399999 MB"
vdStatus="Optimal" health="Good" bootDrive="true"
stripSize="64 KB" drivesPerSpan="4"
spanDepth="1" accessPolicy="Read-Write" cachePolicy="Direct"
readAheadPolicy="None"
requestedWriteCachePolicy="Write Through" currentWriteCachePolicy="Write Through"
diskCachePolicy="Unchanged" allowBackgroundInit="true" autoSnapshot="false"
autoDeleteOldest="true" driveState="Optimal" adminAction="no-op" targetId="0"
physicalDrivesList="Physical drives to be used for virtual drive reconstruction.
pd_id1,pd_id2,...pd_idN"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-0"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したストレージ仮想ドライブのプロパティの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" dn='sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-0'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4" response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-0">
<outConfig>
<storageVirtualDrive id="0" name="junk_vd" raidLevel="RAID 5"
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size="399999 MB" vdStatus="Optimal" health="Good" bootDrive="true"
stripSize="64 KB" drivesPerSpan="4" spanDepth="1" accessPolicy="Read-Write"
cachePolicy="Direct" readAheadPolicy="None" requestedWriteCachePolicy="Write Through"
currentWriteCachePolicy="Write Through" diskCachePolicy="Unchanged"
allowBackgroundInit="true" autoSnapshot="false" autoDeleteOldest="true"
driveState="Optimal" adminAction="no-op" targetId="0"
physicalDrivesList="Physical drives to be used for virtual drive reconstruction.
...pd_id1,pd_id2,...pd_idN"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-0"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

DN を使用したストレージ コントローラ設定の取得
要求：
<configResolveDn
cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4"inHierarchical="false"
dn='sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/controller-settings'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422614651/60391de0-dc0d-1ddc-8005-91fabb1b0ff4" response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/controller-settings">
<outConfig>
<storageControllerSettings
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/controller-settings"
pciSlot="SLOT-MEZZ" predictiveFailPollInterval="300
sec" rebuildRate="30 %" patrolReadRate="30 %"
consistencyCheckRate="30 %" reconstructionRate="30 %"
cacheFlushInterval="4 sec" spinupDriveCount="4" spinupDelay="6 sec"
physDriveCoercionMode="1 GB" clusterEnable="false" batteryWarning="true"
eccBucketLeakRate="1440 min" exposeEnclosureDevices="true" maintainPdFailHistory="false"
enableCopybackOnSmart="true" enableCopybackToSsdOnSmartError="true"
ncqStatus="enabled" enableJbod="false" spinDownUnconfigured="true"
enableSsdPatrolRead="false"
autoEnhancedImport="true"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ストレージ ローカル ディスクのプロパティの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1422618600/f24b2a39-dd0d-1ddd-8006-91fabb1b0ff4"
classId="storageLocalDisk" inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1422618600/f24b2a39-dd0d-1ddd-8006-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="storageLocalDisk">
<outConfigs>
<storageLocalDisk id="1" pdStatus="Online" health="Good" predictiveFailureCount="0"
linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS" mediaType="HDD" coercedSize="3814697
MB" vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3" driveFirmware="VR07"
driveSerialNumber="WMC1F1927484" driveState="online" online="true"
dedicatedHotSpareForVDId="" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-1">
<storageLocalDiskProps rn="general-props" physicalDrive="1"
pdStatus="Online" health="Good" enclosureDeviceId="103"
deviceId="43" sequenceNumber="2"
mediaErrorCount="0" otherErrorCount="0" predictiveFailureCount="0"
linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS" mediaType="HDD"
blockSize="512" blockCount="7814037168"
bootDrive="false" rawSize="3815447 MB"
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nonCoercedSize="3814935 MB"
coercedSize="3814697 MB" powerState="active" sasAddress0="50000c0f01e85d26"
sasAddress1="50000c0f01e85d27"/>
<storageOperation rn="storage-operation" lropInProgress="false"
currentLrop="No operation in progress" progressPercent="0" elapsedSeconds="0"/>
</storageLocalDisk>
...
<storageLocalDisk id="60" pdStatus="Unconfigured Good"
health="Good" predictiveFailureCount="0" linkSpeed="6.0 Gb/s"
interfaceType="SAS" mediaType="HDD" coercedSize="3814697 MB" vendor="WD"
productId="WD4001FYYG-01SL3" driveFirmware="VR07"
driveSerialNumber="WMC1F1926558" driveState="unconfigured good" online="true"
dedicatedHotSpareForVDId="" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-60">
<storageLocalDiskProps rn="general-props" physicalDrive="60" pdStatus="Unconfigured Good"
health="Good" enclosureDeviceId="103" deviceId="102" sequenceNumber="1"
mediaErrorCount="0" otherErrorCount="0" predictiveFailureCount="0"
linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS" mediaType="HDD" blockSize="512"
blockCount="7814037168" bootDrive="false" rawSize="3815447 MB"
nonCoercedSize="3814935 MB" coercedSize="3814697 MB" powerState="active"
sasAddress0="50000c0f012eb1f6" sasAddress1="50000c0f012eb1f7"/>
<storageOperation rn="storage-operation" lropInProgress="false"
currentLrop="No operation in progress" progressPercent="0" elapsedSeconds="0"/>
</storageLocalDisk>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したストレージ ローカル ディスクのプロパティの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1422619590/3ebc17b5-dd0d-1ddd-8007-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="true"
dn='sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-25'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422619590/3ebc17b5-dd0d-1ddd-8007-91fabb1b0ff4" response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-25">
<outConfig>
<storageLocalDisk id="25" pdStatus="Unconfigured Good" health="Good"
predictiveFailureCount="0" linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS" mediaType="HDD"
coercedSize="3814697 MB" vendor="TOSHIBA" productId="MG03SCA400"
driveFirmware="5702" driveSerialNumber="14O0A0C8FVU4" driveState="unconfigured good"
online="true"
dedicatedHotSpareForVDId="" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-25">
<storageLocalDiskProps rn="general-props" physicalDrive="25"
pdStatus="Unconfigured Good" health="Good" enclosureDeviceId="103" deviceId="67"
sequenceNumber="1"
mediaErrorCount="0" otherErrorCount="0" predictiveFailureCount="0"
linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS" mediaType="HDD" blockSize="512"
blockCount="7814037168"
bootDrive="false" rawSize="3815447 MB" nonCoercedSize="3814935 MB"
coercedSize="3814697 MB" powerState="active" sasAddress0="5000039548e07caa"
sasAddress1="5000039548e07cab"/>
<storageOperation rn="storage-operation" lropInProgress="false"
currentLrop="No operation in progress" progressPercent="0" elapsedSeconds="0"/>
</storageLocalDisk>
</outConfig>
</configResolveDn>
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未使用のローカル ディスクの詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1422693427/17670951-ef0d-1def-8002-91fabb1b0ff4"
classId="storageUnusedLocalDisk" inHierarchical="false"> </configResolveClass>

応答：
<configResolveClass cookie="1422693427/17670951-ef0d-1def-8002-91fabb1b0ff4" response="yes"
classId="storageUnusedLocalDisk">
<outConfigs>
<storageUnusedLocalDisk id="5" pdStatus="Unconfigured Good" coercedSize="381
4697 MB" health="Good" mediaType="HDD" vendor="WD"
dn="sys/chassis-1/server-1/bord/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-create/pd-5"/>
<storageUnusedLocalDisk
id="6" pdStatus="Unconfigured Good" coercedSize="3814697 MB"
health="Good" mediaType="HDD" vendor="WD"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-create/pd-6"/>
…
<storageUnusedLocalDisk id="59" pdStatus="Unconfigured Good" coercedSize="3814697 MB"
health="Good" mediaType="HDD" vendor="WD"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-create/pd-59"/>
<storageUnusedLocalDisk id="60" pdStatus="Unconfigured Good"
coercedSize="3814697 MB" health="Good" mediaType="HDD" vendor="WD"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-create/pd-60"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

ドライブ グループ スペースを持つストレージ仮想ドライブの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1422693427/17670951-ef0d-1def-8002-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false"classId="storageVirtualDriveWithDriveGroupSpace">
</configResolveClass>

応答：
<configResolveClass cookie="1422693427/17670951-ef0d-1def-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="storageVirtualDriveWithDriveGroupSpace">
<outConfigs>
<storageVirtualDriveWithDriveGroupSpace id="0" name="junk_vd" raidLevel="5"
usedPhysicalDriveIds="1,2,3,4" maxAvailableSpace="11044089 MB"
vdStatus="Optimal" health="Good"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-carve/vd-0"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

ストレージのファームウェア ブートローダのバージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1422620517/18f4158f-de0d-1dde-8008-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false"
dn='sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-boot-loader'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422620517/18f4158f-de0d-1dde-8008-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-boot-loader">
<outConfig>
<firmwareRunning dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-boot-loader"
description="LSI Storage controller currently running boot loader firmware version"
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deployment="boot-loader" type="storage-controller"
version="6.22.03.0_4.16.08.00_0x060B0200"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ストレージのファームウェア実行バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1422621263/953322c7-de0d-1dde-8009-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false"dn='sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-system'
/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422621263/953322c7-de0d-1dde-8009-91fabb1b0ff4" response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-system">
<outConfig>
<firmwareRunning dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-system"
description="LSI Storage controller currently running firmware version"
deployment="system"
type="storage-controller" version="4.270.00-3995"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ストレージのファームウェア ブート定義の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1422621263/953322c7-de0d-1dde-8009-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="true"dn='sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-boot-def'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1422621263/953322c7-de0d-1dde-8009-91fabb1b0ff4" response="yes"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-boot-def">
<outConfig>
<firmwareBootDefinition
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/fw-boot-def"
type="storage-controller"> <firmwareBootUnit rn="bootunit-combined"
description="LSI Storage controller startup BIOS firmware version"
adminState="triggered" image="running" resetOnActivate="no"
type="combined" version="6.22.03.0_4.16.08.00_0x060B0200"/>
</firmwareBootDefinition>
</outConfig>
</configResolveDn>

未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成
要求：
<configConfMo cookie="cookiecutter"
inHierarchical="false"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-create">

応答：
<configConfMo cookie="1422704637/95968593-f10d-1df1-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-create"
<outConfig>
<storageVirtualDriveCreatorUsingUnusedPhysicalDrive
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/virtual-drive-create"
description="Create a new virtual drive from unused physical drive(s) available in the
rack server.
Children objects of this object, lists all currently available unused physical drives."
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minRequiredPhysicalDrives="RAID 0 at least 1 physical drive, RAID 1 at least 2
physical drives, RAID 5 at least 3 physical drives, RAID 6 at least 3 physical drives,
RAID 10 at least 4 physical drives, RAID 50 or RAID 60 at least 6 physical drives"
virtualDriveName="" raidLevel="" size=""
driveGroup="[span1_pd_id1,span1_pd_id2,span1_pd_id3...,span1_pd_idN]
[span2_pd_id1,span2_pd_id2,span2_pd_id3...,span2_pd_idN]..."
writePolicy="" createdVirtualDriveDn="" operStatus=""
adminState="triggered" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

仮想ドライブの削除
要求：
<configConfMo cookie="1422880823/ae111d8a-1a0e-1e1a-8002-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-0">

応答：
<configConfMo cookie="1422880823/ae111d8a-1a0e-1e1a-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-0"
<outConfig>
</outConfig>
</configConfMo>

仮想ドライブの変更
要求：
<configConfMo cookie="1424262372/b1fdd9a1-5c0f-1f5c-8002-91fabb1b0ff4"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3">
<inConfig>
<storageVirtualDrive dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3"
id="3" adminAction="set-boot-drive"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3"
cookie="1424262372/b1fdd9a1-5c0f-1f5c-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<storageVirtualDrive id="3" name="jchambers_vd" raidLevel="RAID 5" size="6000 MB"
vdStatus="Optimal" health="Good" bootDrive="true" stripSize="64 KB" drivesPerSpan="4"
spanDepth="1" accessPolicy="Read-Write" cachePolicy="Direct" readAheadPolicy="None"
requestedWriteCachePolicy="Always Write Back" currentWriteCachePolicy="Write Back"
diskCachePolicy="Unchanged" allowBackgroundInit="true" autoSnapshot="false"
autoDeleteOldest="true" driveState="Optimal" adminAction="no-op" targetId="3"
physicalDrivesList="Physical drives to be used for virtual drive reconstruction.
pd_id1,pd_id2,...pd_idN" dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3"
status="modified" ></storageVirtualDrive>
</outConfig>
</configConfMo>

ストレージ アダプタの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してストレージ アダプタを管理する例を記載します。各例
は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
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• 仮想ドライブ書き込みポリシーの変更, （83 ページ）
• グローバル ホット スペアの作成, （83 ページ）
• ホット スペアからの物理ディスクの取り外し, （84 ページ）
• 専用ホット スペアの作成, （84 ページ）
• ホット スペア プールからのドライブの削除, （85 ページ）
• JBOD のイネーブル化, （85 ページ）
• JBOD のディセーブル化, （85 ページ）
仮想ドライブ書き込みポリシーの変更
要求：
<configConfMo cookie='1424263006/67c0160e-5d0f-1f5d-8003-91fabb1b0ff4'
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3">
<inConfig>
<storageVirtualDrive dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3"
id="3" requestedWriteCachePolicy="Write Through"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo cookie="1424263006/67c0160e-5d0f-1f5d-8003-91fabb1b0ff4" response="yes">
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3"
<outConfig>
<storageVirtualDrive id="3" name="jchambers_vd" raidLevel="RAID 5" size="6000 MB"
vdStatus="Optimal" health="Good" bootDrive="true" stripSize="64 KB"
drivesPerSpan="4" spanDepth="1" accessPolicy="Read-Write" cachePolicy="Direct"
readAheadPolicy="None" requestedWriteCachePolicy=" Write Through"
currentWriteCachePolicy="Write Through" diskCachePolicy="Unchanged"
allowBackgroundInit="true" autoSnapshot="false" autoDeleteOldest="true"
driveState="Optimal" adminAction="no-op" targetId="3"
physicalDrivesList="Physical drives to be used for virtual drive reconstruction.
pd_id1,pd_id2,...pd_idN"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/vd-3" status="modified">
</storageVirtualDrive>
</outConfig>
</configConfMo>

グローバル ホット スペアの作成
要求：
<configConfMo cookie=''1424263731/c78680e7-5c0f-1f5c-8004-91fabb1b0ff4"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6">
<inConfig>
<storageLocalDisk dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
id="6" adminAction="make-global-hot-spare"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
cookie="1424263731/c78680e7-5c0f-1f5c-8004-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<storageLocalDisk id="6" pdStatus="Global Hot Spare" health="Good"
predictiveFailureCount="0" linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS"
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mediaType="HDD" coercedSize="3814697 MB" vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3"
driveFirmware="VR07" driveSerialNumber="WMC1F1928912" driveState="hot spare"
online="false" dedicatedHotSpareForVDId="" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
status="modified">
</storageLocalDisk>
</outConfig>
</configConfMo>

ホット スペアからの物理ディスクの取り外し
要求：
<configConfMocookie='1424264173/880690ac-5c0f-1f5c-8005-91fabb1b0ff4'
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6">
<inConfig>
<storageLocalDisk
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6" id="6"
adminAction="remove-hot-spare"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo cookie="1424264173/880690ac-5c0f-1f5c-8005-91fabb1b0ff4" response="yes">
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
<outConfig>
<storageLocalDisk id="6" pdStatus="Unconfigured Good" health="Good"
predictiveFailureCount="0" linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS"
mediaType="HDD" coercedSize="3814697 MB" vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3"
driveFirmware="VR07" driveSerialNumber="WMC1F1928912" driveState="unconfigured good"
online="true" dedicatedHotSpareForVDId="" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
status="modified">
</storageLocalDisk>
</outConfig>
</configConfMo>

専用ホット スペアの作成
要求：
<configConfMo cookie='1424264173/880690ac-5c0f-1f5c-8005-91fabb1b0ff4'
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6">
<inConfig>

応答：
<configConfMo cookie="1424264173/880690ac-5c0f-1f5c-8005-91fabb1b0ff4" response="yes">
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
<outConfig>
<storageLocalDisk id="6" pdStatus="Dedicated Hot Spare" health="Good"
predictiveFailureCount="0" linkSpeed="6.0 Gb/s" interfaceType="SAS"
mediaType="HDD" coercedSize="3814697 MB" vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3"
driveFirmware="VR07" driveSerialNumber="WMC1F1928912" driveState="hot spare"
online="false" dedicatedHotSpareForVDId="" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
status="modified" >
</storageLocalDisk>
</outConfig>
</configConfMo>
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ホット スペア プールからのドライブの削除
要求：
<configConfMo cookie='1424264173/880690ac-5c0f-1f5c-8005-91fabb1b0ff4'
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6">
<inConfig>
<storageLocalDisk dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
adminAction="prepare-for-removal"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo cookie="1424264173/880690ac-5c0f-1f5c-8005-91fabb1b0ff4" response="yes">
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
<outConfig>
<storageLocalDisk id="6" pdStatus="Ready to Remove" health="Moderate Fault"
predictiveFailureCount="0"predictiveFailureCount="0" linkSpeed="6.0 Gb/s"
interfaceType="SAS" mediaType="HDD"
coercedSize="3814697 MB" vendor="WD" productId="WD4001FYYG-01SL3" driveFirmware="VR07"
driveSerialNumber="WMC1F1928912" driveState="unconfigured good" online="true"
dedicatedHotSpareForVDId="" adminAction="no-op"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ/pd-6"
status="modified">
</storageLocalDisk>
</outConfig>
</configConfMo>

JBOD のイネーブル化
要求：
<configConfMo cookie='cookiecutter'
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ">
<inConfig>
<storageController dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ"
adminAction="enable-jbod"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo cookie="1424337949/70faa56b-6e0f-1f6e-8004-91fabb1b0ff4"
response="yes" errorCode="2003"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ"
invocationResult="unidentified-fail" errorDescr="Operation failed.
Changing JBOD mode is not allowed on controller">
</configConfMo>

JBOD のディセーブル化
要求：
<configConfMo cookie='1424337112/0c6e0e69-6d0f-1f6d-8003-91fabb1b0ff4'
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ">
<inConfig>
<storageController
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ" adminAction="disable-jbod"/>
</inConfig>
</configConfMo

応答：
<configConfMo cookie="1424337112/0c6e0e69-6d0f-1f6d-8003-91fabb1b0ff4"
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response="yes" errorCode="2003"
dn="sys/chassis-1/server-1/board/storage-SAS-SLOT-MEZZ"
invocationResult="unidentified-fail" errorDescr="Operation failed.
Changing JBOD mode is not allowed on controller">
</configConfMo>
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この章は、次の項で構成されています。
• コミュニケーション サービスの設定, 87 ページ

コミュニケーション サービスの設定
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してコミュニケーション サービスを取得および設定する例
を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• サーバ コミュニケーション サービスの詳細の取得, （88 ページ）
• DN を使用したサーバ コミュニケーション サービスの詳細の取得, （88 ページ）
• CMC の IPMI over LAN の詳細の取得, （88 ページ）
• DN を使用した CMC の IPMI over LAN の詳細の取得, （89 ページ）
• CMC の IPMI over LAN の設定, （89 ページ）
• BMC の IPMI over LAN の詳細の取得, （89 ページ）
• DN を使用した BMC の IPMI over LAN の詳細の取得, （89 ページ）
• BMC の IPMI over LAN の詳細の設定, （90 ページ）
• シャーシ コミュニケーション サービスの詳細の取得, （90 ページ）
• DN を使用した NTP の取得, （91 ページ）
• NTP サーバの設定, （91 ページ）
• SNMP の詳細の取得, （91 ページ）
• SNMP のイネーブル化およびパラメータの設定, （93 ページ）
• SNMP ユーザの設定, （93 ページ）
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• SNMP トラップの設定, （93 ページ）
サーバ コミュニケーション サービスの詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4"
classId="commSvcRack" inHierarchical="true"></configResolveClass>

応答：
<configResolveClass cookie="1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="commSvcRack">
<outConfigs>
<commSvcRack dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext">
<commKvm rn="kvm-svc" adminState="enabled" totalSessions="4" activeSessions="1"
port="2068" encryptionState="enabled" localVideoState="enabled"/>
<commVMedia rn="vmedia-svc" adminState="enabled" activeSessions="0"
encryptionState="disabled"/>
<commIpmiLan rn="ipmi-lan-svc" adminState="enabled" priv="admin"
key="0000000000000000000000000000000000000000"/>
</commSvcRack>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したサーバ コミュニケーション サービスの詳細の取得
要求：
<configResolveDn dn='sys/chassis-1/server-1/svc-ext' inHierarchical='true'>
cookie='1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4' </configResolveDn>

応答：
<configResolveDn cookie="1418471980/706e0794-180a-1a18-8007-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext">
<outConfig>
<commSvcRack dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext">
<commKvm rn="kvm-svc" adminState="enabled" totalSessions="4" activeSessions="1"
port="2068" encryptionState="enabled" localVideoState="enabled"/>
<commVMedia rn="vmedia-svc" adminState="enabled" activeSessions="0"
encryptionState="disabled"/>
<commIpmiLan rn="ipmi-lan-svc" adminState="enabled" priv="admin"
key="0000000000000000000000000000000000000000"/>
</commSvcRack>
</outConfig>
</configResolveDn>

CMC の IPMI over LAN の詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="0948771774/afdfe352-e75e-1ee7-8002-e87877e2cff4"
classId="commEpIpmiLan" inHierarchical="true"></configResolveClass>

応答：
<configResolveClass cookie="0948771774/afdfe352-e75e-1ee7-8002-e87877e2cff4"
response="yes" classId="commEpIpmiLan">
<outConfigs>
<commEpIpmiLan dn="sys/chassis-1/slot-1/cmc-ipmi-lan" adminState="enabled"
priv="admin" key="1111100000000000000000000000000000000000"/>
<commEpIpmiLan dn="sys/chassis-1/slot-2/cmc-ipmi-lan" adminState="enabled"
priv="admin" key="0000000000000000000000000000000000000000"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>
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DN を使用した CMC の IPMI over LAN の詳細の取得
要求：
<configResolveDn cookie="0948771774/afdfe352-e75e-1ee7-8002-e87877e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/slot-2/cmc-ipmi-lan">

応答：
<outConfig>
<commEpIpmiLan dn="sys/chassis-1/slot-2/cmc-ipmi-lan" adminState="enabled"
priv="admin" key="0000000000000000000000000000000000000000"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

CMC の IPMI over LAN の設定
要求：
<configConfMo cookie='0948774645/804a211e-e85e-1ee8-8002-e87877e2cff4'
dn='sys/chassis-1/slot-2/cmc-ipmi-lan'>
<inConfig>
<commEpIpmiLan adminState='enabled'
key="1111100000000000000000000000000000022222"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/slot-2/cmc-ipmi-lan"
cookie="0948774645/804a211e-e85e-1ee8-8002-e87877e2cff4" response="yes">
<outConfig>
<commEpIpmiLan dn="sys/chassis-1/slot-2/cmc-ipmi-lan" adminState="enabled"
priv="admin" key="1111100000000000000000000000000000022222"
status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

BMC の IPMI over LAN の詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="0948774645/804a211e-e85e-1ee8-8002-e87877e2cff4"
classId="commIpmiLan" inHierarchical="true"></configResolveClass>

応答：
<configResolveClass cookie="0948774645/804a211e-e85e-1ee8-8002-e87877e2cff4"
response="yes" classId="commIpmiLan">
<outConfigs>
<commIpmiLan dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/ipmi-lan-svc"
adminState="disabled"
priv="admin" key="0000000000000000000000000000000000000000"/>
</outConfigs>

DN を使用した BMC の IPMI over LAN の詳細の取得
要求：
<configResolveDn cookie="0948775445/40885b7d-e85e-1ee8-8004-e87877e2cff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/svc-ext/ipmi-lan-svc' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="0948775445/40885b7d-e85e-1ee8-8004-e87877e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/ipmi-lan-svc">
<outConfig>
<commIpmiLan dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/ipmi-lan-svc"
adminState="disabled" priv="admin" key="0000000000000000000000000000000000000000"/>
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</outConfig>
</configResolveDn>

BMC の IPMI over LAN の詳細の設定
要求：
<configConfMo cookie='0948775445/40885b7d-e85e-1ee8-8004-e87877e2cff4'
dn='sys/chassis-1/server-1/svc-ext/ipmi-lan-svc'>
<inConfig>
<commIpmiLan adminState='enabled' key="3333300000000000000000000000000000044444"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/ipmi-lan-svc"
cookie="0948775445/40885b7d-e85e-1ee8-8004-e87877e2cff4" response="yes">
<outConfig>
<commIpmiLan dn="sys/chassis-1/server-1/svc-ext/ipmi-lan-svc"
adminState="enabled" priv="admin"
key="3333300000000000000000000000000000044444" status="modified"/>
</outConfig>

シャーシ コミュニケーション サービスの詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256517526/630efb57-cc76-16cc-8009-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="commSvcEp">

応答：
<outConfigs>
<commSvcEp dn="sys/svc-ext">
<commHttp rn="http-svc" adminState="enabled" descr="HTTP Service" name="http"
port="80" redirectState="enabled" sessionTimeout="1800" maximumSessions="4"
activeSessions="0" proto="tcp"/>
<commHttps rn="https-svc" adminState="enabled" descr="Secure HTTP Service"
name="https" port="443" sessionTimeout="1800" maximumSessions="4" activeSession
="0" proto="tcp"/>
<commSsh rn="ssh-svc" adminState="enabled" descr="Secure Shell Server" name="ssh"
port="22" sessionTimeout="1800" maximumSessions="4" activeSessions="1"
proto="tcp"/>
<commSnmp rn="snmp-svc" descr="SNMP Service" name="snmp" adminState="enabled"
port="161" proto="udp" community="public" trapCommunity="" com2Sec="full"
sysContact="who@where" sysLocation="unknown">
<commSnmpTrap id="1" adminState="disabled" version="v3" notificationType="traps"
port="162" hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-1"/>
<commSnmpTrap id="2" adminState="disabled" version="v3" notificationType="traps"
port="162" hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-2"/>
.
.
<commSnmpUser id="1" name="" securityLevel="" auth="" authPwd="" privacy=""
privacyPwd="" rn="snmpv3-user-1"/>
<commSnmpUser id="2" name="" securityLevel="" auth="" authPwd="" privacy=""
privacyPwd="" rn="snmpv3-user-2"/>
.
.
<commSyslog rn="syslog" adminState="enabled" descr="Syslog Service" name="syslog"
port="514" proto="tcp" localSeverity="debug" remoteSeverity="warning">
commSyslogClient adminState="disabled" hostname="0.0.0.0" name="primary" port="514"
rn="client-primary"/>
<commSyslogClient adminState="disabled" hostname="0.0.0.0" name="secondary" port="514"
rn="client-secondary"/>
</commSyslog>
<commNtpProvider rn="ntp-svc" description="Network Time Protocol" ntpEnable="no"
ntpServer1=" " ntpServer2=" " ntpServer3=" " ntpServer4=" "/>
</commSvcEp>
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</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用した NTP の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256518508/a00063d2-cc76-16cc-800a-aaec921b0ff4"
dn='sys/svc-ext/ssh-svc' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256518508/a00063d2-cc76-16cc-800a-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/svc-ext/ssh-svc">
<outConfig>
<commSsh dn="sys/svc-ext/ssh-svc" adminState="enabled" descr="Secure Shell Server"
name="ssh" port="22" sessionTimeout="1800" maximumSessions="4"
activeSessions="1" proto="tcp"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

NTP サーバの設定
要求：
<configConfMo cookie="1256520649/5b73df6a-cd76-16cd-800b-aaec921b0ff4"
dn="sys/svc-ext/ntp-svc">
<inConfig>
<commNtpProvider dn="sys/svc-ext/ntp-svc" ntpEnable="no" ntpServer1="10.104.255.217"
ntpServer2="ntpserver2.cisco.com" ntpServer3="ntp.globalcomp.net"
ntpServer4="ntpserver4.cisco.com"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/svc-ext/ntp-svc"
cookie="1256520649/5b73df6a-cd76-16cd-800b-aaec921b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<commNtpProvider dn="sys/svc-ext/ntp-svc" description="Network Time Protocol"
ntpEnable="no" ntpServer1="10.104.255.217" ntpServer2="ntpserver2.cisco.com"
ntpServer3="ntp.globalcomp.net" ntpServer4="ntpserver4.cisco.com" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

SNMP の詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1256522119/b7fff8fc-cc76-16cc-800c-aaec921b0ff4" inH
ierarchical="true" classId="aaaLdap"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1256522119/b7fff8fc-cc76-16cc-800c-aaec921b0ff4"
response="yes" classId="aaaLdap">
<outConfigs>
<aaaLdap dn="sys/ldap-ext" adminState="disabled" basedn="" domain=""
filter="sAMAccountName" attribute="CiscoAvPair" timeout="60" encryption="enabled"
locateDirectoryUsingDNS="no" dnsDomainSource="extracted-domain" dnsSearchDomain=""
dnsSearchForest="" ldapServer1="" ldapServerPort1="389" ldapServer2=""
ldapServerPort2="389" ldapServer3="" ldapServerPort3="389" ldapServer4=""
ldapServerPort4="3268" ldapServer5="" ldapServerPort5="3268" ldapServer6=""
ldapServerPort6="3268" bindMethod="login-credentials" bindDn="" password=""
groupAuth="disabled" groupAttribute="memberOf">
.
.
rn="rolegroup-27"/> <aaaLdapRoleGroup id="28" name="" domain="" role=""
adminAction="no-op"
rn="rolegroup-28"/>
</aaaLdap>
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</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用した SNMP の詳細の取得
要求：
<configResolveDn cookie="1256523667/8f16501a-ce76-16ce-8012-aaec921b0ff4"
inHierarchical="true" dn='sys/svc-ext/snmp-svc'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1256523667/8f16501a-ce76-16ce-8012-aaec921b0ff4"
response="yes" dn="sys/svc-ext/snmp-svc">
<outConfig>
<commSnmp dn="sys/svc-ext/snmp-svc" descr="SNMP Service" name="snmp"
adminState="enabled" port="161" proto="udp"
community="public" trapCommunity=""
com2Sec="full" sysContact="who@where" sysLocation="unknown">
<commSnmpTrap id="1" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162" hostname="0.0.0.0"
user="unknown" rn="snmp-trap-1"/>
<commSnmpTrap id="2" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162" hostname="0.0.0.0"
user="unknown" rn="snmp-trap-2"/>
<commSnmpTrap id="3" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162" hostname="0.0.0.0"
user="unknown" rn="snmp-trap-3"/>
<commSnmpTrap id="4" adminState="disabled"
version="v3" notificationType="traps"
port="162" hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-4"/>
<commSnmpTrap id="5" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162"
hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-5"/>
<commSnmpTrap id="6" adminState="disabled"
version="v3" notificationType="traps" port="162"
hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-6"/>
<commSnmpTrap id="7" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162" hostname="0.0.0.0"
user="unknown" rn="snmp-trap-7"/>
<commSnmpTrap id="8" adminState="disabled"
version="v3" notificationType="traps"
port="162" hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-8"/>
<commSnmpTrap id="9" adminState="disabled"
version="v3" notificationType="traps" port="162"
hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-9"/>
<commSnmpTrap id="10" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162" hostname="0.0.0.0"
user="unknown" rn="snmp-trap-10"/>
<commSnmpTrap id="11" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162" hostname="0.0.0.0"
user="unknown" rn="snmp-trap-11"/>
<commSnmpTrap id="12" adminState="disabled" version="v3"
notificationType="traps" port="162" hostname="0.0.0.0"
user="unknown" rn="snmp-trap-12"/>
<commSnmpTrap id="13" adminState="disabled"
version="v3" notificationType="traps" port="162"
hostname="0.0.0.0" user="unknown" rn="snmp-trap-13"/>
...
...
...
</commSnmp>
</outConfig>
</configResolveDn>
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SNMP のイネーブル化およびパラメータの設定
要求：
<configConfMo cookie="0961471706/5f867d7e-746a-1a74-8004-77812a02b884"
inHierarchical="false" dn="sys/svc-ext/snmp-svc">
<inConfig>
<commSnmp dn="sys/svc-ext/snmp-svc" adminState="enabled" community="Top$ecrt"
trapCommunity="Dar$Good" com2Sec="full" sysContact="snmpadmin@cisco" sysLocation="San
Jose"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/svc-ext/snmp-svc"
cookie="0961471706/5f867d7e-746a-1a74-8004-77812a02b884" response="yes">
<outConfig>
<commSnmp dn="sys/svc-ext/snmp-svc" descr="SNMP Service" name="snmp"
adminState="enabled" port="161" proto="udp" community="Top$ecrt"
trapCommunity="Dar$Good" com2Sec="full" sysContact="snmpadmin@cisco"
sysLocation="San Jose" engineId="80 00 1F 88 80 64 DA CE 16 39 4E E5 0F"
status="modified" >
</commSnmp>
</outConfig>
</configConfMo>

SNMP ユーザの設定
要求：
<configConfMo cookie="0961472433/0c3bd92d-756a-1a75-8005-77812a02b884"
inHierarchical="false" dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-1">
<inConfig>
<commSnmpUser dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-1" id="1" name="admin"
auth="MD5" authPwd="cisco123" privacy="DES" securityLevel="authpriv"
privacyPwd="ciscoucs"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-1"
cookie="0961472433/0c3bd92d-756a-1a75-8005-77812a02b884" response="yes">
<outConfig>
<commSnmpUser id="1" name="admin" securityLevel="authpriv" auth="MD5"
authPwd="" privacy="DES" privacyPwd="" adminAction="no-op"
dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-1" status="modified" >
</commSnmpUser>
</outConfig>
</configConfMo>

SNMP トラップの設定
要求：
<configConfMo cookie="0961472980/a220c9eb-746a-1a74-8006-77812a02b884"
inHierarchical="false" dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmp-trap-1">
<inConfig>
<commSnmpTrap dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmp-trap-1" id="1" adminState="enabled"
hostname="10.106.146.33" notificationType="traps" version="v2c"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmp-trap-1"
cookie="0961472980/a220c9eb-746a-1a74-8006-77812a02b884" response="yes">
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<outConfig>
<commSnmpTrap id="1" adminState="enabled" version="v2c" notificationType="traps"
port="162" hostname="10.106.146.33" user="unknown" adminAction="no-op"
dn="sys/svc-ext/snmp-svc/snmp-trap-1" status="modified" >
</commSnmpTrap>
</outConfig>
</configConfMo>
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ファームウェアの管理
この章は、次の項で構成されています。
• BIOS ファームウェアの管理, 95 ページ
• BMC ファームウェアの管理, 98 ページ
• CMC ファームウェアの管理, 99 ページ
• SAS エクスパンダ ファームウェアの管理, 100 ページ
• ネットワーク アダプタ ファームウェアの管理, 104 ページ

BIOS ファームウェアの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して BIOS ファームウェアを取得および更新する例を記載
します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• BIOS の実行中ファームウェア バージョンの取得, （95 ページ）
• BIOS のバックアップ ファームウェア バージョンの取得, （96 ページ）
• BIOS の起動ファームウェア バージョンの取得, （96 ページ）
• TFTP を使用した BIOS ファームウェアのアップグレード, （96 ページ）
• アップグレードの進行状況の確認, （97 ページ）
• インストールされている BIOS ファームウェアのアクティブ化, （97 ページ）
BIOS の実行中ファームウェア バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1418810141/bed473ba-660a-1a66-800e-91fabb1b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-loader' inHierarchical="false"/>
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応答：
<configResolveDn cookie="1418810141/bed473ba-660a-1a66-800e-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-loader">
<outConfig>
<firmwareRunning dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-loader"
description="BIOS currently running firmware version"
deployment="boot-loader" type="blade-bios" version="C3260M4.2.0.6.17.081720142325"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

BIOS のバックアップ ファームウェア バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1418810141/bed473ba-660a-1a66-800e-91fabb1b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1418810141/bed473ba-660a-1a66-800e-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable"
description="BIOS firmware version" adminState="triggered"
deployment="primary" operState="success"
version="C3260M4.2.0.6.17.081720142325" protocol="none"
remoteServer="" remotePath="" user="" pwd="" progress="Done,
OK " type="blade-bios"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

BIOS の起動ファームウェア バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1418810756/8f046609-670a-1a67-800f-91fabb1b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-def' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1418810756/8f046609-670a-1a67-800f-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-def">
<outConfig>
<firmwareBootDefinition dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-def"
type="blade-bios">
<firmwareBootUnit rn="bootunit-combined" description="BIOS startup
firmware version" adminState="triggered" image="running"
resetOnActivate="no" type="combined" version="C3260M4.2.0.6.17.081720142325"/>
</firmwareBootDefinition>
</outConfig>
</configResolveDn>

TFTP を使用した BIOS ファームウェアのアップグレード
次に、TFTP プロトコルを使用して BIOS ファームウェアをアップグレードする例を示します。次
のプロトコルを使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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要求：
<configConfMo cookie='1418813107/6f2f499a-670a-1a67-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable'>
<inConfig>
<firmwareUpdatable dn='sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable'
adminState='trigger' protocol='tftp' type='blade-bios'
remoteServer='10.106.27.149' remotePath='sriparim/C3260M4-BIOS-2-0-5-1.cap'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable"
cookie="1418813107/6f2f499a-670a-1a67-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable"
description="BIOS firmware version" adminState="triggered"
deployment="primary" operState="failed" version="C3260M4.2.0.1.17.081720142325"
protocol="none" remoteServer="" remotePath="" user="" pwd=""
progress=" Update In Progress " type="blade-bios" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

アップグレードの進行状況の確認
要求：
<configResolveDn cookie="1418813107/6f2f499a-670a-1a67-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable">

応答：
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-updatable"
description="BIOS firmware version" adminState="triggered"
deployment="primary" operState="success"
version="C3160M3.2.0.1.17.081720142325" protocol="none"
remoteServer="" remotePath="" user="" pwd=""
progress="Done, OK " type="blade-bios"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

インストールされている BIOS ファームウェアのアクティブ化

重要

BIOS をアクティブ化する際は、ホストの電源がオフになっている必要があります。
要求：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-def/bootunit-combined"
cookie="1418814643/d6338300-680a-1a68-8003-91fabb1b0ff4" response="yes">
<inConfig>
<firmwareBootUnit dn='sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-def/bootunit-combined'
adminState='trigger' image='backup' resetOnActivate='yes' />
</inConfig>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-def/bootunit-combined"
cookie="1418814643/d6338300-680a-1a68-8003-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<firmwareBootUnit dn="sys/chassis-1/server-1/bios/fw-boot-def/bootunit-combined"
description="BIOS startup firmware version" adminState="triggered"
image="running" resetOnActivate="no" type="combined"
version="C3260M4.2.0.6.17.081720142325" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>
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BMC ファームウェアの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して BMC ファームウェアを取得および更新する例を記載
します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• BMC ファームウェアの実行中バージョンの取得, （98 ページ）
• BMC ファームウェアの更新, （98 ページ）
• ファームウェアのアクティブ化, （99 ページ）
BMC ファームウェアの実行中バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1421228528/664ed95d-9a0c-1c9a-8002-91fabb1b0ff4"
dn='sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-system' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1421228528/664ed95d-9a0c-1c9a-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-system">
<outConfig>
<firmwareRunning dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-system"
description="Cisco IMC currently running firmware version"
deployment="system" type="blade-controller" version="2.0(6.4)"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

BMC ファームウェアの更新
次に、TFTP プロトコルを使用して BMC ファームウェアをアップグレードする例を示します。次
のプロトコルを使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
要求：
<configConfMo cookie='1421233678/d85dfcf5-9a0c-1c9a-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-updatable'>
<inConfig>
<firmwareUpdatable dn='sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-updatable'
adminState='trigger' protocol='tftp' type='blade-controller'
remoteServer='10.106.27.149' remotePath='hlkABSG/upd-pkg-c3260-cimc.full.2.0.6.15.bin'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-updatable"
description="System IO Controller backup firmware version"
adminState="triggered" deployment="backup" operState="updating"
version="0.0(4.r202878)" protocol="none" remoteServer="" remotePath=""
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user="" pwd="" progress="5" type="sioc"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ファームウェアのアクティブ化
要求：
<configConfMo cookie='1421240125/e86a101e-9d0c-1c9d-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined'>
<inConfig>
<firmwareBootUnit dn='sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined'
adminState='trigger' image='backup' resetOnActivate='yes' />
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined"
cookie="1421240125/e86a101e-9d0c-1c9d-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<firmwareBootUnit dn="sys/chassis-1/server-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined"
description="Cisco IMC startup firmware version" adminState="triggered"
image="running" resetOnActivate="no" type="combined" version="2.0(6.4)"
status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

CMC ファームウェアの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して CMC ファームウェアを取得および更新する例を記載
します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• CMC ファームウェアの更新, （99 ページ）
• アップグレードの進行状況の確認, （100 ページ）
• ファームウェアのアクティブ化, （100 ページ）
CMC ファームウェアの更新
次に、TFTP プロトコルを使用して CMC ファームウェアをアップグレードする例を示します。次
のプロトコルを使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
要求：
<configConfMo cookie='1420794510/983be121-350c-1c35-8004-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-updatable'>
<inConfig>
<firmwareUpdatable dn='sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-updatable'
adminState='trigger' protocol='tftp' type='sioc' remoteServer='10.106.27.149'
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remotePath='sriparim/chassis.img'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-updatable"
description="System IO Controller backup firmware version"
adminState="triggered" deployment="backup" operState="updating"
version="0.0(4.r202878)" protocol="none" remoteServer="" remotePath=""
user="" pwd="" progress="5" type="sioc"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

アップグレードの進行状況の確認
要求：
<configResolveDn cookie="1420807158/bf2e8355-380c-1c38-8002-91fabb1b0ff4"
dn='sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-updatable' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1420807158/bf2e8355-380c-1c38-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-updatable">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-updatable"
description="System IO Controller backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" operState="ready" version="0.0(4.r205775)" protocol="none"
remoteServer="" remotePath="" user="" pwd="" progress="Success" type="sioc"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ファームウェアのアクティブ化
要求：
<configConfMo cookie='1420810495/57090030-390c-1c39-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined'>
<inConfig>
<firmwareBootUnit dn='sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined'
adminState='trigger' image='backup' resetOnActivate='yes' />
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined"
cookie="1420810495/57090030-390c-1c39-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<firmwareBootUnit dn="sys/chassis-1/slot-1/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined"
description="System Input Out Controller startup firmware version"
adminState="triggered" image="running" resetOnActivate="no" type="combined"
version="0.0(4.r204950)" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

SAS エクスパンダ ファームウェアの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して SAS エクスパンダ ファームウェアを取得および更新す
る例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
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• SAS エクスパンダ ファームウェアの詳細の取得, （101 ページ）
• SAS エクスパンダ ファームウェアの実行中バージョンの取得, （101 ページ）
• SAS エクスパンダ ファームウェアのバックアップ バージョンの取得, （102 ページ）
• SAS エクスパンダ起動定義ファームウェア バージョンの取得, （102 ページ）
• SAS エクスパンダ 1 の SAS エクスパンダ ファームウェアのアップグレード, （102 ページ）
• SAS エクスパンダ ファームウェアのアップグレード状況の確認, （103 ページ）
• ファームウェアのアクティブ化, （103 ページ）
SAS エクスパンダ ファームウェアの詳細の取得
要求：
<configResolveClass cookie="1428566069/191135cc-4613-1346-8003-e87877e2cff4"
inHierarchical="true" classId="storageExpander"/>

応答：
<configResolveClass cookie="1428566069/191135cc-4613-1346-8003-e87877e2cff4"
response="yes" classId="storageExpander">
<outConfigs>
<storageExpander id="1" description="Storage controller - SAS Expander"
dn="sys/chassis-1/expander-sas-1">
<firmwareRunning rn="fw-system"
description="SAS Expander currently running firmware version"
deployment="system" type="expander-sas" version="04.08.01_B052"/>
<firmwareUpdatable rn="fw-updatable" description="SAS Expander backup firmware version"
adminState="triggered" deployment="backup" operState="ready"
version="04.08.01_B052" protocol="none" remoteServer="" remotePath=""
user="" pwd="" progress="Success" type="expander-sas"/>
<firmwareBootDefinition rn="fw-boot-def" type="expander-sas">
<firmwareBootUnit rn="bootunit-combined"
description="SAS Expander startup firmware version" adminState="triggered"
image="running" resetOnActivate="no" type="combined" version="04.08.01_B052"/>
</firmwareBootDefinition>
</storageExpander>
<storageExpander id="2" description="Storage controller - SAS Expander"
dn="sys/chassis-1/expander-sas-2">
<firmwareRunning rn="fw-system"
description="SAS Expander currently running firmware
version" deployment="system" type="expander-sas" version="04.08.01_B052"/>
<firmwareUpdatable rn="fw-updatable"
description="SAS Expander backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" operState="ready" version="04.08.01_B052" protocol="none"
remoteServer="" remotePath="" user="" pwd="" progress="Success" type="expander-sas"/>
<firmwareBootDefinition rn="fw-boot-def" type="expander-sas">
<firmwareBootUnit rn="bootunit-combined"
description="SAS Expander startup firmware version" adminState="triggered"
image="running" resetOnActivate="no" type="combined" version="04.08.01_B052"/>
</firmwareBootDefinition>
</storageExpander>
</outConfigs>
</configResolveClass>

SAS エクスパンダ ファームウェアの実行中バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1428566846/738bfd6c-4613-1346-8004-e87877e2cff4"
dn='sys/chassis-1/expander-sas-2/fw-system' inHierarchical="true"/>
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応答：
<configResolveDn cookie="1428566846/738bfd6c-4613-1346-8004-e87877e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/expander-sas-2/fw-system">
<outConfig>
<firmwareRunning dn="sys/chassis-1/expander-sas-2/fw-system"
description="SAS Expander currently running firmware version"
deployment="system" type="expander-sas" version="04.08.01_B052"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

SAS エクスパンダ ファームウェアのバックアップ バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1428566846/738bfd6c-4613-1346-8004-e87877e2cff4"
dn='sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1428566846/738bfd6c-4613-1346-8004-e87877e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable"
description="SAS Expander backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" operState="ready" version="04.08.01_B052" protocol="none"
remoteServer="" remotePath="" user="" pwd="" progress="Success"
type="expander-sas"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

SAS エクスパンダ起動定義ファームウェア バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1428566846/738bfd6c-4613-1346-8004-e87877e2cff4"
dn='sys/chassis-1/expander-sas-2/fw-boot-def' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1428566846/738bfd6c-4613-1346-8004-e87877e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/expander-sas-2/fw-boot-def">
<outConfig>
<firmwareBootDefinition dn="sys/chassis-1/expander-sas-2/fw-boot-def"
type="expander-sas">
<firmwareBootUnit rn="bootunit-combined" description="SAS Expander
startup firmware version" adminState="triggered" image="running"
resetOnActivate="no" type="combined" version="04.08.01_B052"/>
</firmwareBootDefinition>
</outConfig>
</configResolveDn>

SAS エクスパンダ 1 の SAS エクスパンダ ファームウェアのアップグレード
次に、TFTP プロトコルを使用して SAS エクスパンダ ファームウェアをアップグレードする例を
示します。次のプロトコルを使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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要求：
<configConfMo cookie='1428567858/e6b2ac69-4613-1346-8005-e87877e2cff4'
dn='sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable'>
<inConfig>
<firmwareUpdatable dn='sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable'
adminState='trigger' protocol='tftp' type='expander-sas'
remoteServer='10.197.125.101' remotePath='xxxxxx/fw_image-B052.bin'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable"
cookie="1428567858/e6b2ac69-4613-1346-8005-e87877e2cff4" response="yes">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable"
description="SAS Expander backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" operState="updating" version="04.08.01_B052"
protocol="none" remoteServer="" remotePath="" user="" pwd="" progress="0"
type="expander-sas" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

SAS エクスパンダ ファームウェアのアップグレード状況の確認
要求：
<configResolveDn cookie="1428566846/738bfd6c-4613-1346-8004-e87877e2cff4"
dn='sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable' inHierarchical="true"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1428567858/e6b2ac69-4613-1346-8005-e87877e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-updatable"
description="SAS Expander backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" operState="ready" version="04.08.01_B052" protocol="none"
remoteServer="" remotePath="" user="" pwd="" progress="Success"
type="expander-sas"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ファームウェアのアクティブ化
要求：
<configConfMo cookie='1418823162/649dcd2f-6a0a-1a6a-8008-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/sasexp-1/fw-boot-def/bootunit-combined'>
<inConfig>
<firmwareBootUnit dn='sys/chassis-1/sasexp-1/fw-boot-def/bootunit-combined'
adminState='trigger' image='backup' resetOnActivate='yes' />
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-boot-def/bootunit-combined"
cookie="1428568472/4e033c69-4713-1347-8006-e87877e2cff4" response="yes">
<outConfig>
<firmwareBootUnit dn="sys/chassis-1/expander-sas-1/fw-boot-def/bootunit-combined"
description="SAS Expander startup firmware version" adminState="triggered"
image="running" resetOnActivate="no" type="combined" version="04.08.01_B052"
status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>
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ネットワーク アダプタ ファームウェアの管理
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してネットワーク アダプタ ファームウェアを取得および更
新する例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• アダプタ ファームウェアの実行中バージョンの取得, （104 ページ）
• アダプタ ファームウェアのバックアップ バージョンの取得, （104 ページ）
• アダプタ ファームウェアのブート ローダ バージョンの取得, （105 ページ）
• アダプタ ファームウェアの更新, （105 ページ）
• 更新の進行状況の確認, （105 ページ）
• ファームウェアのアクティブ化, （106 ページ）
アダプタ ファームウェアの実行中バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie='1431644026/649b1615-1316-1613-8003-d27f77e2cff4'
inHierarchical='false' dn='sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-system' />

応答：
<configResolveDn cookie="1431644026/649b1615-1316-1613-8003-d27f77e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-system">
<outConfig>
<firmwareRunning dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-system"
description="Cisco VIC adapter currently running firmware version" deployment="system"
type="adaptor" version="4.0(300.22)"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

アダプタ ファームウェアのバックアップ バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie='1431644026/649b1615-1316-1613-8003-d27f77e2cff4'
inHierarchical='false' dn='sys/chassis-1/slot-2/shared-io-module/mgmt/fw-updatable' />

応答：
<configResolveDn cookie="1431644026/649b1615-1316-1613-8003-d27f77e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/slot-2/shared-io-module/mgmt/fw-updatable">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/slot-2/shared-io-module/mgmt/fw-updatable"
description="Cisco VIC adapter backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" version="4.0(300.20)" protocol="none" remoteServer=""
remotePath="" user="" pwd="" progress="Stage: No operation (0%), Status: Idle,
Error: No error" type="adaptor"/>
</outConfig>
</configResolveDn>
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アダプタ ファームウェアのブート ローダ バージョンの取得
要求：
<configResolveDn cookie='1431644026/649b1615-1316-1613-8003-d27f77e2cff4'
inHierarchical='false' dn='sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-boot-loader'/>

応答：
<configResolveDn cookie="1431644026/649b1615-1316-1613-8003-d27f77e2cff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-boot-loader">
<outConfig>
<firmwareRunning dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-boot-loader"
description="Cisco VIC adapter currently running boot loader firmware version"
deployment="boot-loader" type="adaptor" version="4.0(300.22)"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

アダプタ ファームウェアの更新
次に、SCP プロトコルを使用してアダプタ ファームウェアをアップグレードする例を示します。
次のプロトコルを使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• TFTP
• HTTP
要求：
<configConfMo cookie="0955187490/0b79d656-bd64-14bd-8002-82f92a02b884"
dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-updatable">
<inConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-updatable"
adminState="trigger" protocol="scp" user="sriparim" pwd="password"
remoteServer="10.197.125.101" remotePath="/scp/kjhadhsaim/cruz-latest.bin"
type="adaptor"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-updatable"
cookie="0955187490/0b79d656-bd64-14bd-8002-82f92a02b884" response="yes">
<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-updatable"
description="Cisco VIC adapter backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" version="4.0(300.27)" protocol="none" remoteServer="" remotePath=""
user="" pwd="" progress="Stage: Transferring (15%), Status: Update in progress,
Error: No error" type="adaptor" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

更新の進行状況の確認
要求：
<configResolveDn cookie='0955187490/0b79d656-bd64-14bd-8002-82f92a02b884'
inHierarchical='false' dn='sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-updatable' />

応答：
<configResolveDn cookie="0955187490/0b79d656-bd64-14bd-8002-82f92a02b884"
response="yes" dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-updatable">
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<outConfig>
<firmwareUpdatable dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-updatable"
description="Cisco VIC adapter backup firmware version" adminState="triggered"
deployment="backup" protocol="none" remoteServer="" remotePath="" user="" pwd=""
progress="Stage: Writing (71%), Status: Update in progress, Error: No error"
type="adaptor"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

ファームウェアのアクティブ化
要求：
<configConfMo cookie='0955187490/0b79d656-bd64-14bd-8002-82f92a02b884'
dn='sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined'>
<inConfig>
<firmwareBootUnit
dn='sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined'
adminState='trigger' image='backup' />
</inConfig>
</configConfMo>
/>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunitcombined" cookie="0955187490/0b79d656-bd64-14bd-8002-82f92a02b884" response="yes">
<outConfig>
<firmwareBootUnit
dn="sys/chassis-1/slot-1/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-combined"
description="Cisco VIC adapter startup firmware version" adminState="triggered"
image="running" resetOnActivate="no" type="combined"
version="4.0(300.42)" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>
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サーバ ユーティリティ
この章は、次の項で構成されています。
• テクニカル サポート用のログと構成のインポートおよびエクスポート, 107 ページ
• デフォルトへのリセットとリブート タスク, 110 ページ

テクニカルサポート用のログと構成のインポートおよび
エクスポート
ここでは、Cisco IMC XML API を使用してテクニカル サポート用のログと構成をインポートおよ
びエクスポートする例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示
しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• テクニカル サポート用ログの取得, （107 ページ）
• DN を使用したテクニカル サポート用ログの取得, （108 ページ）
• CMC 1 のテクニカル サポート データの生成およびエクスポート, （108 ページ）
• テクニカル サポート データのエクスポート状況の確認, （109 ページ）
• CMC 構成のエクスポート, （109 ページ）
• BMC 構成のエクスポート, （110 ページ）
テクニカル サポート用ログの取得
要求：
<configResolveClass cookie="1420620154/3f9d68ff-0b0c-1c0b-8002-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" classId="sysdebugTechSupportExport"/>
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応答：
<configResolveClass cookie="1420620154/3f9d68ff-0b0c-1c0b-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes" classId="sysdebugTechSupportExport">
<outConfigs>
<sysdebugTechSupportExport dn="sys/chassis-1/tech-support" adminState="disabled"
hostname="10.106.27.149" protocol="TFTP" remoteFile="sriparim-20150104-185635.tar.gz"
user="" component="all" pwd="" fsmStageDescr="error" fsmProgr="0"
fsmStatus="tftp-upload-error"/>
</outConfigs>
</configResolveClass>

DN を使用したテクニカル サポート用ログの取得
要求：
<configResolveDn cookie="1420620154/3f9d68ff-0b0c-1c0b-8002-91fabb1b0ff4"
dn='sys/chassis-1/tech-support' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1420620154/3f9d68ff-0b0c-1c0b-8002-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/tech-support">
<outConfig>
<sysdebugTechSupportExport dn="sys/chassis-1/tech-support" adminState="disabled"
hostname="10.106.27.149" protocol="TFTP" remoteFile="sriparim-20150104-185635.tar.gz"
user="" component="all" pwd="" fsmStageDescr="error" fsmProgr="0"
fsmStatus="tftp-upload-error"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

CMC 1 のテクニカル サポート データの生成およびエクスポート
次のコンポーネントのテクニカル サポート データを生成することもできます。
• only all：すべてのコンポーネントの場合
• cmc2：CMC 2 の場合。
• cimc1：Cisco IMC サーバ 1 の場合。
• cimc2：Cisco IMC サーバ 2 の場合。
次に、SCP プロトコルを使用してテクニカル サポート データをエクスポートする例を示します。
次のプロトコルを使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• TFTP
• HTTP
要求：
<configConfMo cookie="1420636265/1e591b55-100c-1c10-8005-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" dn="sys/chassis-1/tech-support">
<inConfig>
<sysdebugTechSupportExport dn="sys/chassis-1/tech-support" adminState="enabled"
remoteFile="/home/sriparim/c3260_techsupport.tgz" user="sriparim" pwd="password"
protocol="scp" component="cmc1" hostname="10.106.27.149"/>
</inConfig>
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応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/tech-support"
<outConfig>
<sysdebugTechSupportExport dn="sys/chassis-1/tech-support"
adminState="disabled" hostname="10.106.27.149" protocol="scp"
remoteFile="/home/sriparim/c3260_techsupport.tgz" user="sriparim"
component="cmc1" pwd="" fsmStageDescr="completed" fsmProgr="100"
fsmStatus="success" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

テクニカル サポート データのエクスポート状況の確認
要求：
<configResolveDn cookie="1420620154/3f9d68ff-0b0c-1c0b-8002-91fabb1b0ff4"
dn='sys/chassis-1/tech-support' inHierarchical="false"/>

応答：
<configResolveDn cookie="1420636265/1e591b55-100c-1c10-8005-91fabb1b0ff4"
response="yes" dn="sys/chassis-1/tech-support">
<outConfig>
<sysdebugTechSupportExport dn="sys/chassis-1/tech-support" adminState="enabled"
hostname="10.106.27.149" protocol="scp" remoteFile="/home/sriparim/c3260_techsupport.tgz"
user="sriparim" component="cmc1" pwd="" fsmStageDescr="collecting" fsmProgr="20"
fsmStatus="exporting"/>
</outConfig>
</configResolveDn>

CMC 構成のエクスポート
次に、SCP プロトコルを使用して CMC 構成をエクスポートする例を示します。次のプロトコル
を使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• TFTP
• HTTP
要求：
<configConfMo cookie="1420636265/1e591b55-100c-1c10-8005-91fabb1b0ff4"
inHierarchical="false" dn="sys/chassis-1/export-config">
<inConfig>
mgmtBackup dn="sys/chassis-1/export-config" adminState="enabled"
entity="CMC" proto="scp" user="uldeshmu" pwd="cisco123" passphrase="abcdefgh"
hostname="10.104.255.217" remoteFile="/home/uldeshmu/c250_config_export.cfg"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/export-config" response="yes">
<outConfig>
<mgmtBackup dn="sys/chassis-1/export-config" entity="" adminState="enabled"
fsmStageDescr="Collecting configuration data" fsmRmtInvErrCode=""
fsmRmtInvErrDescr="NONE"
fsmDescr="export-config" proto="none"
hostname=""
remoteFile=""
user=""
pwd="" passphrase="" status="modified" >
</mgmtBackup>
</outConfig>
</configConfMo>
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BMC 構成のエクスポート
次に、SCP プロトコルを使用して BMC 構成をエクスポートする例を示します。次のプロトコル
を使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
• FTP
• SFTP
• TFTP
• HTTP
要求：
<configConfMo cookie='cookiecutter' inHierarchical="false"
dn="sys/chassis-1/server-1/exporter-config">
<inConfig>
<mgmtBackupServer dn="sys/chassis-1/server-1/exporter-config"
adminState="enabled" entity="CIMC1" proto="scp" user="uldeshmu"
pwd="cisco123" hostname="10.104.255.217"
remoteFile="/home/uldeshmu/c250_config_export_cimc.cfg"/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1/exporter-config"
cookie="1423754785/ec33d7e1-e50e-1ee5-8002-d27f77e2cff4" response="yes">
<outConfig>
<mgmtBackupServer dn="sys/chassis-1/server-1/exporter-config" entity=""
adminState="disabled" fsmStageDescr="COMPLETED" fsmRmtInvErrCode="100"
fsmRmtInvErrDescr="NONE" fsmDescr="export-config" proto="none" hostname=""
remoteFile="" user="" pwd="" status="modified" >
</mgmtBackupServer>
</outConfig>
</configConfMo>

デフォルトへのリセットとリブート タスク
ここでは、Cisco IMC XML API を使用して CMC を出荷時の初期状態にリセットし、リブートす
る例を記載します。各例は、XML API 要求に続き、Cisco IMC からの応答を示しています。
ここでは、次の設定例について説明します。
• BMC のデフォルトへのリセット, （110 ページ）
• CMC のデフォルトへのリセット, （111 ページ）
• CMC のリブート, （111 ページ）
BMC のデフォルトへのリセット
要求：
<configConfMo cookie='1421736489/9cda9dd4-0f0d-1d0f-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/server-1'>
<inConfig>
<computeServerNode dn='sys/chassis-1/server-1' adminPower='bmc-reset-default'/>
</inConfig>
</configConfMo>
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応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/server-1"
cookie="1421736489/9cda9dd4-0f0d-1d0f-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<computeServerNode serverId="1" adminPower="policy" availableMemory="262144"
model="UCSC-C3X60-SVRNB" memorySpeed="1866" name="UCS C3260"
numOfCores="24" numOfCoresEnabled="24" numOfCpus="2" numOfThreads="48"
operPower="on" originalUuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85"
presence="equipped" serial="FCH1821JAV4" totalMemory="262144"
usrLbl="" uuid="1C0C4600-671D-4B53-A06E-590CD0FEBC85"
vendor="Cisco Systems Inc" dn="sys/chassis-1/server-1" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

CMC のデフォルトへのリセット
要求：
<configConfMo cookie='1421750857/333d9d59-130d-1d13-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/slot-1'>
<inConfig>
equipmentIOCard dn='sys/chassis-1/slot-1' adminPower='cmc-reset-default'/>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/slot-1"
cookie="1421750857/333d9d59-130d-1d13-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<equipmentIOCard id="1" description="SIOC - System Input Output Controller"
adminPower="policy" dn="sys/chassis-1/slot-1" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>

CMC のリブート
要求：
<configConfMo cookie='1421832041/8808b674-260d-1d26-8002-91fabb1b0ff4'
dn='sys/chassis-1/slot-1'>
<inConfig>
equipmentIOCard dn='sys/chassis-1/slot-1' adminPower='cmc-reboot'/>
/inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo dn="sys/chassis-1/slot-1"
cookie="1421832041/8808b674-260d-1d26-8002-91fabb1b0ff4" response="yes">
<outConfig>
<equipmentIOCard id="1" description="SIOC - System Input Output Controller"
adminPower="policy" dn="sys/chassis-1/slot-1" status="modified"/>
</outConfig>
</configConfMo>
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configConfMo メソッドの使用に関する注意
事項
この付録は、次の項で構成されています。
• configConfMo メソッドを使用した識別名の定義, 113 ページ
• オプションの inHierarchical 属性の使用, 114 ページ
• 1 つの管理対象オブジェクトの設定, 115 ページ

configConfMo メソッドを使用した識別名の定義
configConfMo メソッドを使用して、管理対象オブジェクト（MO）の 1 つ以上のプロパティを設
定します。設定する MO は識別名（DN）によって一意に識別されます。この章は、configConfMo
メソッドを使用して DN を提供する 2 つの方法を示します。
管理対象オブジェクト レベル
管理対象オブジェクト レベルで DN を提供できます。次の例では、DN「
sys/chassis-1/server-1/locator-led」が MO「equipmentLocatorLed」内に定義されます。
<configConfMo
cookie="<real_cookie>">
<inConfig>
<equipmentLocatorLed
adminState='on'
dn='sys/ chassis-1/server-1/locator-led'>

<== MO level

</equipmentLocatorLed>
</inConfig>
</configConfMo>
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メソッドおよび管理対象オブジェクト レベル
メソッドおよび管理対象オブジェクト レベルで DN を提供できます。次の例では、DN「sys/
chassis-1/server-1/locator-led」が、configConfMo メソッド レベルで MO「equipmentLocatorLed」内
に定義されます。
<configConfMo
cookie="<real_cookie>"
dn='sys/ chassis-1/server-1/locator-led'>
level
<inConfig>
<equipmentLocatorLed
adminState='on'
dn='sys/ chassis-1/server-1/locator-led'>
</equipmentLocatorLed>
</inConfig>
</configConfMo>

（注）

<== Method

<== MO Level

メソッド レベルでの DN の指定はオプションで、Cisco UCS Manager XML API の実装と同一に
なるように Cisco IMC XML API の実装でサポートされます。

オプションの inHierarchical 属性の使用
configConfMo 要求が Cisco IMC に送信されると、応答には設定される MO の直接のプロパティだ
けが含まれます。
オプションの inHierarchical 属性が configConfMo 要求に含まれている場合、応答は true に設定さ
れた inHierarchical 属性を持つ configResolveDn 要求の応答と同様になります。応答には、設定さ
れる MO のプロパティとともに、その子 MO のプロパティがすべて含まれます。
要求：
<configConfMo
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="true"
dn='sys/ chassis-1/server-1/locator-led'>
<inConfig>
<equipmentLocatorLed
adminState='on'
dn='sys/ chassis-1/server-1/locator-led'>
</equipmentLocatorLed>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
<configConfMo
dn="sys/ chassis-1/server-1/locator-led"
cookie="<real_cookie>"
response="yes">
<outConfig>
<equipmentLocatorLed
dn="sys/ chassis-1/server-1/locator-led"
adminState="inactive"
color="unknown"
id="1"
name=""
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operState="on">
</equipmentLocatorLed>
</outConfig>
</configConfMo>

1 つの管理対象オブジェクトの設定
Cisco IMC XML API 実装は、単一の管理対象オブジェクト（MO）に対して動作する configConfMo
メソッドのみを受け入れます。Cisco IMC 管理情報モデルの包含関係で定義されている場合でも、
複数の MO を含む configConfMo メソッドを指定することは無効です。
次に、単一の MO「lsbootLan」を構成する有効な configConfMo メソッドの例を示します。この例
では、最初のブート オプションとして PXE 起動を使用するようにホストが構成されます。
<configConfMo
cookie="<real_cookie>">
<inConfig>
<lsbootLan
order="1"
status="modified"
dn="sys/chassis-1/server-1/boot-policy/lan" >
</lsbootLan>
</inConfig>
</configConfMo>

<== Single MO

次の例の configConfMo メソッドは、親 MO と子 MO が同時に指定されているため無効です。
「equipmentLocatorLed」および「solIf」の MO は、管理情報ツリー内の MO「 computeServerNode」
の子オブジェクトです。Cisco IMC XML API の実装は configConfMo メソッドがサブツリーの設定
を行うことを許可しません。
要求：
<configConfMo
cookie="1313084260/40ea8058-aa3e-1a3e-8004-5e61c2e14388"
dn="sys/chassis-1/server-1" inHierarchical="false">
<inConfig>
< computeServerNode
<== Parent MO
adminPower="cycle-immediate"
usrLbl="Cisco C210 Server"
dn="sys/chassis-1/server-1">
<equipmentLocatorLed
<== Child MO
adminState="on"
dn="sys/chassis-1/server-1/locator-led"/>
<solIf
<== Child MO
dn="sys/chassis-1/server-1/solif"
adminState="enable"
speed="9600"/>
</ computeServerNode>
</inConfig>
</configConfMo>

応答：
XML PARSING ERROR: Element 'equipmentLocatorLed': This element is not expected.

（注）

このメソッドは、Cisco UCS Manager XML API の実装では有効ですが、Cisco IMC XML API の
実装ではサポートされていません。
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Cisco IMC Visore ユーティリティ
Visore は、HTML ブラウザを使用して管理対象オブジェクト（MO）を簡単に参照できる、Cisco
IMC に構築されたユーティリティです。Visore ユーティリティは、Cisco IMC XML API クエリー
メソッドを使用して Cisco IMC のアクティブな MO を参照します。Visore ユーティリティは、設
定を行うためには使用できません。
Visore へのアクセス
Visore にアクセスするには、ブラウザを開き、次のいずれかの URL を入力します。
• http://<Cisco IMC IP Address>/visore.html
• https://<Cisco IMC IP Address>/visore.html
プロンプトが表示されたら、Cisco IMC CLI または GUI ユーザ インターフェイスへのログインと
同じクレデンシャルを使用してログインします。
クラス照会での Visore の使用
特定のクラスを照会するには、クラス名を [Class or DN] フィールドに入力し、[Run Query] をク
リックします。Visore は configResolveClass メソッドを Cisco IMC に送信し、要求された MO が
表形式で表示されます。
表示された MO の親および子クラスを取得するには、[<] および [>] ボタンを使用します。たと
えば、[>] をクリックすると、MO の子を照会するために configResolveChildren メソッドが Cisco
IMC に送信されます。[<] をクリックすると、MO の親を照会するために configResolveParent メ
ソッドが Cisco IMC に送信されます。
識別名（DN）を照会するための Visore の使用
特定の DN を照会するには、DN を [Class or DN] フィールドに入力し、[Run Query] をクリックし
ます。Visore は configResolveDn メソッドを Cisco IMC に送信します。
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