カスタムアカウントタイプとポッドタイプ
の追加
この章は、次の内容で構成されています。
• カスタム アカウント タイプとポッド タイプの追加について, 1 ページ
• カスタム アカウント タイプの追加, 2 ページ
• ポッドとポッド要素の定義, 3 ページ
• ポッド タイプの追加, 3 ページ
• ポッド タイプとポッド要素の定義 - 例, 4 ページ

カスタム アカウント タイプとポッド タイプの追加につ
いて
Open Automation を使用して、新しいカスタム アカウント タイプまたはポッド タイプを Cisco UCS
Director に追加することができます。
カスタム アカウント タイプは、アカウントを新しい方法で操作可能にする新しい Cisco UCS Director
データ インフラストラクチャを提供します。 たとえば、新しいアカウント タイプを使用すれば、
新しい方法で Cisco UCS Director の管理対象要素を管理してそれに関するレポートを作成すること
ができます。
ポッドは、物理アカウントまたは仮想アカウントを保持します。 また、コンピュート、ストレー
ジ、ネットワークなどのさまざまなデバイス カテゴリのサポートを提供します。
カスタム アカウントまたはポッドを追加するには、
com.cloupia.lib.connector.account.AbstractInfraAccount クラスを拡張する必要があります。
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カスタム アカウント タイプの追加
アカウント タイプを追加するには、次の作業を実行します。
• AccountType と AccountLabel の値を定義します。
• AccountTypeEntry の必須パラメータを割り当てます。 これには、setPodTypes、setAccountClass、
setAccountType、および setAccountLabel が含まれます。
• 接続テストの実装を完了します。
次のコード スニペットに、新しいアカウントの詳細の指定方法を示します。
//This class is used to register a new connector into the UCSD.
AccountTypeEntry entry=new AccountTypeEntry();
//Set implementation class for Account type
entry.setCredentialClass(FooAccount.class);
//Account Type
entry.setAccountType(FooConstants.INFRA_ACCOUNT_TYPE);
//Account Label which will be shown in UI
entry.setAccountLabel(FooConstants.INFRA_ACCOUNT_LABEL);
//Account Category like Compute, Storage, Network or Multi-Domain.
entry.setCategory(InfraAccountTypes.CAT_NETWORK);
//This is mandatory , report generation on context Level for the new account type
entry.setContextType(ReportContextRegistry.getInstance().
getContextByName(FooConstants.INFRA_ACCOUNT_TYPE).getType());
//Account class like Physical-1, Virtual-2, Network-5, Multi-domain-3
//or Other-4
entry.setAccountClass(AccountTypeEntry.PHYSICAL_ACCOUNT);
// This will be used along with the account name to show
// in the System Tasks Report.
entry.setInventoryTaskPrefix("Open Automation Inventory Task");
//Set time frequency to collect account Inventory
entry.setInventoryFrequencyInMins(15);
//Supported POD types for this connector.
entry.setPodTypes(new String[]{"FooStack"});
//To add this account type entry
PhysicalAccountTypeManager.getInstance().addNewAccountType(entry);
// This is mandatory, to test the connectivity of the new account. The
// Handler should be of type PhysicalConnectivityTestHandler.
entry.setTestConnectionHandler(new FooTestConnectionHandler());
// This is mandatory, we can implement inventory listener according to
// the account Type , collect the inventory details.
entry.setInventoryListener(new FooInventoryListener());
//This is mandatory , to show in the converged stack view
entry.setConvergedStackComponentBuilder(new DummyConvergedStackBuilder());
//This is required to show up the details of the stack view in the GUI
entry.setStackViewItemProvider(new DummyStackViewProvider());
// This is required credential.If the Credential Policy support is
// required for this Account type then this is mandatory, can implement
// credential check against the policyname.
entry.setCredentialParser(new FooAccountCredentialParser());

Cisco UCS Director Open Automation 開発者ガイド、リリース 5.0
2

OL-32423-02-J

カスタム アカウント タイプとポッド タイプの追加
ポッドとポッド要素の定義

重要

SDK サンプルを参照してください。 実装については、
com.cloupia.feature.foo.accounts.FooAccount と
com.cloupia.feature.foo.FooModule を参照してください。

ポッドとポッド要素の定義
Open Automation モジュールを使用した新しいポッド タイプの作成に関係する段階を以下に示しま
す。
• /<Open_Automation>/pod definition ディレクトリでポッド定義 XML コンフィギュレーション
ファイルを作成します。ここで、<Open_Automation> はモジュール プロジェクトです。 詳細
については後述します。 Open Automation SDK に付属のサンプルに含まれている foo.xml も
参照してください。
• モジュールを展開すると、ポッド定義コンフィギュレーション ファイルが適切な Cisco UCS
Director の場所にコピーされ、処理されます。
• 新しいポッド定義は、モジュールが有効にされ、サービスが再起動されてから、[ポッドの追
加] フォーム内の値の [タイプ] ドロップダウン リストで使用できるようになります。
• 必要に応じて、新しいポッド タイプをカスタマイズします。 カスタマイズについては、独
自のインベントリ コレクタの開発内の統合スタック ビルダーに関する情報と SDK のマニュ
アルの他の場所を参照してください。
• モジュールを削除すると、そのモジュール用に作成された新しいポッド タイプ（上記の最初
のステップを参照）が削除されます。

ポッド タイプの追加
ポッドは、物理アカウントまたは仮想アカウントを保持します。 また、コンピュート、ストレー
ジ、ネットワークなどのさまざまなデバイス カテゴリのサポートを提供します。

注目

このセクションで説明する手動プロセスの「ポッド タイプの追加」では、リリース 5.0 以降を
必要としません。
例：この新しいポッド タイプを作成するプロセスでは、/opt/infra/inframgr/resources
/LicenseBundle に FooStack-Pod.xml を作成する必要があります。 次のコード スニペット
に、「FooStack」という名前のポッドを追加する方法を示します。
<pod-definition code="-1" type="FooStack" label="FooStack">
<pod-element category="1" name="CISCO UCSM" count="1" code="-1"
account-types="11">
<device-model vendor="[cC]isco" version=".*" model="UCSM" />
</pod-element>
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<pod-element category="1" name="CISCO CIMC" count="-1" code="79"
account-types="16">
<device-model vendor=".*" version=".*" model=".*" />
</pod-element>
<pod-element category="3" name="IOS, NX-OS, ASA" count="-1" code="81"
account-types="ios,nxos,asa">
<device-model vendor=".*" version=".*" model=".*" />
</pod-element>
</pod-definition>

ポッド タイプとポッド要素の定義 - 例
ポッド定義の 1 行ごとの説明を以下に示します。
「pod-definition」はルート要素です。 type は、ポッド タイプを一意に識別する文字列にする必要
があります。 label は、このポッド タイプの UI に表示する内容にする必要があります。 次の例で
定義されるポッドは FlexPod です。
< pod-definition type="FlexPod"label="FlexPod">

pod-definition 以降に複数の pod-element が続きます。 pod-element は、ポッド タイプに関連付けら
れたデバイスの説明です。
• category は、要素が属しているデバイス カテゴリを 1（コンピューティング）、2（ストレー
ジ）、または 3（ネットワーク）で指定します。
• name は、デバイス タイプの名前です。この主な目的はわかりやすくすることです。
• count は、1 つのポッド内で使用可能なこのデバイス タイプの最大数です。
• account-types は、このデバイス タイプに関するデータを収集するすべてのアカウント タイプ
ID をカンマで区切った文字列です。
< pod-element category="1" name="Cisco UCS" code="-1"
count="1" account-types="11">

上の例は、代表的な Cisco UCS pod-element を示しています。 category が 1 のため、コンピューティ
ング カテゴリです。 count が 1 のため、FlexPod 内に 1 つの Cisco UCS しか含めることができませ
ん。 Cisco UCS コレクタのアカウント タイプ ID は 11 で、内部であることを意味します （使用可
能なコレクタ ID のリストについては、リードにお問い合わせください）。
< device-model vendor="[cC]isco"version=".*"model="UCSM"/>

device-model は、UCSD がポッド準拠チェックを実行する方法に関する詳細を指定します。 vendor、
version、および model の文字列が UI 経由でアカウントが追加されたときに指定された値に照らし
てチェックされます。 正規表現の使用が許可されているため、この例では、「cisco」と入力して
も、「Cisco」と入力しても許容されることに注意してください。
</ pod-definition >

最後に、pod-definition 要素が正しく閉じられていることを確認します。
Complete Examples
次に、Nexus スイッチ ポッド定義の例を示します。
<pod-element category="3" name="NXOS" count="6" code="81" account-types="nxos">
<device-model vendor="[cC]isco" version=".*" model="Nexus[\s]*[157].*" />
</pod-element>
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次に、NetApp ストレージ デバイス ポッド定義の例を示します。
<pod-element category="2" count="2" code="77" account-types="12,14">
<device-model vendor="[nN]et[aA]pp" version=".*"
model="FAS.*|.*Cluster.*|.*OnCommand.*|.*DFM.*" />
</pod-element>
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