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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, ix ページ

• 表記法, ix ページ

• Cisco UCSの関連ドキュメント, xi ページ

• マニュアルに関するフィードバック, xi ページ

対象読者
このガイドは、次の 1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

表記法

説明テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのようなGUI要素は、[GUI
要素]のように示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ

ンタイトルは、[メインタイトル]のように示しています。

GUI要素

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
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説明テキストのタイプ

テキストベースのユーザインターフェイスでは、システムによって表

示されるテキストは、courierフォントで示しています。
TUI要素

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

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。

CLIコマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

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

{x | y | z}

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

[x | y | z]

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

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

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

!、#

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

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、

ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ヒント

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

います。

注意
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「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき

ます。

ワンポイントアドバイス

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily injury.Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告

Cisco UCSの関連ドキュメント

ドキュメントロードマップ

すべてのBシリーズマニュアルの完全なリストについては、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-docで入手可能な『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

すべての Cシリーズマニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-docで入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

管理用の UCS Managerと統合されたラックサーバでサポートされるファームウェアバージョン
とサポートされる UCS Managerバージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco UCS
Software』を参照してください。

その他のマニュアルリソース

ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitterをフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、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。

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
xi

はじめに

Cisco UCSの関連ドキュメント
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第 1 章

Cisco UCS Central XML API

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCS Centralの概要, 1 ページ

• Cisco UCS Central XML APIの概要, 7 ページ

• 管理情報モデル, 8 ページ

• Cisco UCS Central XML APIサンプルフロー, 10 ページ

• オブジェクトの命名, 10 ページ

• APIメソッドカテゴリ, 11 ページ

• 成功または失敗の応答, 15 ページ

Cisco UCS Centralの概要
Cisco UCS Centralは、拡大する Cisco UCS環境を対象としたスケーラブルな管理ソリューション
です。Cisco UCS Centralは、標準化、グローバルポリシー、およびグローバル IDプールを使用
することによって、1つの管理ポイントから複数の Cisco UCSドメインを簡単に管理できるよう
にします。Cisco UCS Centralは、1つの UCSドメインをポリシーに従って管理する Cisco UCS
Managerに代わるものではあません。代わりに Cisco UCS Centralでは、世界中に分散する多数の
個別CiscoUCSクラシックおよびミニ管理ドメインを対象とした、グローバルレベルでのUCSド
メインの管理と監視に重点を置いています。

Cisco UCS Centralでは、次の機能を使用して Cisco UCSドメインを個別またはグループで管理で
きます。

•すべての Cisco UCSコンポーネントが含まれる集中型インベントリ。インフラストラクチャ
全体の明確な理解と、現行 Information Technology Infrastructure Library（ITIL）プロセスとの
簡素化された統合が実現します。

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
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•集中型のポリシーベースファームウェアアップグレード。自動スケジュールに従って、ま
たはビジネスワークロードの要求に応じて、アップグレードを一括または選択して適用でき

ます。

•グローバル IDプール。IDの競合を解決します。

•グローバル管理ポリシー。Cisco UCSドメインのグローバル管理とローカル管理の両方を有
効にします。

•高度なデータセンター管理フレームワークとの統合を容易にするため、Cisco UCS Manager
APIに基づいて構築された XML API。

•帯域幅統計情報の収集および集約。2週間または 1年間にわたり保存されます。

•登録済み Cisco UCSドメインのさまざまなエンドポイントを管理するリモート管理

Cisco UCS Centralでは、APIなどの Cisco UCS Managerのローカル管理機能が変更または低下する
ことはありません。これにより、Cisco UCS Centralが導入されていない場合と同様の方法でCisco
UCS Managerを使用できます。また、既存のサードパーティ統合は変更せずに引き続き動作でき
ます。

Cisco UCS Centralの機能
Cisco UCS Centralの管理機能の一覧と簡単な説明を次の表に示します。

説明機能

Cisco UCS Centralは、すべての登録済み Cisco UCSコン
ポーネントがドメイン別に編成されたグローバルインベ

ントリをカスタマイズ可能な更新スケジュールに基づいて

自動的に作成します。またXMLインターフェイスからイ
ンベントリに直接アクセスできる機能により、ITILプロ
セスとの統合をさらに容易にします。

集中型インベントリ

Cisco UCS Centralでは、グローバル障害サマリーパネル
で、すべてのCiscoUCSインフラストラクチャのステータ
スと、ドメインおよび障害タイプ別の障害サマリーを表示

できます。また、個々の Cisco UCSManagerドメインを表
示できるため、障害の詳細情報を確認し、問題解決にかか

る時間を短縮できます。障害をドリルダウンすると、UCS
Managerがコンテキスト内で起動し、シームレスな統合エ
クスペリエンスが実現します。

集中型障害サマリー
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説明機能

Cisco.comからCisco UCS Central内のファームウェアライ
ブラリにファームウェア更新を自動的にダウンロードでき

ます。その後、業務上の要件に基づき、自動ファームウェ

ア更新を一括または選択的に実行することをスケジュール

します。ファームウェアを一元的に管理することで、IT
標準に準拠し、ポイントアンドクリック操作でリソース

の再プロビジョニングを実行できるようになります。

集中型のポリシーベースファーム

ウェアアップグレード

Cisco UCS Centralは、IDの競合を排除し、ソフトウェア
ライセンスのポータビリティを実現します。ユニバーサル

ユーザ ID（UUID）、MACアドレス、IPアドレス、およ
びワールドワイドネーム（WWN）などのすべての IDを
グローバルプールから取得する操作を一元化し、リアル

タイムで ID使用状況のサマリーを確認できます。サーバ
ID情報の集中化により、世界中の Cisco UCSドメイン間
でのサーバ IDの移動と、新しいサーバで実行する既存の
ワークロードのリブートが簡単になります。

グローバル IDプール

Cisco UCS Centralでは、ドメイングループとサブグルー
プを作成するオプションを提供することで、ポリシー管理

が簡素化されます。ドメイングループとは、システムを

地理的なグループまたは組織的なグループにまとめるため

に使用できるCiscoUCSドメインの任意のグループ化方式
です。各ドメイングループには、最大 5つのドメインサ
ブグループレベルを使用できます。これにより、多数の

Cisco UCSドメインを管理するときにポリシー例外を管理
できます。各サブグループと親ドメイングループとの間

には階層関係があります。

ドメイングループ

CiscoUCSCentralでは、グローバル管理ポリシーによりコ
ンプライアンスと従業員の効率性を確保できます。グロー

バルポリシーはドメイングループレベルで定義され、日

時やユーザ認証から、装置の電力およびシステムイベン

トログ（SEL）ポリシーまで、あらゆるものをインフラス
トラクチャで管理できます。

グローバル管理ポリシー

Cisco UCS Centralのグローバルサービスプロファイルと
テンプレートにより、短期間での簡素化されたインフラス

トラクチャの展開が可能になり、社内全体での設定の整合

性が実現します。この機能により、グローバルベアメタ

ルワークロードモビリティが有効になります。これは、

ハイパーバイザによって仮想ワークロードモビリティが

実現したことと非常によく似ています。

グローバルサービスプロファイルと

テンプレート

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
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説明機能

Cisco UCS Centralでは、Cisco UCSドメインがどのように
機能し、時間の経過に伴い動作が向上し、ワークロードの

定期的なピークと変動に円滑に対応できるようになるのか

を理解できます。CiscoUCSCentral GUIからレポートを設
定および生成できます。統計情報の収集を促進するため、

集中型データベーススキーマはオープンであり、データ

に直接アクセスするか、または Cisco UCS Centralソフト
ウェアGUI、コマンドラインインターフェイス（CLI）、
または XML APIを使用してデータにアクセスすることが
できます。

統計情報管理

CiscoUCSCentralの自動バックアップ機能により、登録済
み Cisco UCSドメインと UCS Central設定の設定情報が迅
速かつ効率的にバックアップできるようになります。

バックアップ

すべての Cisco UCSソリューションと同様に、Cisco UCS
Centralは単一障害点が発生しないように設計されていま
す。Cisco UCS Centralソフトウェアのハイアベイラビリ
ティにより、アクティブ Cisco UCS Centralが応答しない
場合に自動的にフェイルオーバーするハートビートを使用

するアクティブスタンバイモデルを使用して、CiscoUCS
Centralを実行できます。

ハイアベイラビリティ

Cisco UCS Centralは Cisco UCS Managerと同様に、既存の
管理フレームワークおよびオーケストレーションツール

とのインターフェイスに高度な業界標準 XML APIを採用
しています。Cisco UCS Centralソフトウェア向けの XML
APIは、Cisco UCSManagerのXMLAPIに似ており、高度
なマネージャとの統合にかかる時間を大幅に短縮します。

XML API

Cisco UCS Centralでは、登録済み Cisco UCSドメインのさ
まざまなエンドポイントを1つの管理ポイントから管理で
きます。シャーシ、サーバ、ファブリックインターコネ

クト、およびファブリックエクステンダを Cisco UCS
Central GUIまたは CLIから管理できます。Cisco UCS
Centralから登録済みUCSドメインのテクニカルサポート
ファイルにもアクセスできます。

リモート管理

Cisco UCS Centralには、1つの登録済み UCSドメインで
完全なポリシー/ポリシーコンポーネントまたはリソース
を柔軟に検索し、Cisco UCS Centralにインポートできま
す。その後、このポリシーまたはリソースを他の管理対象

ドメインに展開できます。

ポリシー/ポリシーコンポーネントお
よびリソースのインポート
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4

Cisco UCS Central XML API
Cisco UCS Centralの機能



ドメイングループ

Cisco UCS Centralは、複数の Cisco UCSドメインを管理するための Cisco UCSドメイングループ
の階層を作成します。Cisco UCS Centralには、次のドメイングループのカテゴリがあります。

•ドメイングループ：複数の Cisco UCSドメインを含むグループ。管理を容易にするため、1
つのドメイングループの下に同様の Cisco UCSドメインをグループ化できます。

•グループ化されていないドメイン：新しい Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録さ
れると、グループ化されていないドメインに追加されます。グループ化されていないドメイ

ンを任意のドメイングループに割り当てることができます。

ドメイングループポリシーを作成しており、新しい登録済みCisco UCSドメインがポリシーで定
義された条件を満たしている場合、そのドメインはポリシーで指定されたドメイングループの下

に自動的に配置されます。それ以外の場合は、グループ化されていないドメインカテゴリに配置

されます。このグループ化されていないドメインを、任意のドメイングループに割り当てること

ができます。

各 Cisco UCSドメインは、1つのドメイングループにのみ割り当てることができます。Cisco UCS
ドメインのメンバーシップは、任意の時点で割り当てまたは再割り当てすることができます。Cisco
UCSドメインをドメイングループに割り当てると、Cisco UCSドメインは、ドメイングループに
対して指定されたすべての管理ポリシーを継承します。

CiscoUCSドメインをドメイングループに追加する前に、CiscoUCSドメイン内でポリシー解決制
御をローカルに変更してください。これにより、その Cisco UCSドメインに固有のサービスプロ
ファイルおよびメンテナンスポリシーが誤って上書きされるのを防止します。Cisco UCSドメイ
ンの自動検出をイネーブルにしている場合でも、ローカルポリシー解決をイネーブルにすると、

ポリシーが誤って上書きされることから Cisco UCSドメインを保護します。

ポリシー

Cisco UCS Centralは、登録済み Cisco UCSドメインのグローバルポリシーサーバとして動作しま
す。グローバル Cisco UCS Centralポリシーをリモート Cisco UCSドメインに設定するには、ドメ
インを登録し、登録済みドメインをドメイングループに割り当てる必要があります。

さらに、ポリシーインポート機能により、ローカルポリシーをCiscoUCSCentral内でグローバル
化できます。その後、これらのグローバルポリシーを他の登録済み Cisco UCSドメインに適用で
きます。

登録済み Cisco UCSドメインの Cisco UCS Managerで解決されるグローバルポリシーを、Cisco
UCS Centralに定義できます。

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
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ポリシーブラウザ

ポリシーブラウザは、登録された UCSドメインから取得したポリシーに関する情報を保有し、
ユーザ照会から取得した重要なビジネス関連情報を提供します。この情報は、参加している UCS
ドメインからポリシーをインポートするために使用されることがあります。

サポートされる機能は次のとおりです。

•複数の UCSドメインにわたる複数のポリシーの管理を、集約ビューを提供して簡素化しま
す。

•管理者は個々の UCSドメインのポリシーを定義でき、それらのポリシーを各ドメインから
Cisco UCS Centralへインポートできます。

•地域、タイプ、またはポリシーに基づいて最も単純な形式で情報をプルするためのシームレ
スなビューが提供されます。

•より高レベルの管理制御機能によって、 Cisco UCS Centralに組み込まれている強力な UCS
管理ドメインのポリシーをインポートすることより、移行が容易になっています。

ポリシーブラウザの構造は、複数のUCS管理ドメインの管理者向けに設計されています。管理者
を支援して、ポリシーに対称性を持たせるとともに、ポリシーリポジトリを提供して操作を簡素

化します。ポリシーブラウザを使用できるのは、管理者権限を持つユーザです。

ポリシーブラウザは、UCS管理ドメインのポリシーデータを管理し、外部の他のノースバウン
ド APIクライアントに向けて表示される基本的な APIを使用して、このデータを共有します。ポ
リシーブラウザの情報は、これらの APIを使用して抽出できます。

Cisco UCS Centralは、MITオブジェクトだけでなく、リソースマネージャ内のポリシーおよびリ
ソースに関する情報も保持します。これらのオブジェクトは、インベントリを介して UCSM MIT
オブジェクトを読み取った後、更新されます。統合ツリーは、GUIおよびノースバウンド XML
APIからのクエリー用に Cisco UCS Centralで保持され、UCS管理ドメイン内に存在するリモート
ポリシー情報を取得します。

プール

プールは、システムで使用できる IDのコレクション、物理リソース、または論理リソースです。
すべてのプールはサービスプロファイルの柔軟性を高め、システムリソースを中央で集中管理で

きるようにします。Cisco UCS Centralで定義されたプールはグローバルプールと呼ばれ、Cisco
UCSドメイン間で共有できます。グローバルプールは、CiscoUCSCentralに登録されたCiscoUCS
ドメイン全体で集中型 ID管理を可能にします。Cisco UCS Centralから Cisco UCS Managerに ID
プールを割り当てることにより、IDがどこでどのようにして使用されるかを追跡し、競合を防止
し、また競合が発生した場合に通知を受けることができます。CiscoUCSManagerでローカルに定
義されたプールは、ドメインプールと呼ばれます。
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異なるプールに同じ IDが存在できますが、割り当てることができるのは一度だけです。同じ
プールの 2つのブロックは、同じ IDを保有できません。

（注）

MACアドレスなどの ID情報をプールし、特定のアプリケーションをホストするサーバに範囲を
事前に割り当てることができます。たとえば、MACアドレス、UUID、およびWWNの同じ範囲
内にある Cisco UCSドメインにわたってすべてのデータベースサーバを設定できます。

UCS ドメインと Cisco UCS Central間の情報共有
UCS Managerに初めてログインすると、すべてのポリシーのクイックスキャンが実行され、UCS
ローカルポリシーマップが作成され、初期化されます。その後、ポリシーオブジェクトとリソー

スオブジェクトが作成、更新、および削除されます。

ローカルオブジェクトが作成されると、インベントリ更新メカニズムを使用してCiscoUCSCentral
に報告されます。これらのオブジェクトを受信すると、policy:Universeオブジェクトが更新され、
要素オブジェクトがクラスタおよび送信元オブジェクトに変換されます。これらのオブジェクト

は、対応する状態の変更に伴って、UCSドメイン上で更新および削除されます。

Cisco UCS Centralから UCSドメインを登録解除すると、それらの UCSドメインのポリシーソー
スがクラスタから削除されます。クラスタに送信元オブジェクトが存在しない場合は、そのクラ

スタが解放されます。

Cisco UCS Central XML API の概要
Cisco UCS Centralでは、複数のバージョンの Cisco UCSManagerを使用して複数の Cisco UCSドメ
インを同時に管理できます。Cisco UCS Centralは、ドメイン登録時に各 Cisco UCSドメインの機
能を識別します。この機能により、複数バージョンの Cisco UCS Managerを Cisco UCS Centralと
シームレスに統合し、管理とグローバルサービスプロファイルの展開を実現できます。

Cisco UCS Central XMLAPIは Cisco UCS Centralへ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経由で 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 UCS
Centralの設定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
リーと呼ばれる階層ツリー構造に格納されます。

CiscoUCSCentralXMLAPIは、1つのオブジェクトまたはオブジェクト階層に対する動作をサポー
トします。単一APIコールでは、1つのオブジェクトの1つの属性（ブレードの電源状態など）、
または多数のオブジェクト（シャーシ、ブレード、アダプタ、ポリシー、その他の構成可能なコ

ンポーネント）を変更できます。

APIは寛容モードで動作します。不明な属性は、内部のデータ管理エンジン（DME）で保持され
ているデフォルト値（該当する場合）で置き換えられます。DMEは誤った属性を無視します。複
数の管理対象オブジェクト（MO）を設定する場合に（たとえば、仮想NIC）すべてのMOを設定
できないと、APIは動作を停止します。これにより、管理情報ツリーが直前（操作前）の状態に
戻され、エラーが返されます。
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MOおよびプロパティへのアップデートは既存のオブジェクトモデルに準拠し、下位互換性を保
ちます。既存のプロパティが製品のアップグレード中に変更された場合、アップグレード後、デー

タベースのロード中に管理されます。新しいプロパティにはデフォルト値が割り当てられます。

APIの動作はトランザクション型で、単一のデータモデルで終了します。Cisco UCSがステート
アップデートなどのすべてのエンドポイントの通信を担うため、ユーザはエンドポイントと直接

通信できません。このように、開発者は、独立した個々のコンポーネント設定の管理タスクを行

う必要はありません。

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：管理情報ツリー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。

•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DMEに着信し、FIFOの順に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。このすべての動作は、1つのトランザクショ
ンで行われます。

完全なイベントサブスクリプションがイネーブルになります。サブスクリプション後に、イベン

ト通知はステート変更のタイプとともに送信されます。

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と呼ばれる階層型管理情
報モデルで表されます。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。

階層構造は最上位のルート（topRoot）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、グローバル
サービスプロファイル、グローバルポリシー、グローバルMACプールなどの Cisco UCS Central
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CiscoUCS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、管理情報モデル
（MIM）にオブジェクトの読み取りと書き込みを行います。

5 つのシャーシがある MIM 構造の図

Tree (topRoot):——————— Distinguished Name:
|——DomainContainer———— (compute)
|——ucsDomain-1—————— (compute/sys-1008/)
|——chassis-1—————— (compute/sys-1008/chassis-1)
|——blade-1—————- (compute/sys-1008/chassis-1/blade-1)
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|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-1/adaptor-1)
|——blade-2————— (compute/sys-1008/chassis-1/blade-2)
|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-2/adaptor-1)
|——adaptor-2—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-2/adaptor-2)

|——blade-3————— (compute/sys-1008/chassis-1/blade-3)
|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-3/adaptor-1)
|——adaptor-2—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-3/adaptor-2)

|——blade-4————— (compute/sys-1008/chassis-1/blade-4)
|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-4/adaptor-1)

|——blade-5—————- (compute/sys-1008/chassis-1/blade-5)
|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-5/adaptor-1)
|——adaptor-2—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-5/adaptor-2)

|——blade-6————— (compute/sys-1008/chassis-1/blade-6)
|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-6/adaptor-1)

|——blade-7————— (compute/sys-1008/chassis-1/blade-7)
|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-7/adaptor-1)

|——blade-8————— (compute/sys-1008/chassis-1/blade-8)
|——adaptor-1—– (compute/sys-1008/chassis-1/blade-8/adaptor-1)

|——chassis-2—————— (compute/sys-1008/chassis-2)
|——chassis-3—————— (compute/sys-1008/chassis-3)
|——chassis-4—————— (compute/sys-1008/chassis-4)
|——chassis-5—————— (compute/sys-1008/chassis-5)

|——ucsDomain-2—————— (compute/sys-1009/)

Central Manager

現在CiscoUCSCentralでは、クライアントアプリケーションが、すべてのサービスプロバイダー
DME（リソースマネージャ、IDマネージャなど）を個別に認識する必要があるのに加え、サー
ビスプロファイルを作成するためには要求をリソースマネージャへ送信する必要があること、お

よびプールを作成するためには要求をポリシーマネージャへ送信する必要があることも認識する

必要があります。Cisco UCS Centralには 1000を超える管理対象オブジェクトがあるため、クライ
アントがどのプロバイダーDMEをどのMOへマップするかについて認識することはできません。

このリリースでは、Central Managerが、バックエンドプロセスへの共通インターフェイスとして
仮想 DMEを提供するようになりました。この DMEは、要求を受信して実際の DMEに送信し、
結果を受信し、適切な応答を集約して返すものと見なされます。Central Managerは、外部ユーザ
からすべての XML API要求を受信する新しい DMEとして実装されます。ただし、GUIおよび
CLIクライアントからの XML API要求は、既存の DMEによって処理されます。Central Manager
は、URL（http://ucs central IP/xmlIM）に対する API要求を受信します。

Cisco UCS Centralには、次のサービスプロバイダー DMEがあります。

• ServiceRegistry：集約登録リポジトリを提供し、サービスプロバイダー（IdentifierManager、
Operation Managerなど）およびサービスコンシューマまたはクライアント（UCS Manager）
のシステム情報を保存します。

• Operations Manager：一連の UCSシステムの運用管理（ファームウェアパックの管理、設定
のエクスポートまたはインポート、データベースのバックアップ）機能を提供します。

• IdentifierManager：UCSManagerシステム間で競合を回避するためにUUID、MACアドレス、
WWxNs、IPアドレス、および IQNアドレスを集中管理します。

• ResourceManager：UCSシステム間の物理リソースと論理リソース（サービスプロファイル、
VLAN、VSANなど）の一元化および統合化したビューを提供します。

• Management Controller：Cisco UCS Central仮想マシンのコントローラです。
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• Policy Manager：グローバルポリシーおよびグローバルプールを提供します。これらのオブ
ジェクトは「org」下にあるため、その組織構造もポリシーサーバによって所有および管理
されます。また、IDプール、テンプレート、およびドメイングループはPolicyManagerで定
義され、状況に応じて異なるサービスに選択的に配布されます。

• Statistics Manager：登録された UCSドメインから統計情報を収集および保存します。

Cisco UCS Central XML API サンプルフロー
一般的な要求はデータ管理エンジン（DME）に着信し、FIFOの順に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。

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-5/blade-2/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-5/blade-2/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-<id>"
computeBlade MO: rn ="blade-<slotId>"
adaptorUnit MO: rn="adaptor-<id>"
adaptorHostEthIf MO: rn="host-eth-<id>"
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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。

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。

（注）

認証方法

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。

• aaaLogin：初期ログイン方式。

• 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メソッドを使用します。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 256個
のセッションを開くことができます。

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。このリリースでは、次

のクエリーメソッドがサポートされています。：

• configResolveDn：DNによりオブジェクトを取得します。

• configResolveDns：DNのセット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。

• configResolveClasses：複数のクラスのオブジェクトを取得します。

• configFindDnsByClassId：指定されたクラスの DN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。

• configScope：管理情報ツリーの DNに対してクラスクエリーを実行します。
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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"></>

CiscoUCS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CiscoUCSの設定全体のほとんどが含まれる可能性があります。CiscoUCSが要求
を処理するために必要なリソースが多くなると、CiscoUCSの応答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。

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。

ヒント

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）。

このAPIは、クエリーメソッドの有用性を高めるためにフィルタセットを提供します。これらの
フィルタは、クエリーの一部として渡すことができ、必要な結果セットを特定するために使用さ

れます。

ホストの電源が少なくとも 1回投入されるまでに、Cisco UCS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 UCS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。

（注）

Simple フィルタ
Simpleフィルタには、trueフィルタおよび falseフィルタの 2つの種類があります。これら 2つの
フィルタは、それぞれ trueまたは falseの単純なステータスに反応します。

• trueフィルタ：ブール条件が trueになるオブジェクトの結果セット。

• falseフィルタ：ブール条件が falseになるオブジェクトの結果セット。
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Property フィルタ
Propertyフィルタは、結果セットに含める基準としてオブジェクトのプロパティの値を使用しま
す。ほとんどの場合、Propertyフィルタを作成するには、比較する値とともに、ターゲットオブ
ジェクトまたはプロパティの classIdおよび propertyIdが必要です。

• Equalityフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが、指定したプロパティ値と「等しい」
オブジェクトに限定します。

• Not equalフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが、指定したプロパティ値と「等しく
ない」オブジェクトに限定します。

• Greater thanフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが、指定したプロパティ値よりも
「大きい」オブジェクトに限定します。

• Greater than or Equal toフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが指定したプロパティ値
「以上」であるオブジェクトに限定します。

• Less thanフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが、指定したプロパティ値「未満」で
あるオブジェクトに限定します。

• Less than or Equal toフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが、指定されたプロパティ
値「以下」であるオブジェクトに限定します。

• Wildcardフィルタ：結果セットを、特定のプロパティがワイルドカードを含むプロパティと
一致するオブジェクトに限定します。サポートされているワイルドカードには、「%」また
は「*」（あらゆる文字の並び）、「?」または「-」（任意の 1文字）があります。

• Any Bitsフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが、渡されたビットセットの少なくと
も 1つを含むオブジェクトに限定します。（ビットマスクプロパティにだけ使用します）。

• All Bitsフィルタ：結果セットを、特定のプロパティが、渡されたビットセットのすべてを
含むオブジェクトに限定します。（ビットマスクプロパティにだけ使用します）。

Composite フィルタ
Compositeフィルタは、2つ以上のコンポーネントフィルタから構成されます。Compositeフィル
タを使用すると、柔軟に結果セットを作成できます。たとえば、Compositeフィルタによって、含
まれているフィルタの少なくとも 1つで受け入れられたオブジェクトだけに結果セットを限定で
きます。

• ANDフィルタ：結果セットは、各コンポーネントフィルタのフィルタリング基準を満たす
必要があります。たとえば、totalMemoryが 64 MBを超えた動作可能なすべてのコンピュー
タブレードを取得する場合、フィルタは 1つの Greater thanフィルタと 1つの Equalityフィ
ルタから構成されます。

• ORフィルタ：結果セットは、少なくとも 1つのコンポーネントフィルタのフィルタリング
基準を満たす必要があります。たとえば、未割り当てのassignmentState値またはアソシエー
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ション状態の値が未割り当てのすべてのサービスプロファイルを取得する場合、フィルタは

2つの Equalityフィルタから構成されます。

• Betweenフィルタ：結果セットは、最初の指定値と 2番めの指定値（それ自体を含む）の範
囲内にあるオブジェクトです。たとえば、最初の日から最終日までに発生したすべてのエ

ラーです。

• XORフィルタ：結果セットは、たった 1つのCompositeコンポーネントフィルタのフィルタ
リング基準を満たすオブジェクトです。

Modifier フィルタ
Modifierフィルタは、含まれているフィルタの結果を変更します。

現在サポートされている唯一のModifierフィルタはNOTフィルタで、含まれているフィルタの結
果を拒否します。含まれている基準に一致しないオブジェクトを取得する場合は、このフィルタ

を使用します。

設定メソッド

管理対象オブジェクトの設定を変更するメソッドが複数あります。これらの変更は、ツリー全体、

サブツリー、または個々のオブジェクトに適用できます。次に、設定メソッドの例を示します。

• configConfMo：管理情報ツリーの1つの管理対象オブジェクト（たとえば、DN）に影響しま
す。

• configConfMos：複数のサブツリー（たとえば、複数の DN）に影響します。

• configConfMoGroup：複数のサブツリー構造（DN）または管理対象オブジェクトに対して同
じ設定の変更を加えます。

ほとんどの設定メソッドは、inHierarchical引数（ブール値 true/yesまたは false/no）を使用します。
子オブジェクトが XMLドキュメントに含まれ、DMEが寛容モードで動作するため、設定時にこ
れらの値は重大な役割を担いません。

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>
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通知を受信するには、TCP上で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の受信時に、は新しいイベントが発生すると、それらすべての送信
を開始します。これらのイベントの登録を解除するには、eventUnsubscribeメソッドを使用しま
す。

各イベントには、イベントが生成されたアプリケーションを示す srcDme属性が含まれています。
さらに、各イベントは特定の srcDmeに対して一意のイベント IDを持ちます。この srcDme属性
は、イベントのソースアプリケーションを表します。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。

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。

GUI と Cisco UCS Central 間の XML 交換の取得
GUIと Cisco UCS Central間の XML交換を取得するには、Google ChromeのWebブラウザ向け開
発者ツールにおいて、ショートカット（Ctrl + Shift + I）を使用します。内部セキュリティ要件に
より、この情報が適用されない場合もあります。ただし、送信された XMLを監視するために、
市販のパケットアナライザアプリケーションを使用できます。

成功または失敗の応答
がXMLAPI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。

成功した要求

要求が正常に実行されると、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/blade-1に対する configResolveDnクエリー
の例を示します。

<configResolveDn
dn="sys/chassis-1/blade-1"
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"/>

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
15

Cisco UCS Central XML API
GUI と Cisco UCS Central 間の XML 交換の取得



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="fabric/server"
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、DME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、は成功メッセージを返しますが、XMLドキュメントには、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
dn="sys/chassis-1/blade-4711"
cookie="<real_cookie>"
response="yes">
<outConfig>
</outConfig>

</configResolveDn>
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第 2 章

Cisco UCS Central XML API メソッド

この章は、次の項で構成されています。

• 認証方法, 17 ページ

• クエリーメソッド, 19 ページ

• 障害に対するクエリー, 24 ページ

• フィルタの使用, 24 ページ

認証方法
認証はとの XML APIの交換を可能にします。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。

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。

（注）

ログイン

ログインするために、XML APIクライアントは Cisco UCS Central 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 URL
（https://<UCSCENTRALIP>/xmlIM/）へポストします。

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" />
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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。

（注）

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 UCS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 UCS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="aaa,ext-lan-policy,ext-lan-qos,ext-san-policy,operations,

pod-policy,pod-qos,read-only"
6 outDomains="mgmt02-dummy"
7 outChannel="noencssl"
8 outEvtChannel="noencssl">
9 </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。

6 outDomains値は mgmt02-dummyです。

7 noencsslの outChannel値は、このセッションが SSLを介した暗号化を使用していないことを
宣言します。

8 noencsslの outEvtChannel値は、すべてのイベントサブスクリプションで SSLを介した暗号化
を使用していないことを宣言します。

9 終了タグ。

また、XML APIへのログインに cURLユーティリティを使用できます。次の例に示すように、
cURL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/xmlIM/

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

inName="admin"
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inPassword="mypasword"
inCookie="real_cookie"/>

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
inCookie="<real_cookie>" />

失敗した応答

失敗したログイン：

<aaaLogin
response="yes"
cookie="<real_cookie>"
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のオブジェクトが存在しないこ
とを示します）：

<configResolveDn
dn="sys-machine/chassis-1/blade-4711“
cookie="<real_cookie>“
response="yes">
<outConfig> </outConfig>

</configResolveDn>

不正な要求：

<configConfMo
dn="fabric/server“
cookie="<real_cookie>“
response="yes“
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。

•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）。
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•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, （54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、サー

バ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 computeItemを使用します。
装置のすべてのインスタンスを取得するには、equipmentItemクラスを問い合わせます。この例

は、equipmentItem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="equipmentItem"/>

configResolveClass, （55ページ）に示す要求または応答の例を参照してください。

configResolveClassesの使用

複数のクラスの解決時には、次のことに注意してください。

•このメソッドが、指定したクラスタイプのすべてのオブジェクトを取得している。

• classId属性により、返されるオブジェクトクラスの名前が指定されている（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。
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無効なクラス名が inId属性で指定された場合は、XML解析エラーが生成され、クエリーは実行で
きません。

configResolveClasses, （57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）。

•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, （59ページ）に示す要求または応答の例を参照してください。

configResolveDnsの使用

複数の 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）。

•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。

•要求の順序によって応答の順序が決まるわけではない。

•未知の DNが、outUnresolved要素の一部として返されている。

configResolveDns, （60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）。
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•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, （62ページ）に示す要求または応答の例を参照してください。

configScopeの使用

クエリーのスコープを制限すると、粒度が細かくリソースを大量に消費しない要求を実現できま

す。クエリーは、管理情報ツリーでルート以外の場所に固定できます。クエリースコープの設定

時に、次のことに注意してください。

•このメソッドが、指定された DNにクエリーのルート（スコープ）を設定し、指定されたク
ラスタイプのオブジェクトを返す。

• dnが、クエリーのスコープが設定された名前付きオブジェクトである（必須）。

• inClass属性が、返されるオブジェクトクラスの名前を指定している（任意。クラスを指定し
ないと、クエリーは configResolveDnと同様に動作します）。

•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。

次は、シャーシ 1のブレードのイーサネットインターフェイスに対するクエリーの例を示しま
す。

<configScope
dn="sys/chassis-1"
inClass="adaptorExtEthIf"
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"/>

configScope, （63ページ）に示す要求または応答の例も参照してください。

MAC プールに対するクエリー
すべてのMACアドレスのリストを取得するには、macpoolAddrに照会します。これらは、（シス
テムが作成した）macpoolUniverseの子です。要求は次のとおりです。

<configScope
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
dn="mac" inClass="macpoolAddr"/>
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応答は次のとおりです。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configScope

cookie="<real_cookie>"
dn="mac" response="yes">
<outConfigs>

<macpoolAddr
assigned="no"
assignedToDn=""
dn="mac/00:00:00:00:FF:0F"
id="00:00:00:00:FF:0F"
owner="pool">

</macpoolAddr>
<macpoolAddr

assigned="no"
assignedToDn=""
dn="mac/00:00:00:00:FF:0E"
id="00:00:00:00:FF:0E"
owner="pool">

</macpoolAddr>
.
.
.

<\outconfig
<\configScope

macpoolAddrクラスのオブジェクトは、MACプールユニバースの子としてのみ存在できるため、
より簡単なクエリーは次のようになります。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="macpoolAddr"/>

どの computeItem（ブレードまたはラックマウントサーバ）に特定のMACアドレスが割り当て
られるかを判断するには、クエリーにMACアドレスを指定し、応答の assignedToDnフィールド

を確認します。次に、MACアドレスを指定した要求の例を示します。

<configResolveDn
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
dn="mac/10:00:00:00:00:03"/>

応答は次のとおりです。

<configResolveDn
dn="mac/10:00:00:00:00:03"
cookie="real_cookie"
response="yes">
<outConfig>

<macpoolAddr assigned="yes"
assignedToDn="org-root/ls-BOB/ether-eth1"
dn="mac/10:00:00:00:00:03" id="10:00:00:00:00:03"
owner="pool" />

</outConfig>
</configResolveDn>
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障害に対するクエリー
次に、重大な（メジャー）障害のリストを取得する例を示します。

<configResolveClass
cookie="real_cookie"
inHierarchical="false"
classId="faultInst"/>

次に、すべての重大な障害（メジャーおよびクリティカル）のリストを取得する例を示します

（フィルタ <inFilter>eq class= “faultInst”を含む）。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="faultInst">
<inFilter>

<eq class="faultInst"
property="highestSeverity"
value="major" />

</inFilter>
</configResolveClass>

フィルタの使用

Simple フィルタ
Simpleフィルタは、プロパティの trueおよび false条件を使用して結果を選択します。

falseの例：

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
classId="topSystem"
inHierarchical="false">
<inFilter>
</inFilter>

</configResolveClass>

trueの例：

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
classId="topSystem"
inHierarchical="true">
<inFilter>
</inFilter>

</configResolveClass>
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Property フィルタ

Equality フィルタ
この例は、すべての関連するサーバのクエリーを示します。フィルタは次のようにフレーム化さ

れます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="lsServer">
<inFilter>

<eq class="lsServer"
property="assocState"
value="associated" />

</inFilter>
</configResolveClass>

Not equal フィルタ
この例は、すべての未割り当てサーバ（割り当て状態のプロパティが assignedと等しくない）を
検索します。フィルタは次のようにフレーム化されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="lsServer">
<inFilter>

<ne class="lsServer"
property="assignState"
value="assigned" />

</inFilter>
</configResolveClass>

Greater than フィルタ
この例は、容量が 1024MBより多いメモリアレイを検索します。フィルタは次のようにフレーム
化されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="memoryArray">
<inFilter>

<gt class="memoryArray"
property="currCapacity"
value="1024" />

</inFilter>
</configResolveClass>
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Greater than or Equal to フィルタ
この例は、容量が 2048MB以上のメモリアレイを検索します。フィルタは次のようにフレーム化
されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="memoryArray">
<inFilter>

<ge class="memoryArray"
property="currCapacity"
value="2048" />

</inFilter>
</configResolveClass>

Less than フィルタ
この例は、容量が 1024MBより少ないメモリアレイを検索します。フィルタは次のようにフレー
ム化されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="memoryArray">
<inFilter>

<lt class="memoryArray"
property="currCapacity"
value="1024" />

</inFilter>
</configResolveClass>

Less than or Equal to フィルタ
この例は、容量が 2048MB以下のメモリアレイを検索します。フィルタは次のようにフレーム化
されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="memoryArray">
<inFilter>

<le class="memoryArray"
property="currCapacity"
value="2048" />

</inFilter>
</configResolveClass>

Wildcard フィルタ
Wildcardフィルタは標準の正規表現構文を使用します。この例は、シリアル番号がプレフィック
ス QCI1で始まるすべてのアダプタユニットを検索します。

<configResolveClass
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cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="adaptorUnit">
<inFilter>

<wcard class="adaptorUnit"
property="serial"
value="QCI1.*" />

</inFilter>
</configResolveClass>

Any Bits フィルタ
この例は、connStatusがAまたは Bのいずれかであるすべてのサーバを検索します（プロパティ
connStatusはビットマスクです）。フィルタは次のようにフレーム化されます。

<configResolveClass
cookie="null"
inHierarchical="false"
classId="computeItem">
<inFilter>

<anybit class="computeItem"
property="connStatus"
value="A,B" />

</inFilter>
</configResolveClass>

All Bits フィルタ
この例は、configQualifierビットマスクが vnic-capacityおよび vhba-capacityの両方に設定されて
いるすべてのサービスプロファイルを検索します。フィルタは次のようにフレーム化されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="lsServer">
<inFilter>

<allbits class="lsServer"
property="configQualifier"
value="vnic-capacity,vhba-capacity" />

</inFilter>
</configResolveClass>

Composite フィルタ

AND フィルタ
プールに割り当てられ、所有されているすべての UUIDを判定するには、次のクエリーを実行し
ます。フィルタは次のようにフレーム化されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="uuidpoolAddr">
<inFilter>
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<and>
<eq class="uuidpoolAddr"

property="owner"
value="pool" />

<eq class="uuidpoolAddr"
property="assigned"
value="yes" />

</and>
</inFilter>

</configResolveClass>

応答は次のとおりです。

<configResolveClass
classId="uuidpoolAddr"
cookie="<real_cookie>"
response="yes">
<outConfigs>

<uuidpoolAddr
assigned="yes"
assignedToDn="org-root/ls-foo"
dn="uuid/F000-00000000000F"
id="F000-00000000000F"
owner="pool">

</uuidpoolAddr>
</outConfigs>

</configResolveClass>

この例で ANDフィルタは、ベンダーが Cisco Systems Incで、シリアル番号が CHS A04のシャー
シを検索します。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="equipmentChassis">
<inFilter>

<and>
<eq property="vendor"

value="Cisco Systems Inc"
class="equipmentChassis"/>

<eq class="equipmentChassis"
property="serial"
value="CHS A04"/>

</and>
</inFilter>

</configResolveClass>

OR フィルタ
この例は、すべてのシャーシのスロット 1またはスロット 8にある、タイプが computeItemのす

べてのオブジェクトを返します。

<configResolveClass
inHierarchical="false"
cookie="<real_cookie>"
classId="compute">
<inFilter>

<or>
<eq class="computeItem"

property="slotId"
value="1"/>

<eq class="computeItem"
property="slotId"
value="8"/>

</or>
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</inFilter>
</configResolveClass>

Between フィルタ
この例は、スロット 1、2、3、4、または 5が入力されたメモリアレイを検索します（間の範囲は
含まれることに注意してください）。フィルタは次のようにフレーム化されます。

<configResolveClass
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false"
classId="memoryarray">
<inFilter>

<bw class="memoryArray"
property="populated"
firstValue="1"
secondValue="5"/>

</inFilter>
</configResolveClass>

AND、OR、NOT Composite フィルタ
この例は、AND、OR、NOTの組み合わせです。これは、シャーシ 5を除くすべてのシャーシの
スロット 1またはスロット 8にある、computeItemタイプのオブジェクトをすべて返します。

<configResolveClass
inHierarchical="false"
cookie="<real_cookie>"
classId="computeItem">
<inFilter>

<and>
<or>

<eq class="computeItem" property="slotId" value="1"/>
<eq class="computeItem" property="slotId" value="8"/>

</or>
<not>

<eq class="computeItem" property="chassisId" value="5"/>
</not>

</and>
</inFilter>

</configResolveClass>

NOT Modifier フィルタ
NOTフィルタは、含まれているフィルタの結果を逆にします。フィルタは次のようにフレーム化
されます。この例は、不明な connStatusを持たないサーバを照会します（プロパティ connStatus

はビットマスクです）。

<configResolveClass
cookie="null"
inHierarchical="false"
classId="computeItem">
<inFilter>

<not>
<anybit class="computeItem"

property="connStatus"
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value="unknown" />
</not>

</inFilter>
</configResolveClass>
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第 3 章

Cisco UCS Central 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。

• aaaChangeSelfPassword, 32 ページ

• aaaCheckComputeAuthToken, 33 ページ

• aaaCheckComputeExtAccess, 35 ページ

• aaaGetNComputeAuthTokenByDn, 36 ページ

• aaaKeepAlive, 37 ページ

• aaaLogin, 38 ページ

• aaaLogout, 40 ページ

• aaaRefresh, 40 ページ

• aaaTokenLogin, 42 ページ

• aaaTokenRefresh, 44 ページ

• configConfMo, 45 ページ

• configConfMos, 47 ページ

• configUCEstimateImpact, 49 ページ

• configFindDependencies, 50 ページ

• configMoChangeEvent, 52 ページ

• configResolveChildren, 54 ページ

• configResolveClass, 55 ページ

• configResolveClasses, 57 ページ

• configResolveDn, 59 ページ

• configResolveDns, 60 ページ
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• configResolveParent, 62 ページ

• configScope, 63 ページ

• eventSubscribe, 65 ページ

• eventUnsubscribe, 66 ページ

• faultAckFaultByDn, 67 ページ

• faultAckFaultsByDn, 68 ページ

• lsClone, 69 ページ

• lsInstantiateNNamedTemplate, 72 ページ

• lsInstantiateNTemplate, 73 ページ

• lsInstantiateTemplate, 75 ページ

• lsTemplatise, 78 ページ

• poolResolveInScope, 80 ページ

aaaChangeSelfPassword

aaaChangeSelfPasswordメソッドはユーザ自身のパスワードを変更します。ユーザは認証のための
古いパスワードと新しいパスワードを入力し、新しいパスワードの確認入力をします。ユーザが

古いパスワードでの認証に成功すると、新しいパスワードが有効になります。

adminまたは aaaの権限を持つユーザは、このメソッドを使用中に古いパスワードを提供する
必要はありません。

（注）

要求構文

<xs:element name="aaaChangeSelfPassword" type="aaaChangeSelfPassword"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaChangeSelfPassword" mixed="true">
<xs:attribute name="inUserName">

<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="inOldPassword">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="inNewPassword">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
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<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="inConfirmNewPassword">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

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

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="aaaChangeSelfPassword" type="aaaChangeSelfPassword"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaChangeSelfPassword" 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

<aaaChangeSelfPassword
cookie="<real_cookie>"
inUserName="admin"
inOldPassword="Nbv12345"
inNewPassword="Mbv12345"
inConfirmNewPassword="Mbv12345" />

応答

<aaaChangeSelfPassword
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
outStatus="success">

</aaaChangeSelfPassword>

aaaCheckComputeAuthToken

aaaCheckComputeAuthTokenメソッドは、ユーザ名（このトークンを生成したユーザ）などの指定
されたトークンの詳細と、ユーザの権限とロケールを取得します。
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要求構文

<xs:element name="aaaCheckComputeAuthToken" type="aaaCheckComputeAuthToken"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaCheckComputeAuthToken" mixed="true">
<xs:attribute name="inUser">

<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="inToken" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="aaaCheckComputeAuthToken" type="aaaCheckComputeAuthToken"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaCheckComputeAuthToken" mixed="true">
<xs:attribute name="outAllow">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="outRemote">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="outAuthUser">

<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="outLocales" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="outPriv">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern

value="((ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equipment|ls-con
fig-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security|ls-config|
ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod-config|ls-
server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-security|ls-netwo
rk-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-network|ls-ext-ac
cess|fault),){0,35}(ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equip
ment|ls-config-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security
|ls-config|ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod
-config|ls-server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-securi
ty|ls-network-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-networ

   Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
34

Cisco UCS Central XML API メソッドの説明
aaaCheckComputeAuthToken



k|ls-ext-access|fault){0,1}"/>
</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

<aaaCheckComputeAuthToken
cookie="<real_cookie>"
inToken="04541875309302299687211"
inUser="admin"/>

応答

<aaaCheckComputeAuthToken
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
outAllow="yes"
outRemote="no"
outAuthUser="admin"
outLocales=""
outPriv="admin,read-only">

</aaaCheckComputeAuthToken>

aaaCheckComputeExtAccess

aaaCheckComputeExtAccessメソッドは、指定したユーザが inDnパラメータで指定されたサーバに
アクセスできるかどうかを確認します。

要求構文

<xs:element name="aaaCheckComputeExtAccess" type="aaaCheckComputeExtAccess"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaCheckComputeExtAccess" mixed="true">
<xs:attribute name="inDn" type="referenceObject"/>
<xs:attribute name="inUser">

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

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="aaaCheckComputeExtAccess" type="aaaCheckComputeExtAccess"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaCheckComputeExtAccess" mixed="true">
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<xs:attribute name="outAllow">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</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

<aaaCheckComputeExtAccess
cookie="<real_cookie>"
inDn="sys/Chassis-1/blade-2"
inUser="gopis"/>

応答

<aaaCheckComputeExtAccess
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
outAllow="no">

</aaaCheckComputeExtAccess>

aaaGetNComputeAuthTokenByDn

aaaGetNComputeAuthTokenByDnメソッドは、TokenLoginの認証トークンをDNによって指定され
た特定のサーバに返します。

要求構文

<xs:element name="aaaGetNComputeAuthTokenByDn" type="aaaGetNComputeAuthTokenByDn"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaGetNComputeAuthTokenByDn" mixed="true">
<xs:attribute name="inDn">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="inNumberOf" type="xs:unsignedByte"/>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

</xs:complexType>
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応答構文

<xs:element name="aaaGetNComputeAuthTokenByDn" type="aaaGetNComputeAuthTokenByDn"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaGetNComputeAuthTokenByDn" mixed="true">
<xs:attribute name="outUser">

<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="outTokens" 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

<aaaGetNComputeAuthTokenByDn
cookie="<real_cookie>"
inDn="sys/chassis-1/blade-2"
inNumberOf="5"/>

応答

<aaaGetNComputeAuthTokenByDn
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
outUser="__computeToken__"
outTokens="35505994195216127267211,93595551908527060232451,11769973096057301593991,527
29538672765491844031,73106643969990280919791">

</aaaGetNComputeAuthTokenByDn>

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。

要求構文

<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: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"/>
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<xs:attribute name="invocationResult" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

例

要求

<aaaKeepAlive
cookie="<real_cookie>" />

応答

<aaaKeepAlive
cookie="<real_cookie>"
commCookie="11/15/0/2969"
srcExtSys="10.193.33.109"
destExtSys="10.193.33.109"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="mgmt-controller_dme"
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 UCS Central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">
<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">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="510"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<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="((ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equipment|ls-con
fig-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security|ls-config|
ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod-config|ls-
server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-security|ls-netwo
rk-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-network|ls-ext-ac
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cess|fault),){0,35}(ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equip
ment|ls-config-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security
|ls-config|ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod
-config|ls-server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-securi
ty|ls-network-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-networ
k|ls-ext-access|fault){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="Nbv12345"/>

応答

<aaaLogin
cookie=""
response="yes"
outCookie="<real_cookie>"
outRefreshPeriod="600"
outPriv="admin,read-only"
outDomains=""
outChannel="noencssl"
outEvtChannel="noencssl"
outSessionId="web_41246_A"
outVersion="1.4(0.61490)">

</aaaLogin>
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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="xs:string"/>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<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
inCookie="<real_cookie>"/>

応答

<aaaLogout
cookie=""
response="yes"
outStatus="success">

</aaaLogout>

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 UCS Central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。
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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。

（注）

要求構文

<xs:element name="aaaRefresh" type="aaaRefresh" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaRefresh" mixed="true">

<xs:attribute name="inName">
<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">

<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="xs:string"/>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<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="((ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equipment|ls-con
fig-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security|ls-config|
ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod-config|ls-
server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-security|ls-netwo
rk-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-network|ls-ext-ac
cess|fault),){0,35}(ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equip
ment|ls-config-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security
|ls-config|ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod
-config|ls-server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-securi
ty|ls-network-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-networ
k|ls-ext-access|fault){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>
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<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>"
inName="admin"
inPassword="Nbv12345"
inCookie="<real_cookie>"/>

応答

<aaaRefresh
cookie="<real_cookie>"
commCookie="" srcExtSys="0.0.0.0"
destExtSys="0.0.0.0"
srcSvc=""
destSvc=""
response="yes"
outCookie="<real_cookie>"
outRefreshPeriod="7200"
outPriv="admin"
outDomains=""
outChannel="fullssl"
outEvtChannel="fullssl">

</aaaRefresh>

aaaTokenLogin

aaaTokenLoginメソッドは、渡されたトークンに基づいてユーザにアクセスを許可します。システ
ムへのアクセスを許可するためにパスワードを使用する代わりに、これらのトークンがユーザを

認証します。トークンは aaaGetNComputeAuthTokenメソッドによって作成されます。

要求構文

<xs:element name="aaaTokenLogin" type="aaaTokenLogin" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaTokenLogin" mixed="true">

<xs:attribute name="inName">
<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="inToken">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>
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<xs:maxLength value="510"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="aaaTokenLogin" type="aaaTokenLogin" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="aaaTokenLogin" 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="((ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equipment|ls-con
fig-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security|ls-config|
ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod-config|ls-
server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-security|ls-netwo
rk-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-network|ls-ext-ac
cess|fault),){0,35}(ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equip
ment|ls-config-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security
|ls-config|ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod
-config|ls-server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-securi
ty|ls-network-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-networ
k|ls-ext-access|fault){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>
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例

要求

<aaaTokenLogin
inName="admin"
inToken="80278502964410805791351" />

応答

<aaaTokenLogin cookie=""
response="yes"
outCookie="<real_cookie>"
outRefreshPeriod="600"
outPriv="admin,read-only"
outDomains=""
outChannel="noencssl"
outEvtChannel="noencssl"
outSessionId="web_49374_A"
outVersion="1.4(0.61490)">

</aaaTokenLogin>

aaaTokenRefresh

aaaTokenRefreshメソッドは現在の TokenLoginセッションをリフレッシュします。

要求構文

<xs:element name="aaaTokenRefresh" type="aaaTokenRefresh"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaTokenRefresh" mixed="true">
<xs:attribute name="inName">

<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="inCookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="aaaTokenRefresh" type="aaaTokenRefresh"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="aaaTokenRefresh" 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="((ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equipment|ls-con
fig-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security|ls-config|
ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod-config|ls-
server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-security|ls-netwo
rk-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-network|ls-ext-ac
cess|fault),){0,35}(ext-lan-policy|pn-maintenance|ls-security-policy|pod-security|pn-equip
ment|ls-config-policy|ext-san-policy|ls-security|aaa|power-mgmt|read-only|ext-lan-security
|ls-config|ls-server-policy|pod-qos|pn-policy|ls-storage-policy|admin|ext-san-security|pod
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-config|ls-server|ext-lan-qos|ls-storage|ls-qos-policy|operations|ext-lan-config|pn-securi
ty|ls-network-policy|pod-policy|ext-san-qos|ls-qos|ls-server-oper|ext-san-config|ls-networ
k|ls-ext-access|fault){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="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

<aaaTokenRefresh
inName="admin"
inCookie="<real_cookie>" />

応答

<aaaTokenRefresh
cookie=""
response="yes"
outCookie="<real_cookie>"
outRefreshPeriod="600"
outPriv="admin,read-only"
outDomains=""
outChannel="noencssl"
outEvtChannel="noencssl">

</aaaTokenRefresh>

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">
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<xs:all>
<xs:element name="inConfig" type="configConfig" minOccurs="0"/>

</xs:all>
<xs:attribute name="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

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
dn=""
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false">
<inConfig>

<aaaLdapEp
attribute="CiscoAvPair"
basedn="dc=pasadena,dc=cisco,dc=com"
descr=""
dn="sys/ldap-ext"
filter="sAMAccountName=$userid"
retries="1"
status="modified"
timeout="30"/>

</inConfig>
</configConfMo>

応答

<configConfMo
dn=""
cookie="<real_cookie>"
commCookie="11/15/0/28"
srcExtSys="10.193.33.101"
destExtSys="10.193.33.101"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="mgmt-controller_dme"
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response="yes">
<outConfig>

<aaaLdapEp
attribute="CiscoAvPair"
basedn="dc=pasadena,dc=cisco,dc=com"
childAction="deleteNonPresent"
descr=""
dn="sys/ldap-ext"
filter="sAMAccountName=$userid"
fsmDescr=""
fsmPrev="updateEpSuccess"
fsmProgr="100"
fsmStageDescr=""
fsmStamp="2010-11-22T23:41:01.826"
fsmStatus="nop"
fsmTry="0"
intId="10027"
name=""
retries="1"
status="modified"
timeout="30"/>

</outConfig>
</configConfMo>

configConfMos

configConfMosメソッドは DNを使用して複数のサブツリーの管理対象オブジェクトを設定しま
す。

要求構文

<xs:element name="configConfMos" type="configConfMos" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configConfMos" mixed="true">

<xs:all>
<xs:element name="inConfigs" type="configMap" minOccurs="0">

<xs:unique name="unique_map_key_2">
<xs:selector xpath="pair"/>
<xs:field xpath="@key"/>

</xs:unique>
</xs:element>

</xs:all>
<xs:attribute name="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

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

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="configConfMos" type="configConfMos" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="configConfMos" mixed="true">

<xs:all>
<xs:element name="outConfigs" type="configMap" minOccurs="0">

<xs:unique name="unique_map_key_5">
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<xs:selector xpath="pair"/>
<xs:field xpath="@key"/>

</xs:unique>
</xs:element>

</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:complexType>

例

要求

<configConfMos
cookie="<real_cookie>">
<inConfigs>

<pair key="org-root/logprof-default">
<policyLogProfile dn="org-root/logprof-default"
name="default"
level="debug1"
size="10000000"
backupCount="4"/>

</pair>

<!-- Update Controller Device Profile -->
<pair key="org-root/controller-profile-default">

<policyControllerDeviceProfile
dn="org-root/controller-profile-default"
adminState="enabled">
.
<commDnsProvider hostip="171.70.168.183" order="1"/>
<commDnsProvider hostip="171.68.226.120" order="2"/>
<commDnsProvider hostip="64.102.6.247" order="3"/>

</policyControllerDeviceProfile>
</pair>

</inConfigs>
</configConfMos>

応答

<configConfMos
cookie="<real_cookie>"
commCookie="7/15/0/1a74"
srcExtSys="10.193.34.70"
destExtSys="10.193.34.70"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="policy-mgr_dme"
response="yes">
<outConfigs>

<pair key="org-root/logprof-default">
<policyLogProfile

adminState="enabled"
backupCount="4"
descr="the log level for every process"
dn="org-root/logprof-default"
intId="10065"
level="debug1"
name="default"
size="10000000"/>

</pair>
<pair key="org-root/controller-profile-default">

.

./>
</pair>

</outConfigs>
</configConfMos>
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configUCEstimateImpact

configEstimateImpactメソッドは、実行中のサービス中断の観点から、一連の管理対象オブジェク
トの変更の影響を推定します。たとえば、更新テンプレートで使用される UUIDプールを変更す
ると、そのテンプレートからインスタンス化されるサービスプロファイルに関連付けられている

サーバのリブートが必要になる場合があります。

ユーザは、変更セットをこのメソッドに渡して、対応する ImpactAnalyzerオブジェクトを検査す
ることによって、このセットの影響を推定することができます。出力パラメータは、ユーザが渡

した変更の対応する ImpactAnalyzerオブジェクトの DNです。ユーザはこの ImpactAnalyzerオブ
ジェクトの configMoChangeEventをリッスンする必要があります。この ImpactAnalyzerオブジェ
クトの状態が「complete」である場合、ユーザはこの ImpactAnalyzerオブジェクトを解決すること
によって、見積の影響の結果を取得することができます。

見積結果には次の情報が含まれます。

•変更が中断を伴うかどうか（サービスプロファイルに関連付けられたサーバのリブートが必
要か、など）。

•変更が起因して設定の問題が発生するかどうか、および発生した場合はその問題のタイプ。

•分析される UCSドメインの数。

•影響を受ける UCSドメインの数。

•中断される UCSドメインの数。

•可視性が失われる UCSドメインの数。

•タイムアウトになる UCSドメインの数。

•影響を受けるサーバの数。

•変更の要約。

•変更が適用されるタイミング（即時、ユーザの確認応答後、スケジュールされたメンテナン
スウィンドウの発生時など）。

パラメータは次のように定義されます。

• configs：評価される変更セット（管理対象オブジェクトの追加、削除、または変更）。

• ImpactAnalyzerID（オプション）

• outImpactAnalyzerDN：対応する ImpactAnalyzerオブジェクトの DN。

要求構文

<xs:element name="configUCEstimateImpact" type="configUCEstimateImpact"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configUCEstimateImpact" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inConfigs" type="configMap" minOccurs="0">
<xs:unique name="unique_map_key_3">
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<xs:selector xpath="pair"/>
<xs:field xpath="@key"/>

</xs:unique>
</xs:element>

</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="configUCEstimateImpact" type="configUCEstimateImpact"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configUCEstimateImpact" 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=" ImpactAnalyzerDn " type=" referenceObject "/>

</xs:complexType>

例

要求

<configUCEstimateImpact
cookie="<real_cookie>"
inImpactAnalyzerId="0">

<inConfigs>
<pair key="org-root/org-orgs/ls-gsp">

<lsServer
biosProfileName="global-SRIOV"
dn="org-root/org-orgs/ls-gsp"
status="modified"/>

</pair>
</inConfigs>

</configUCEstimateImpact>

応答

<configUCEstimateImpact
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="0"
errorDescr=""
outImpactAnalyzerDn="impactanalyzer-ep/impact-analyzer-1401723100">
</configUCEstimateImpact>

configFindDependencies

configFindDependenciesメソッドは、指定されたポリシーのデバイスポリシーの詳細を返します。

要求構文

<xs:element name="configFindDependencies" type="configFindDependencies"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configFindDependencies" mixed="true">
<xs:attribute name="inReturnConfigs">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="configFindDependencies" type="configFindDependencies"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configFindDependencies" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="outConfigs" type="configSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="outHasDep">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</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:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

例

要求

<configFindDependencies
dn="org-root/fw-host-pack-host-pack-6625"
cookie="<real_cookie>"
inReturnConfigs="yes">

</configFindDependencies>

応答

<configFindDependencies
dn="org-root/fw-host-pack-host-pack-6625"
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="0"
errorDescr=""
outHasDep="yes">
<outConfigs>

<lsServer
agentPolicyName=""
assignState="assigned"
assocState="associated"
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biosProfileName=""
bootPolicyName=""
configQualifier=""
configState="applied"
descr=""
dn="org-root/ls-service-profile-5"
dynamicConPolicyName=""
extIPState="none"
fltAggr="0"
fsmDescr=""
fsmFlags=""
fsmPrev="ConfigureSuccess"
fsmProgr="100"
fsmRmtInvErrCode="none"
fsmRmtInvErrDescr=""
fsmRmtInvRslt=""
fsmStageDescr=""
fsmStamp="2011-01-10T23:51:28.310"
fsmStatus="nop"
fsmTry="0"
hostFwPolicyName="host-pack-6625"
identPoolName=""
intId="29191" localDiskPolicyName=""
maintPolicyName=""
mgmtAccessPolicyName=""
mgmtFwPolicyName="m-firmware-1"
name="service-profile-5"
operBiosProfileName=""
operBootPolicyName="org-root/boot-policy-default"
operDynamicConPolicyName=""
operHostFwPolicyName="org-root/fw-host-pack-host-pack-6625"
operIdentPoolName="org-root/uuid-pool-default"
operLocalDiskPolicyName="org-root/local-disk-config-default"
operMaintPolicyName="org-root/maint-default"
operMgmtAccessPolicyName=""
operMgmtFwPolicyName="org-root/fw-mgmt-pack-m-firmware-1"
operPowerPolicyName="org-root/power-policy-default"
operScrubPolicyName="org-root/scrub-default"
operSolPolicyName=""
operSrcTemplName=""
operState="ok"
operStatsPolicyName="org-root/thr-policy-default"
operVconProfileName=""
owner="management"
pnDn="sys/chassis-1/blade-5"
powerPolicyName="default"
scrubPolicyName=""
solPolicyName=""
srcTemplName=""
statsPolicyName="default"
type="instance"
usrLbl=""
uuid="derived"
uuidSuffix="0000-000000000000"
vconProfileName=""/>

</outConfigs>
</configFindDependencies>

configMoChangeEvent

configMoChangeEventメソッドは、イベントサブスクリプションの結果として、CiscoUCSCentral
からのイベントの詳細を提供します。statusプロパティはイベント（inEidで示される）の生成を
促したアクションを示します。これは、加入者に Cisco UCS Centralから送信される要求です。応
答はありません。
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要求構文

<xs:element name="configMoChangeEvent" type="configMoChangeEvent"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configMoChangeEvent" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inConfig" type="configConfig" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="inEid" type="xs:unsignedLong"/>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="configMoChangeEvent" type="configMoChangeEvent"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configMoChangeEvent" 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

<configMoChangeEvent
cookie="<real_cookie>"
inEid="174712">
<inConfig>

<callhomeEp
dn="call-home"
fsmPrev="configCallhomeSetLocal"
fsmStamp="2008-10-16T17:59:25"
fsmTry="11"
status="modified"/>

</inConfig>
</configMoChangeEvent>

<configMoChangeEvent
cookie="<real_cookie>"
inEid="174713">
<inConfig>

<mgmtIf
dn="sys/switch-A/mgmt/if-1"
fsmPrev="SwMgmtOobIfConfigSwitch"
fsmStamp="2008-10-16T17:59:25"
fsmTry="9"
status="modified"/>

</inConfig>
</configMoChangeEvent>

<configMoChangeEvent
cookie="<real_cookie>"
inEid="174714">
<inConfig>

<eventRecord
affected="sys/sysdebug/file-export"
cause="transition"
created="2008-10-16T17:59:25"
descr="[FSM:STAGE:RETRY:8]: configuring automatic core file export service on
local"

dn="event-log/54344"

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
53

Cisco UCS Central XML API メソッドの説明
configMoChangeEvent



id="54344"
ind="state-transition"
severity="info"
status="created"
trig="special"
txId="24839"
user="internal"/>

</inConfig>
</configMoChangeEvent>

応答

このメソッドには応答がありません。

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。返される子の数を減らすためにフィルタを使用できます。

要求構文

<xs:element name="configResolveChildren" type="configResolveChildren"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configResolveChildren" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inFilter" type="filterFilter" minOccurs="0"/>
</xs:all>

<xs:attribute name="inDn" type="referenceObject"/>

<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<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"/>
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<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="1404678970/dc1f40e5-1627-4ef8-96b1-ea680dde9e96"

classId="computeScrubPolicy"
inDn="org-root"
inHierarchical="false">

<inFilter>
</inFilter>

</configResolveChildren>

応答

<configResolveChildren
cookie="1404678970/dc1f40e5-1627-4ef8-96b1-ea680dde9e96"
commCookie="7/16/0/25c"
srcExtSys="10.193.219.18"
destExtSys="10.193.219.18"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="central-mgr_dme"
response="yes"
classId="computeScrubPolicy">
<outConfigs>

<computeScrubPolicy
biosSettingsScrub="no"
descr=""
diskScrub="no"
dn="org-root/scrub-global-default"
flexFlashScrub="no"
intId="10238"
name="global-default"
policyLevel="0"
policyOwner="local"/>
</outConfigs>

</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:all>

<xs:element name="inFilter" type="filterFilter" minOccurs="0"/>
</xs:all>
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<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

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

<xs:attribute name="classId" type="namingClassId"/>

</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="1404678970/dc1f40e5-1627-4ef8-96b1-ea680dde9e96"

classId="orgOrg"
inHierarchical="false">

<inFilter>
<eq class="orgOrg" property="level" value="root"/>

</inFilter>
</configResolveClass>

応答

<configResolveClass
cookie="1404678970/dc1f40e5-1627-4ef8-96b1-ea680dde9e96"
commCookie="7/16/0/259"
srcExtSys="10.193.219.18"
destExtSys="10.193.219.18"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="policy-mgr_dme"
response="yes"
classId="orgOrg">
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<outConfigs>

<orgOrg
descr=""
dn="org-root"
fltAggr="0"
level="root"
name="root"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

configResolveClasses

configResolveClassesメソッドは、いくつか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="configResolveClasses" type="configResolveClasses"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configResolveClasses" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inIds" type="classIdSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>

<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

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

</xs:complexType>

応答構文

xs:element name="configResolveClasses" type="configResolveClasses"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configResolveClasses" 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:complexType>
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例

要求

<configResolveClasses
cookie="1404678816/cf7e8059-db95-405d-9789-d6621a129c41"
inHierarchical="false">
<inIds>
<Id value="equipmentChassis"/>
<Id value="computePhysical"/></inIds>
</configResolveClasses>

応答

<configResolveClasses
cookie="1404678816/cf7e8059-db95-405d-9789-d6621a129c41"
commCookie="5/16/0/7f2"
srcExtSys="10.193.219.12"
destExtSys="10.193.219.12"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="resource-mgr_dme"
response="yes">
<outConfigs>

<equipmentChassis
adminState="acknowledged"
configState="ok"
connPath="A,B"
connStatus="A,B"
dn="compute/sys-1008/chassis-1"
.
./>

<equipmentChassis
adminState="acknowledged"
configState="ok"
connPath="A,B"
connStatus="A,B"
dn="compute/sys-1009/chassis-1"
.
./>

<computeRackUnit
adminPower="policy"
adminState="in-service"
assignedToDn=""
association="none"
availability="available"
availableMemory="16384"
checkPoint="discovered"
connPath="A,B"
connStatus="A,B"
descr=""
discovery="complete"
dn="compute/sys-1009/rack-unit-3"
.
./>

<computeRackUnit
adminPower="policy"
adminState="in-service"
.
./>
</outConfigs>

</configResolveClasses>
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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">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

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

<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>
</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>

例

要求

<configResolveDn cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
inHierarchical="false" dn="compute/sys-1009/chassis-1/blade-1"/>

応答

<configResolveDn
dn="compute/sys-1009/chassis-1/blade-1"
cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
commCookie="18/16/0/802"
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srcExtSys="10.193.219.12"
destExtSys="10.193.219.12"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="central-mgr_dme"
response="yes">
<outConfig>
<computeBlade
adminPower="policy"
adminState="in-service"
assignedToDn=""
association="none"
availability="available"
availableMemory="65536"
chassisId="1"
checkPoint="discovered"
connPath="A,B"
connStatus="A,B"
descr=""
discovery="complete"
dn="compute/sys-1009/chassis-1/blade-1"
.
./>
</outConfig>

</configResolveDn>

configResolveDns

configResolveDnsメソッドは DNのリストの管理対象オブジェクトを取得します。

要求構文

<xs:element name="configResolveDns" type="configResolveDns"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configResolveDns" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inDns" type="dnSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>

<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

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

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="configResolveDns" type="configResolveDns"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configResolveDns" mixed="true">
<xs:all>
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<xs:element name="outConfigs" type="configSet" minOccurs="0"/>
<xs:element name="outUnresolved" type="dnSet" 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:complexType>

例

要求

<configResolveDns
cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
inHierarchical="false">
<inDns>
<dn value="compute/sys-1009/chassis-1/blade-1" />
<dn value="compute/sys-1009/chassis-1/blade-2" />
</inDns>
</configResolveDns>

応答

<configResolveDns
cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
commCookie="18/16/0/806"
srcExtSys="10.193.219.12"
destExtSys="10.193.219.12"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="central-mgr_dme"
response="yes">
<outConfigs>

<computeBlade
adminPower="policy"
adminState="in-service"
assignedToDn=""
association="none"
availability="available"
availableMemory="65536"
chassisId="1"
checkPoint="discovered"
connPath="A,B"
connStatus="A,B"
descr=""
discovery="complete"
dn="compute/sys-1009/chassis-1/blade-1"
.
./>

<computeBlade
adminPower="policy"
adminState="in-service"
assignedToDn=""
association="none"
availability="available"
availableMemory="65536"
chassisId="1"
checkPoint="discovered"
connPath="A,B"
connStatus="A,B"
descr=""
discovery="complete"
dn="compute/sys-1009/chassis-1/blade-2"
.
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./>
</outConfigs>
<outUnresolved>
</outUnresolved>

</configResolveDns>

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">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

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

<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>
</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"/>
<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

<configResolveParent
cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
inHierarchical="false"
dn="compute/sys-1009/chassis-1/blade-1"/>

応答

<configResolveParent
dn="compute/sys-1009/chassis-1/blade-1"
cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
commCookie="18/16/0/809"
srcExtSys="10.193.219.12"
destExtSys="10.193.219.12"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="central-mgr_dme"
response="yes">
<outConfig>
<equipmentChassis
adminState="acknowledged"
configState="ok"
connPath="A,B"
connStatus="A,B"
dn="compute/sys-1009/chassis-1"
.
./>
</outConfig>

</configResolveParent>

configScope

configScopeメソッドは、管理対象オブジェクトとその設定の詳細を返します。

要求構文

<xs:element name="configScope" type="configScope" substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configScope" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inFilter" type="filterFilter" minOccurs="0"/>
</xs:all>

<xs:attribute name="inClass" type="namingClassId"/>

<xs:attribute name="inHierarchical">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="inRecursive">
<xs:simpleType>

<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
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<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>

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

<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="configScope" type="configScope" substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="configScope" 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="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

例

要求

<configScope
dn="org-root/org-org-1/org-org-2"
cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
inClass="vnicLanConnPolicy"
inHierarchical="false"
inRecursive="false">

<inFilter>
</inFilter>
</configScope>

応答

<configScope
dn="org-root/org-org-1/org-org-2"
cookie="1404678949/0379711c-d777-4b7b-8432-7b62b3b40d85"
commCookie="18/16/0/814"
srcExtSys="10.193.219.12"
destExtSys="10.193.219.12"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="central-mgr_dme"
response="yes">
<outConfigs>

<vnicLanConnPolicy
descr=""
dn="org-root/org-org-1/org-org-2/lan-conn-pol-lcp-1"
fltAggr="0"
intId="13667"
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name="lcp-1"
policyLevel="3"
policyOwner="policy"/>

<vnicLanConnPolicy
descr=""
dn="org-root/org-org-1/org-org-2/lan-conn-pol-lcp-2"
fltAggr="0"
intId="13668"
name="lcp-2"
policyLevel="3"
policyOwner="policy"/>
</outConfigs>

</configScope>

eventSubscribe

eventSubscribeメソッドによって、システム内のすべてのオブジェクト変更（作成、変更、または
削除）を含む、Cisco UCS Centralが生成した非同期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CiscoUCSCentralからのイ
ベント通知を受けるように登録できます。イベントが発生したときに、Cisco UCS Central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:all>

<xs:element name="inFilter" type="filterFilter" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

</xs:complexType>

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>
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例

要求

<eventSubscribe
cookie="<real_cookie>">
<inFilter>
</inFilter>

</eventSubscribe>

応答

NO RESPONSE OR ACKNOWLEDGMENT.

eventUnsubscribe

eventUnsubscribeメソッドによって、クライアントはCiscoUCSCentralで生成された非同期イベン
トの登録を解除でき、eventSubscribeによって生成されたイベントサブスクリプションを無効にす
ることができます。

次の例に示すように、イベントの登録を解除するために 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:all>

<xs:element name="inFilter" type="filterFilter" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<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"/>

</xs:complexType>

例

要求

<eventUnsubscribe
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cookie="<real_cookie>">
<inFilter>
</inFilter>

</eventUnsubscribe>

応答

NO RESPONSE OR ACKNOWLEDGMENT.

faultAckFaultByDn

faultAckFaultByDnメソッドは、入力として DNを使用して、障害に対して確認応答を行います。
確認応答は、障害の重大度をクリアとしてマークします。自動クリアとして分類された障害は、

応答確認を必要としません。

要求構文

<!--
- Method: fault:AckFaultByDn

-->
<xs:element name="faultAckFaultByDn" type="faultAckFaultByDn"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="faultAckFaultByDn" mixed="true">
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>

<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<!--
- Method: fault:AckFaultByDn

-->
<xs:element name="faultAckFaultByDn" type="faultAckFaultByDn"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="faultAckFaultByDn" 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:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

例

要求

<faultAckFaultByDn
cookie="1401767820/1a87c1cc-9198-4272-b769-acb2aa151c8d"
dn="sys/switch-A/stor-part-bootflash/fault-F10000336">
</faultAckFaultByDn>

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
67

Cisco UCS Central XML API メソッドの説明
faultAckFaultByDn



応答

<faultAckFaultByDn
dn="sys/switch-A/stor-part-bootflash/fault-F10000336"
cookie="1401767820/1a87c1cc-9198-4272-b769-acb2aa151c8d"
commCookie="18/16/0/98e"
srcExtSys="10.193.219.18"
destExtSys="10.193.219.18"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="central-mgr_dme"
response="yes">
</faultAckFaultByDn>

faultAckFaultsByDn

faultAckFaultsByDnメソッドは、入力としてDNを使用して、複数の障害に対して確認応答を行い
ます。確認応答は、障害の重大度をクリアとしてマークします。自動クリアとして分類された障

害は、応答確認を必要としません。

要求構文

<!--
- Method: fault:AckFaultsByDn

-->
<xs:element name="faultAckFaultsByDn" type="faultAckFaultsByDn"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="faultAckFaultsByDn" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inDns" type="dnSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>

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

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="faultAckFaults" type="faultAckFaults"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="faultAckFaults" 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

<faultAckFaultsByDn
cookie="1401767820/1a87c1cc-9198-4272-b769-acb2aa151c8d">
<inDns>
<dn
value="sys/corefiles/file-1401449743_SAM_kondal-vm-aub115_svc_centralMgr__log.11944.tar.gz/fault-F10000005"/>
<dn value="org-root/wwn-pool-global-node-default/fault-F10000200"/>
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</inDns>
</faultAckFaultsByDn>

応答

<faultAckFaultsByDn
cookie="1401767820/1a87c1cc-9198-4272-b769-acb2aa151c8d"
commCookie="18/16/0/99c"
srcExtSys="10.193.219.18"
destExtSys="10.193.219.18"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="central-mgr_dme"
response="yes">
</faultAckFaultsByDn>

lsClone

lsCloneメソッドは、サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートのクロー
ンを作成します。

要求構文

<xs:element name="lsClone" type="lsClone" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="lsClone" mixed="true">

<xs:attribute name="inTargetOrg" type="referenceObject"/>
<xs:attribute name="inServerName">

<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="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="lsClone" type="lsClone" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="lsClone" 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"/>
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</xs:complexType>

例

サービスプロファイルのクローン作成とサービスプロファイルテンプレートのクローン作成の、

2つの例を示します。

要求（サービスプロファイル）

<lsClone
dn="org-root/ls-SP1"
cookie="<real_cookie>"
inTargetOrg="org-root"
inServerName="CP-1"
inHierarchical="no">

</lsClone>

応答（サービスプロファイル）

<lsClone
dn="org-root/ls-SP1"
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="0"
errorDescr="">
<outConfig>

<lsServer
agentPolicyName=""
assignState="unassigned"
assocState="unassociated"
biosProfileName=""
bootPolicyName=""
configQualifier=""
configState="not-applied"
descr=""
dn="org-root/ls-CP-1"
dynamicConPolicyName=""
extIPState="none"
fltAggr="0"
hostFwPolicyName=""
identPoolName="default"
intId="52365"
localDiskPolicyName="default"
maintPolicyName=""
mgmtAccessPolicyName=""
mgmtFwPolicyName=""
name="CP-1"
operBiosProfileName=""
operBootPolicyName=""
operDynamicConPolicyName=""
operHostFwPolicyName=""
operIdentPoolName=""
operLocalDiskPolicyName=""
operMaintPolicyName=""
operMgmtAccessPolicyName=""
operMgmtFwPolicyName=""
operPowerPolicyName=""
operScrubPolicyName=""
operSolPolicyName=""
operSrcTemplName=""
operState="unassociated"
operStatsPolicyName=""
operVconProfileName=""
owner="management"
pnDn=""
powerPolicyName="default"
scrubPolicyName=""
solPolicyName=""
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srcTemplName="service-templ-001"
statsPolicyName="default"
status="created"
type="instance"
usrLbl=""
uuid="derived"
uuidSuffix="0000-000000000000"
vconProfileName=""/>

</outConfig>
</lsClone>

要求（サービスプロファイルテンプレート）

<lsClone
dn="org-root/ls-template-3"
cookie="<real_cookie>"
inTargetOrg="org-root"
inServerName="CT-1"
inHierarchical="no">

</lsClone>

応答（サービスプロファイルテンプレート）

<lsClone
dn="org-root/ls-template-3"
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="0"
errorDescr="">
<outConfig>

<lsServer
agentPolicyName=""
assignState="unassigned"
assocState="unassociated"
biosProfileName=""
bootPolicyName=""
configQualifier=""
configState="not-applied"
descr=""
dn="org-root/ls-CT-1"
dynamicConPolicyName=""
extIPState="none"
fltAggr="0"
hostFwPolicyName=""
identPoolName="default"
intId="52389"
localDiskPolicyName=""
maintPolicyName=""
mgmtAccessPolicyName=""
mgmtFwPolicyName=""
name="CT-1"
operBiosProfileName=""
operBootPolicyName=""
operDynamicConPolicyName=""
operHostFwPolicyName=""
operIdentPoolName=""
operLocalDiskPolicyName=""
operMaintPolicyName=""
operMgmtAccessPolicyName=""
operMgmtFwPolicyName=""
operPowerPolicyName=""
operScrubPolicyName=""
operSolPolicyName=""
operSrcTemplName=""
operState="unassociated"
operStatsPolicyName=""
operVconProfileName=""
owner="management"
pnDn=""
powerPolicyName="default"
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scrubPolicyName=""
solPolicyName=""
srcTemplName=""
statsPolicyName="default"
status="created"
type="updating-template"
usrLbl=""
uuid="derived"
uuidSuffix="0000-000000000000"
vconProfileName=""/>

</outConfig>
</lsClone>

lsInstantiateNNamedTemplate

lsInstantiateNNamedTemplateメソッドは、指定したサービスプロファイルテンプレートを取得し、
目的の数のサービスプロファイルをインスタンス化します。このメソッドは、次のパラメータを

使用します。

• dn：新しいサービスプロファイルをインスタンス化するために使用されるサービステンプ
レートを指定します。

• nameSet：インスタンス化するサービスプロファイル名を格納します。

• targetOrg：これらのサービスプロファイルをインスタンス化する組織を指定します。

要求構文

<xs:element name="lsInstantiateNNamedTemplate" type="lsInstantiateNNamedTemplate"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="lsInstantiateNNamedTemplate" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inNameSet" type="dnSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="inTargetOrg" type="referenceObject"/>
<xs:attribute name="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="lsInstantiateNNamedTemplate" type="lsInstantiateNNamedTemplate"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="lsInstantiateNNamedTemplate" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="outConfigs" type="configSet" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
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<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

<lsInstantiateNNamedTemplate
dn="org-root/ls-service-template-001"
cookie="<real_cookie>"
inTargetOrg="org-root"
inHierarchical="no">
<inNameSet>

<dn value="service-profile-A"/>
<dn value="service-profile-B"/>
<dn value="service-profile-C"/>

</inNameSet>
</lsInstantiateNNamedTemplate>

応答

<lsInstantiateNNamedTemplate
dn="org-root/ls-service-template-001"
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="0"
errorDescr="">
<outConfigs>

<lsServer
agentPolicyName=""
assignState="unassigned"
assocState="unassociated"
biosProfileName=""
bootPolicyName=""
configQualifier=""
configState="not-applied"
descr=""
dn="org-root/ls-service-profile-A "
dynamicConPolicyName=""
.
.
status="created"
type="instance"
usrLbl=""
uuid="derived"
uuidSuffix="0000-000000000000"
vconProfileName=""/>

<lsServer
.

./>
<lsServer

.
./>

</outConfigs>
</lsInstantiateNNamedTemplate>

lsInstantiateNTemplate

lsInstantiateNTemplateメソッドは、テンプレートからいくつかの（N）サービスプロファイルを作
成します。
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要求構文

<xs:element name="lsInstantiateNTemplate" type="lsInstantiateNTemplate"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="lsInstantiateNTemplate" mixed="true">
<xs:attribute name="inTargetOrg" type="referenceObject"/>
<xs:attribute name="inServerNamePrefixOrEmpty">

<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="inNumberOf" type="xs:unsignedByte"/>
<xs:attribute name="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="lsInstantiateNTemplate" type="lsInstantiateNTemplate"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="lsInstantiateNTemplate" 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="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

例

要求

<lsInstantiateNTemplate
dn="org-root/ls-service-templ-001"
cookie="<real_cookie>"
inTargetOrg="org-root"
inServerNamePrefixOrEmpty="SP"
inNumberOf="2"
inHierarchical="no">

</lsInstantiateNTemplate>

応答

<lsInstantiateNTemplate
dn="org-root/ls-service-templ-001"
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cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="0"
errorDescr="">
<outConfigs>

<lsServer
agentPolicyName=""
assignState="unassigned"
assocState="unassociated"
biosProfileName=""
bootPolicyName=""
configQualifier=""
configState="not-applied"
descr=""
dn="org-root/ls-SP1"
dynamicConPolicyName=""
extIPState="none"
fltAggr="0"
hostFwPolicyName=""
identPoolName="default"
intId="52227"
localDiskPolicyName="default"
maintPolicyName=""
mgmtAccessPolicyName=""
mgmtFwPolicyName=""
name="SP1"
operBiosProfileName=""
operBootPolicyName=""
operDynamicConPolicyName=""
operHostFwPolicyName=""
operIdentPoolName=""
operLocalDiskPolicyName=""
operMaintPolicyName=""
operMgmtAccessPolicyName=""
operMgmtFwPolicyName=""
operPowerPolicyName=""
operScrubPolicyName=""
operSolPolicyName=""
operSrcTemplName=""
operState="unassociated"
operStatsPolicyName=""
operVconProfileName=""
owner="management"
pnDn=""
powerPolicyName="default"
scrubPolicyName=""
solPolicyName=""
srcTemplName="service-templ-001"
statsPolicyName="default"
status="created"
type="instance"
usrLbl=""
uuid="derived"
uuidSuffix="0000-000000000000"
vconProfileName=""/>

<lsServer
.

./>
</outConfigs>

</lsInstantiateNTemplate>

lsInstantiateTemplate

lsInstantiateTemplateメソッドは、指定されたテンプレートから 1つのサービスプロファイルを作
成します。
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要求構文

<xs:element name="lsInstantiateTemplate" type="lsInstantiateTemplate"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="lsInstantiateTemplate" mixed="true">
<xs:attribute name="inTargetOrg" type="referenceObject"/>

<xs:attribute name="inServerName">
<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="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="lsInstantiateTemplate" type="lsInstantiateTemplate"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="lsInstantiateTemplate" 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

<lsInstantiateTemplate
dn="org-root/ls-service-templ-001"
cookie="<real_cookie>"
inTargetOrg="org-root"
inServerName="SP1"
inHierarchical="no">

</lsInstantiateTemplate>

応答

<lsInstantiateTemplate
dn="org-root/ls-service-templ-001"
cookie="<real_cookie>"
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response="yes"
errorCode="0"
errorDescr="">
<outConfigs>

<lsServer
agentPolicyName=""
assignState="unassigned"
assocState="unassociated"
biosProfileName=""
bootPolicyName=""
configQualifier=""
configState="not-applied"
descr=""
dn="org-root/ls-SP1"
dynamicConPolicyName=""
extIPState="none"
fltAggr="0"
fsmDescr=""
fsmFlags=""
fsmPrev="nop"
fsmProgr="100"
fsmRmtInvErrCode="none"
fsmRmtInvErrDescr=""
fsmRmtInvRslt=""
fsmStageDescr=""
fsmStamp="never"
fsmStatus="nop"
fsmTry="0"
hostFwPolicyName=""
identPoolName="default"
intId="52227"
localDiskPolicyName="default"
maintPolicyName=""
mgmtAccessPolicyName=""
mgmtFwPolicyName=""
name="SP1"
operBiosProfileName=""
operBootPolicyName=""
operDynamicConPolicyName=""
operHostFwPolicyName=""
operIdentPoolName=""
operLocalDiskPolicyName=""
operMaintPolicyName=""
operMgmtAccessPolicyName=""
operMgmtFwPolicyName=""
operPowerPolicyName=""
operScrubPolicyName=""
operSolPolicyName=""
operSrcTemplName=""
operState="unassociated"
operStatsPolicyName=""
operVconProfileName=""
owner="management"
pnDn=""
powerPolicyName="default"
scrubPolicyName=""
solPolicyName=""
srcTemplName="service-templ-001"
statsPolicyName="default"
status="created"
type="instance"
usrLbl=""
uuid="derived"
uuidSuffix="0000-000000000000"
vconProfileName=""/>

</outConfigs>
</lsInstantiateTemplate>
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lsTemplatise

lsTemplatiseメソッドは、指定したサービスプロファイルからテンプレートを作成します。

要求構文

<xs:element name="lsTemplatise" type="lsTemplatise" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="lsTemplatise" mixed="true">

<xs:attribute name="inTargetOrg" type="referenceObject"/>

<xs:attribute name="inTemplateName">
<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="inTemplateType">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="instance"/>
<xs:enumeration value="initial-template"/>
<xs:enumeration value="updating-template"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="lsTemplatise" type="lsTemplatise" substitutionGroup="externalMethod"/>
<xs:complexType name="lsTemplatise" 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

<lsTemplatise
dn="org-root/ls-SP1"
cookie="<real_cookie>"
inTargetOrg="org-root"
inTemplateName="tempate-2"
inTemplateType="initial-template"
inHierarchical="no">

</lsTemplatise>

応答

<lsTemplatise
dn="org-root/ls-SP1"
cookie="<real_cookie>"
response="yes"
errorCode="0"
errorDescr="">
<outConfig>

<lsServer
agentPolicyName=""
assignState="unassigned"
assocState="unassociated"
biosProfileName=""
bootPolicyName=""
configQualifier=""
configState="not-applied"
descr=""
dn="org-root/ls-tempate-2"
dynamicConPolicyName=""
extIPState="none"
fltAggr="0"
hostFwPolicyName=""
identPoolName="default"
intId="52339"
localDiskPolicyName="default"
maintPolicyName=""
mgmtAccessPolicyName=""
mgmtFwPolicyName=""
name="tempate-2"
operBiosProfileName=""
operBootPolicyName=""
operDynamicConPolicyName=""
operHostFwPolicyName=""
operIdentPoolName=""
operLocalDiskPolicyName=""
operMaintPolicyName=""
operMgmtAccessPolicyName=""
operMgmtFwPolicyName=""
operPowerPolicyName=""
operScrubPolicyName=""
operSolPolicyName=""
operSrcTemplName=""
operState="unassociated"
operStatsPolicyName=""
operVconProfileName=""
owner="management"
pnDn=""
powerPolicyName="default"
scrubPolicyName=""
solPolicyName=""
srcTemplName="service-templ-001"
statsPolicyName="default"
status="created"
type="initial-template"
usrLbl=""
uuid="derived"
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uuidSuffix="0000-000000000000"
vconProfileName=""/>

</outConfig>
</lsTemplatise>

poolResolveInScope

poolResolveInScopeメソッドは、指定したDNを使用して、プールと親プール（任意）をルートま
で再帰的に検索します。プールがない場合は、空のマップが返されます。プールが存在する場合、

このメソッドは指定したクラスおよびフィルタですべてのプールを検索します。

inSingleLevel = falseの場合、このメソッドは親プールをルートまで再帰的に検索します。（注）

要求構文

<xs:element name="poolResolveInScope" type="poolResolveInScope"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="poolResolveInScope" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="inFilter" type="filterFilter" minOccurs="0"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="inClass" type="namingClassId"/>
<xs:attribute name="inSingleLevel">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="inHierarchical">

<xs:simpleType>
<xs:union memberTypes="xs:boolean">

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="no"/>
<xs:enumeration value="yes"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:union>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cookie" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="response" type="YesOrNo"/>
<xs:attribute name="dn" type="referenceObject"/>

</xs:complexType>

応答構文

<xs:element name="poolResolveInScope" type="poolResolveInScope"
substitutionGroup="externalMethod"/>

<xs:complexType name="poolResolveInScope" mixed="true">
<xs:all>

<xs:element name="outConfigs" type="configMap" minOccurs="0">
<xs:unique name="unique_map_key_13">
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<xs:selector xpath="pair"/>
<xs:field xpath="@key"/>

</xs:unique>
</xs:element>

</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

<poolResolveInScope
dn="org-root/org-Cisco"
cookie="<real_cookie>"
class=fwPool />

応答

<poolResolveInScope
dn="org-root/org-Cisco"
cookie="<real_cookie>"
commCookie="5/15/0/5bf"
srcExtSys="10.193.33.221"
destExtSys="10.193.33.221"
srcSvc="sam_extXMLApi"
destSvc="resource-mgr_dme"
response="yes">
<outConfigs>

<pair key="fwpool-default">
<fwPool

assigned="0"
descr="Default Pool of Virtual Security Gateway resources"
dn="org-root/fwpool-default"
fltAggr="65536"
id="1"
intId="10065"
name="default"
size="0"/>

</pair>
<pair key="fwpool-ciscoCfwPool">

.
</pair>

</outConfigs>
</poolResolveInScope>

Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
81

Cisco UCS Central XML API メソッドの説明
poolResolveInScope



   Cisco UCS Central XML API プログラマーズガイド
82

Cisco UCS Central XML API メソッドの説明
poolResolveInScope



第 4 章

Cisco UCS Central XML オブジェクトのアクセ
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, 83 ページ

• 権限, 86 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。

デフォルトのロール割り

当て

説明ラベル内部名

AAAアドミニストレータシステムセキュリティお

よび AAA
AAAaaa, （86ペー

ジ）

アドミニストレータすべてへのアクセス（す

べてのロールの組み合わ

せ）

ADMINadmin, （86
ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

ネットワークエンドポイ

ント、UCDなどの設定
EXT_LAN_CONFIGext-lan-config,

（87ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

外部ネットワークポリ

シー

EXT_LAN_POLICYext-lan-policy,
（87ページ）
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デフォルトのロール割り

当て

説明ラベル内部名

ネットワークアドミニス

トレータ

外部 LAN QoSEXT_LAN_QOSext-lan-qos, （
87ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

外部 LANセキュリティEXT_LAN_SECURITYext-lan-security,
（88ページ）

ストレージアドミニスト

レータ

ネットワークエンドポイ

ント、UCDなどの設定
EXT_SAN_CONFIGext-san-config,

（88ページ）

ストレージアドミニスト

レータ

外部 SANポリシーEXT_SAN_POLICYext-san-policy,
（88ページ）

ストレージアドミニスト

レータ

外部 SAN QoSEXT_SAN_QOSext-san-qos, （
89ページ）

ストレージアドミニスト

レータ

外部 SANセキュリティ
（VACLなど）

EXT_SAN_SECURITYext-san-security,
（89ページ）

オペレーションアラーム、アラームポリ

シーなど

FAULTFault, （89ペー
ジ）

サーバプロファイルアド

ミニストレータ

サービスプロファイル設

定

LS_CONFIGls-config, （90
ページ）

サーバプロファイルアド

ミニストレータ

サービスプロファイル設

定ポリシー

LS_CONFIG_POLICYls-config-policy,
（90ページ）

サーバプロファイルアド

ミニストレータ

サービスプロファイルエ

ンドポイントアクセス

LS_EXT_ACCESSls-ext-access, （
91ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

サービスプロファイル

ネットワーク

LS_NETWORKls-network, （
91ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

MACプールなどの設定LS_NETWORK_POLICYls-network-policy,
（92ページ）

ファシリティマネージャLS電源管理LS_POWERls-power, （92
ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

サービスプロファイル
QoS

LS_QOSls-qos, （92
ページ）
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デフォルトのロール割り

当て

説明ラベル内部名

ネットワークアドミニス

トレータ

LSレベルの QoSの設定LS_QOS_POLICYls-qos-policy, （
93ページ）

サーバセキュリティアド

ミニストレータ

サービスプロファイルセ

キュリティ

LS_SECURITYls-security

サーバセキュリティアド

ミニストレータ

セキュリティポリシーの

設定

LS_SECURITY_POLICYls-security-policy

ストレージアドミニスト

レータ

サービスプロファイルス

トレージ

LS_STORAGEls-storage, （95
ページ）

ストレージアドミニスト

レータ

サービスプロファイルス

トレージポリシー

LS_STORAGE_POLICYls-storage-policy,
（96ページ）

オペレーションログ、CallHome機能などOPERATIONSoperations, （
96ページ）

サーバ機器アドミニスト

レータ

サーバハードウェア管理PN_EQUIPMENTpn-equipment,
（97ページ）

サーバ機器アドミニスト

レータ

サーバメンテナンス

（BIOS更新など）
PN_MAINTENANCEpn-maintenance,

（97ページ）

サーバ機器アドミニスト

レータ

物理サーバのポリシーPN_POLICYpn-policy, （98
ページ）

サーバセキュリティアド

ミニストレータ

物理ノードのセキュリ

ティ

PN_SECURITYpn-security, （
98ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

ポッド設定POD_CONFIGpod-config, （
99ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

ポッドポリシーPOD_POLICYpod-policy, （
99ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

内部ポッド QoS（必要な
場合）

POD_QOSpod-qos, （99
ページ）

ネットワークアドミニス

トレータ

ポッドセキュリティPOD_SECURITYpod-security, （
99ページ）
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デフォルトのロール割り

当て

説明ラベル内部名

ファシリティマネージャデータセンターの電源管

理

POWER_MGMTpower-mgmt, （
100ページ）

すべてのロールで使用可

能

読み取り専用アクセス権READ_ONLYread-only, （100
ページ）

権限

aaa

目的

システムセキュリティおよび AAA。

この権限には、すべてのユーザ、ロール、AAA、およびコミュニケーションサービスの設定への
読み取り/書き込みアクセス権があります。読み取りアクセスは、他のすべてのオブジェクトに使
用できます。

担当するロール

AAAアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

aaa:AuthRealm、aaa:EpAuthProfile、aaa:EpUser、aaa:ExtMgmtCutThruTkn、aaa:LdapEp、
aaa:LdapProvider、aaa:Locale、aaa:Log、aaa:Org、aaa:RadiusEp、aaa:RadiusProvider、aaa:RemoteUser、
aaa:Role、aaa:Session、aaa:SshAuth、aaa:TacacsPlusEp、aaa:TacacsPlusProvider、aaa:User、aaa:UserEp、
aaa:UserLocale、aaa:UserRole、comm:Cimxml、comm:Dns、comm:DnsProvider、comm:EvtChannel、
comm:Http、comm:Https、comm:SmashCLP、comm:Snmp、comm:SnmpTrap、comm:SnmpUser、
comm:Ssh、comm:SvcEp、comm:Telnet、comm:WebChannel、comm:Wsman、comm:XmlClConnPolicy、
comm:XmlClConnPolicy、pki:CertReq、pki:KeyRing、pki:TP

admin

目的

システム管理
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担当するロール

アドミニストレータ

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。

ext-lan-config

目的

外部 LAN設定

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、comm:DateTime、
comm:Dns、comm:DnsProvider、comm:NtpProvider、fabric:EthLan、fabric:EthLanEp、fabric:EthLanPc、
fabric:EthLanPcEp、fabric:LanCloud、fabric:LanPinGroup、fabric:LanPinTarget、fabric:Vlan、
macpool:Format、network:Element、top:System、vnic:FcOEIf、vnic:LanConnTempl

ext-lan-policy

目的

外部 LANポリシー

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、fabric:EthLan、
fabric:EthLanEp、fabric:EthLanPc、fabric:EthLanPcEp、fabric:LanCloud、fabric:LanPinGroup、
fabric:LanPinTarget、fabric:VCon、fabric:VConProfile、fabric:Vlan、macpool:Format、vnic:FcOEIf、
vnic:LanConnTempl

ext-lan-qos

目的

外部 LAN QoS
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担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

qosclass:Definition、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc

ext-lan-security

目的

外部 LANセキュリティ

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

comm:DateTime、comm:NtpProvider

ext-san-config

目的

外部 SAN設定

担当するロール

ストレージアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

fabric:FcSan、fabric:FcSanEp、fabric:FcSanPc、fabric:FcSanPcEp、fabric:FcVsanPortEp、
fabric:SanPinGroup、fabric:SanPinTarget、fabric:Vsan、fcpool:Format、vnic:FcOEIf

ext-san-policy

目的

外部 SANポリシー

担当するロール

ストレージアドミニストレータ
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制御対象オブジェクト

fabric:FcSan、fabric:FcSanEp、fabric:FcSanPc、fabric:FcSanPcEp、fabric:FcVsanPortEp、
fabric:SanPinGroup、fabric:SanPinTarget、fabric:Vsan、fcpool:Format、vnic:FcOEIf

ext-san-qos

目的

外部 SAN QoS

担当するロール

ストレージアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

qosclass:Definition、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc

ext-san-security

目的

外部 SANセキュリティ

担当するロール

ストレージアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

この特権に割り当てられるオブジェクトはありません。

Fault

目的

アラームおよびアラームポリシー

担当するロール

オペレーション

制御対象オブジェクト

callhome:Policy、event:EpCtrl、event:Log、fault:Holder、fault:Inst、fault:Policy
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ls-config

目的

サービスプロファイル設定

担当するロール

サーバプロファイルアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、
bios:VfIntelHyperThreadingTech、bios:VfIntelTurboBoostTech、bios:VfIntelVTForDirectedIO、
bios:VfIntelVirtualizationTechnology、bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、
bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、
bios:VfResumeOnACPowerLoss、bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、extvmm:Ep、
extvmm:KeyRing、extvmm:KeyStore、extvmm:MasterExtKey、extvmm:Provider、
extvmm:SwitchDelTask、ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Power、ls:Server、ls:Tie、
lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、
lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、lsboot:VirtualMedia、org:Org、power:Group、power:Regulation、
power:Rule、sol:Config、storage:LocalDiskConfigDef、storage:LocalDiskPartition、vm:Cont、
vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、
vm:VnicProfCl、vnic:BootTarget、vnic:DynamicCon、vnic:Ether、vnic:EtherIf、vnic:Fc、vnic:FcIf、
vnic:FcOEIf、vnic:IPv4Dhcp、vnic:IPv4Dns、vnic:IPv4If、vnic:IPv4StaticRoute、vnic:IpV4PooledAddr、
vnic:IpV4StaticAddr、vnic:Ipc、vnic:IpcIf、vnic:Scsi、vnic:ScsiIf

ls-config-policy

目的

サービスプロファイル設定ポリシー

担当するロール

サーバプロファイルアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

adaptor:EthCompQueueProfile、adaptor:EthFailoverProfile、adaptor:EthInterruptProfile、
adaptor:EthOffloadProfile、adaptor:EthRecvQueueProfile、adaptor:EthWorkQueueProfile、
adaptor:ExtIpV6RssHashProfile、adaptor:FcCdbWorkQueueProfile、adaptor:FcErrorRecoveryProfile、
adaptor:FcInterruptProfile、adaptor:FcPortFLogiProfile、adaptor:FcPortPLogiProfile、adaptor:FcPortProfile、
adaptor:FcRecvQueueProfile、adaptor:FcWorkQueueProfile、adaptor:HostEthIfProfile、
adaptor:HostFcIfProfile、adaptor:IpV4RssHashProfile、adaptor:IpV6RssHashProfile、adaptor:RssProfile、
extvmm:Ep、extvmm:KeyRing、extvmm:KeyStore、extvmm:MasterExtKey、extvmm:Provider、
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extvmm:SwitchDelTask、firmware:ComputeHostPack、firmware:ComputeMgmtPack、ls:AgentPolicy、
ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Tier、lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、
lsboot:LocalStorage、lsboot:Policy、lsboot:SanImage、lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、
lsboot:VirtualMedia、org:Org、sol:Config、sol:Policy、storage:LocalDiskConfigDef、
storage:LocalDiskConfigPolicy、storage:LocalDiskPartition、vm:Cont、vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、
vm:Org、vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、vm:VnicProfCl

ls-ext-access

目的

サービスプロファイルエンドポイントアクセス

担当するロール

サーバプロファイルアドミニストレータ

この権限は使用されません。

ls-network

目的

サービスプロファイルネットワーク

担当するロール

Network Administrator

制御対象オブジェクト

dpsec:Mac、extvmm:Provider、extvmm:SwitchDelTask、fabric:DceSwSrvEp、fabric:VCon、
fabric:VConProfile、flowctrl:Definition、flowctrl:Item、macpool:Format、nwctrl:Definition、
qos:Definition、epqos:Definition、epqos:DefinitionDelTask、qosclass:Definition、qos:Item、epqos:Item、
epqos:Egress、qosclass:Item、qosclass:Eth、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc、
vm:Cont、vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、
vm:Switch、vm:VnicProfCl、vnic:DefBeh、vnic:DynamicCon、vnic:DynamicConPolicy、
vnic:DynamicIdUniverse、vnic:Ether、vnic:EtherIf、vnic:IPv4Dhcp、vnic:IPv4Dns、vnic:IPv4If、
vnic:IPv4StaticRoute、vnic:IpV4PooledAddr、vnic:IpV4StaticAddr、vnic:Ipc、vnic:IpcIf、
vnic:LanConnTempl、vnic:Profile、vnic:ProfileSet
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ls-network-policy

目的

サービスプロファイルネットワークポリシー

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

dpsec:Mac、fabric:DceSrv、fabric:DceSwSrv、fabric:DceSwSrvEp、fabric:EthDiag、fabric:FcDiag、
fabric:VCon、fabric:VConProfile、flowctrl:Definition、flowctrl:Item、ippool:Block、ippool:Pool、
macpool:Block、macpool:Format、macpool:Pool、nwctrl:Definition、qos:Definition、epqos:Definition、
epqos:DefinitionDelTask、qosclass:Definition、qos:Item、epqos:Item、epqos:Egress、qosclass:Item、
qosclass:Eth、qosclass:EthBE、qosclass:EthClassified、qosclass:Fc、uuidpool:Block、vnic:DynamicCon、
vnic:DynamicConPolicy、vnic:DynamicIdUniverse、vnic:LanConnTempl、vnic:Profile、vnic:ProfileSet

ls-power

目的

サービスプロファイルの電源管理

担当するロール

ファシリティマネージャ

ls-qos

目的

サービスプロファイル

担当するロール

QoSネットワーク管理者

この権限は使用されません。
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ls-qos-policy

目的

サービスプロファイル QoSポリシー

担当するロール

Network Administrator

制御対象オブジェクト

flowctrl:Definition、flowctrl:Item、qos:Definition、epqos:Definition、epqos:DefinitionDelTask、
qosclass:Definition、qos:Item、epqos:Item、epqos:Egress、qosclass:Item、qosclass:Eth、qosclass:EthBE、
qosclass:EthClassified、qosclass:Fc

ls-security

目的

サービスプロファイルセキュリティ

担当するロール

サーバセキュリティアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

aaa:EpAuthProfile、aaa:EpUser

ls-security-policy

目的

サービスプロファイルセキュリティポリシー

担当するロール

サーバセキュリティアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

aaa:EpAuthProfile、aaa:EpUser
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ls-server

目的

サービスプロファイルサーバ管理

担当するロール

サーバセキュリティアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、
bios:VfIntelHyperThreadingTech、bios:VfIntelTurboBoostTech、bios:VfIntelVTForDirectedIO、
bios:VfIntelVirtualizationTechnology、bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、
bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、
bios:VfResumeOnACPowerLoss、bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、
ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Power、ls:Server、ls:Tier、lsboot:Def、lsboot:Lan、
lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、
lsboot:VirtualMedia、power:Group、power:Regulation、power:Rule、sol:Config、
storage:LocalDiskConfigDef、storage:LocalDiskPartition、vnic:BootTarget、vnic:DefBeh、
vnic:DynamicCon、vnic:Ether、vnic:EtherIf、vnic:Fc、vnic:FcIf、vnic:FcNode、vnic:FcOEI、
vnic:IPv4Dhcp、vnic:IPv4Dns、vnic:IPv4If、vnic:IPv4StaticRoute、vnic:IpV4PooledAddr、
vnic:IpV4StaticAddr、vnic:Ipc、vnic:IpcIf、vnic:Scsi、vnic:ScsiIf

ls-server-oper

目的

サービスプロファイルのコンシューマロール

この権限は、サービスプロファイルの次の動作を制御します。

• KVMの起動

•サーバの起動

•サーバのシャットダウン

•リセット

担当するロール

サーバプロファイルアドミニストレータ
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ls-server-policy

目的

サービスプロファイルプールポリシー

担当するロール

サーバセキュリティアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

adaptor:EthCompQueueProfile、adaptor:EthFailoverProfile、adaptor:EthInterruptProfile、
adaptor:EthOffloadProfile、adaptor:EthRecvQueueProfile、adaptor:EthWorkQueueProfile、
adaptor:ExtIpV6RssHashProfile、adaptor:FcCdbWorkQueueProfile、adaptor:FcErrorRecoveryProfile、
adaptor:FcInterruptProfile、adaptor:FcPortFLogiProfile、adaptor:FcPortPLogiProfile、adaptor:FcPortProfile、
adaptor:FcRecvQueueProfile、adaptor:FcWorkQueueProfile、adaptor:HostEthIfProfile、
adaptor:HostFcIfProfile、adaptor:IpV4RssHashProfile、adaptor:IpV6RssHashProfile、adaptor:RssProfile、
bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、
bios:VfIntelHyperThreadingTech、bios:VfIntelTurboBoostTech、ios:VfIntelVTForDirectedIO、
bios:VfIntelVirtualizationTechnology、bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、
bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、
bios:VfResumeOnACPowerLoss、bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、fabric:VCon、
fabric:VConProfile、firmware:ComputeHostPack、firmware:ComputeMgmtPack、ls:AgentPolicy、
ls:ComputeBinding、ls:Binding、ls:Requirement、ls:Power、ls:Tier、lsboot:Policy、power:Group、
power:Regulation、power:Rule

ls-storage

目的

サービスプロファイルストレージ

担当するロール

ストレージアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

fcpool:Format、lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、
lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、lsboot:VirtualMedia、storage:LocalDiskConfigDef、
storage:LocalDiskConfigPolicy、storage:LocalDiskPartition、uuidpool:Format、vnic:BootTarget、
vnic:DefBeh、vnic:Fc、vnic:FcIf、vnic:FcNode、vnic:FcOEIf、vnic:SanConnTempl、vnic:Scsi、vnic:ScsiIf
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ls-storage-policy

目的

サービスプロファイルストレージポリシー

担当するロール

ストレージアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

fabric:VCon、fabric:VConProfile、fcpool:Block、fcpool:BootTarget、fcpool:Format、fcpool:Initiator、
fcpool:Initiators、lsboot:Def、lsboot:Lan、lsboot:LanImagePath、lsboot:LocalStorage、lsboot:SanImage、
lsboot:SanImagePath、lsboot:Storage、lsboot:VirtualMedia、
storage:LocalDiskConfigDefstorage:LocalDiskConfigPolicy、storage:LocalDiskPartition、uuidpool:Format、
vnic:SanConnTempl

operations

目的

ログおよび Smart Call Home

担当するロール

オペレーション

制御対象オブジェクト

aaa:Log、callhome:Dest、callhome:Ep、callhome:PeriodicSystemInventory、callhome:Profile、
callhome:Smtp、callhome:Source、callhome:TestAlert、comm:DateTime、comm:NtpProvider、
comm:Syslog、comm:SyslogClient、comm:SyslogConsole、comm:SyslogFile、comm:SyslogMonitor、
condition:Log、aaa:Log、event:Log、event:EpCtrl、event:Log、fault:Inst、stats:CollectionPolicy、
stats:Curr、adaptor:EthPortBySizeLargeStats、adaptor:EthPortBySizeSmallStats、adaptor:EthPortErrStats、
adaptor:EthPortMcastStats、adaptor:EthPortOutsizedStats、adaptor:EthPortStats、adaptor:EtherIfStats、
adaptor:FcIfEventStats、adaptor:FcIfFC4Stats、adaptor:FcIfFrameStats、adaptor:FcPortStats、
adaptor:MenloBaseErrorStats、adaptor:MenloDcePortStats、adaptor:MenloEthErrorStats、
adaptor:MenloEthStats、adaptor:MenloFcErrorStats、adaptor:MenloFcStats、adaptor:MenloHostPortStats、
adaptor:MenloMcpuErrorStats、adaptor:MenloMcpuStats、adaptor:MenloNetEgStats、
adaptor:MenloNetInStats、adaptor:MenloQErrorStats、adaptor:MenloQStats、adaptor:VnicStats、
compute:IOHubEnvStats、compute:MbPowerStats、compute:MbTempStats、
compute:PCIeFatalCompletionStats、compute:PCIeFatalProtocolStats、compute:PCIeFatalReceiveStats、
compute:PCIeFatalStats、equipment:ChassisStats、equipment:FanModuleStats、equipment:FanStats、
equipment:IOCardStats、equipment:PsuInputStats、equipment:PsuStats、ether:ErrStats、ether:LossStats、
ether:PauseStats、ether:RxStats、ether:TxStats、fc:ErrStats、fc:Stats、memory:ArrayEnvStats、
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memory:BufferUnitEnvStats、memory:ErrorStats、memory:Runtime、memory:UnitEnvStats、
processor:EnvStats、processor:ErrorStats、processor:Runtime、sw:EnvStats、sw:SystemStats、
stats:Holder、stats:Thr32Definition、stats:Thr32Value、stats:Thr64Definition、stats:Thr64Value、
stats:ThrFloatDefinition、stats:ThrFloatValue、stats:ThresholdClass、stats:ThresholdDefinition、
stats:Thr32Definition、stats:Thr64Definition、stats:ThrFloatDefinition、stats:ThresholdPolicy、
stats:ThresholdValue、stats:Thr32Value、stats:Thr64Value、stats:ThrFloatValue、
sysdebug:AutoCoreFileExportTarget、sysdebug:BackupBehavior、sysdebug:Core、
sysdebug:CoreFileExportTarget、sysdebug:AutoCoreFileExportTarget、
ysdebug:ManualCoreFileExportTarget)、sysdebug:CoreFileRepository、
sysdebug:LogControlDestinationFile、ysdebug:LogControlDestinationSyslog、sysdebug:LogControlDomain、
sysdebug:LogControlEp、sysdebug:LogControlModule、sysdebug:MEpLog、sysdebug:MEpLogPolicy、
sysdebug:ManualCoreFileExportTarget、sysfile:Mutation

pn-equipment

目的

サーバハードウェア管理

担当するロール

サーバ機器アドミニストレータ

制御対象オブジェクト

adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、compute:Blade、
compute:PsuPolicy、diag:SrvCtrl、equipment:Chassis、equipment:Led、equipment:IndicatorLed、
equipment:LocatorLed、fabric:ComputeSlotEp、fabric:SwChPhEp

pn-maintenance

目的

サーバメンテナンス

担当するロール

サーバ機器アドミニストレータ

制御対象オブジェクト

adaptor:ExtIf、adaptor:ExtEthIf、adaptor:HostIf、adaptor:HostEthIf、adaptor:HostFcIf、compute:Blade、
diag:SrvCtrl、equipment:Chassis、equipment:Led、equipment:IndicatorLed、equipment:LocatorLed、
fabric:ComputeSlotEp、fabric:SwChPhEp
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pn-policy

目的

サーバポリシー

担当するロール

サーバ機器アドミニストレータ

制御対象オブジェクト

adaptor:CapQual、adaptor:Qual、bios:VFeat、bios:VfConsoleRedirection、
bios:VfEnhancedIntelSpeedStepTech、bios:VfFrontPanelLockout、bios:VfIntelHyperThreadingTech、
bios:VfIntelTurboBoostTech、bios:VfIntelVTForDirectedIO、bios:VfIntelVirtualizationTechnology、
bios:VfLvDIMMSupport、bios:VfMirroringMode、bios:VfNUMAOptimized、bios:VfProcessorC3Report、
bios:VfProcessorC6Report、bios:VfQuietBoot、bios:VfResumeOnACPowerLoss、
bios:VfSelectMemoryRASConfiguration、bios:VProfile、compute:AutoconfigPolicy、compute:Blade、
compute:BladeDiscPolicy、compute:BladeInheritPolicy、compute:ChassisDiscPolicy、
compute:ChassisQual、compute:DiscPolicy、compute:BladeDiscPolicy、compute:ChassisDiscPolicy、
compute:PhysicalQual、compute:Pool、compute:PooledPhysical、compute:PooledSlot、
compute:PooledSlot、compute:PoolingPolicy、compute:PsuPolicy、compute:Qual、compute:QualItem、
adaptor:CapDef、adaptor:CapQual、adaptor:CapSpec、adaptor:Qual、compute:BladePosQual、
compute:ChassisQual、compute:SlotQual、compute:PhysicalQual、memory:Qual、processor:Qual、
storage:Qual、compute:ScrubPolicy、compute:SlotQual、diag:BladeTest、diag:NetworkTest、
diag:RunPolicy、equipment:Chassis、equipment:Led、equipment:IndicatorLed、equipment:LocatorLed、
extvmm:Ep、extvmm:KeyRing、extvmm:KeyStore、extvmm:MasterExtKey、extvmm:Provider、
extvmm:SwitchDelTask、fabric:ComputeSlotEp、fabric:SwChPhEp、memory:Qual、org:Org、
processor:Qual、storage:Qual、uuidpool:Pool、vm:Cont、vm:DirCont、vm:DC、vm:DCOrg、vm:Org、
vm:Switch、vm:DC、vm:DCOrg、vm:LifeCyclePolicy、vm:Org、vm:Switch、vm:VnicProfCl

pn-security

目的

サーバセキュリティ

担当するロール

サーバセキュリティアドミニストレータ

制御対象オブジェクト

mgmt:IntAuthPolicy
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pod-config

目的

ポッド設定

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

この権限は使用されません。

pod-policy

目的

ポッドポリシー

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

この権限は使用されません。

pod-qos

目的

ポッド QoS

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

この権限は使用されません。

pod-security

目的

ポッドセキュリティ

担当するロール

ネットワークアドミニストレータ

この権限は使用されません。
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power-mgmt

目的

データセンターの電源管理

このロールは、電源グループの設定やその他の電源関連のポリシーを含む、電力容量管理のため

の読み取り/書き込みアクセスを提供します。

担当するロール

ファシリティマネージャ

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。
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