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レポートの概要
Cisco UCS Directorレポートはほとんどの場合、表形式、履歴、スナップショットの 3つの基礎的
なレポート形式のいずれかです。この項では、これら 3つの形式について詳細に説明します。ま
た、VMレポートや APIWorkFlowStatusレポートなどの特化されたレポートを含む、さまざまな
レポートタイプのサンプルも示します。レポートおよび JSONオブジェクト応答サンプル, （2
ページ）を参照してください。

CiscoUCSDirectorは動的に更新される利用可能なレポートのリストと、各レポートタイプのグラ
フィックレンダリングを提供します。異なる Cisco UCS Directorの各コンテキストに対して、異
なるレポートのセット（それぞれが reportIdで識別される）が利用できます。

特定のレポートに対するAPI要求を作成するには、適切な操作名と次を使用する必要があります。

•レポートのコンテキスト（たとえば、3つのパラメータで構成される JSON形式 API要求の
param0および param1の値）

• reportIdの値（通常、APIレポート要求で最後に記載された JSONパラメータ）
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Cisco UCS Directorコンテキストで利用可能なレポートの最も完全かつ最新のリストを取得するに
は、userAPIGetAvailableReportの操作を使用します。

標準のCiscoUCSDirectorコンテキストおよびそれらに関連付けられているレポートのリストは、
利用可能な Cisco UCS Directorレポートのリスト, （13ページ）を参照してください。

Cisco UCS Directorは通常顧客サイト専用のコンテキスト値を生成し、これには仮想マシンの
動的に変化するクラウドを指すコンテキストも含まれます。ワークフローも特定の顧客環境

に依存するため、自分のワークフローに関連する値を維持し、使用する必要があります。顧

客専用の値を確認するには、上述の GetAvailableReportを生成するか、Cisco UCS Directorの既
存レポートに関連付けられたレポートメタデータからコンテキストを取得する必要がありま

す。

（注）

コンテキストと reportIdデータを使用して API要求を作成するための基本情報については、要求
の形式を参照してください。

レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル
この項で提供されているサンプルに加え、JSONオブジェクトパラメータタイプで説明されてい
る JSONオブジェクトの一部もレポートに表示することができます。

AvailableReports（表形式レポート）

この非常に有用なレポートは、指定されたCiscoUCSDirectorコンテキストで利用可能なレポート
の包括的なリストを返します。レポート ID、レポートのラベル、レポートのタイプが含まれま
す。

このレポートのサンプルを以下に示します。

{ "serviceResult":
[{"reportLabel":"Summary","reportId":"SUMMARY-V50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"UCS Readiness","reportId":"UCS-READINESS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Organizations","reportId":"ORGANIZATIONS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Chassis
Inventory","reportId":"CHASSIS-INVENTORY-S50","reportType":"snapshot"},
{"reportLabel":"Server Inventory","reportId":"SERVER-INVENTORY-S50","reportType":"snapshot"},
{"reportLabel":"Fabric Interconnect Inventory","reportId":"FABRIC-INTERCONNECT-INVENTORY-S50",

"reportType":"snapshot"},
{"reportLabel":"Servers Associated vs Unassociated ",
"reportId":"SERVERS-ASSOCIATED-VS-UNASSOCIATED-S50",
"reportType":"snapshot"},

{"reportLabel":"Chassis","reportId":"CHASSIS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Servers","reportId":"SERVERS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Fabric Interconnects","reportId":"FABRIC-INTERCONNECTS-T50",
"reportType":"tabular"},

{"reportLabel":"Service Profiles","reportId":"SERVICE-PROFILES-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Events","reportId":"EVENTS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"VSANs","reportId":"VSANS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"VLANs","reportId":"VLANS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Port Channels","reportId":"PORT-CHANNELS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"QOS System Class","reportId":"QOS-SYSTEM-CLASS-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Chassis Discovery Policy","reportId":"CHASSIS-DISCOVERY-POLICY-T50",
"reportType":"tabular"},

{"reportLabel":"Management IP
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Pool","reportId":"MANAGEMENT-IP-POOL-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Flow Control Policies","reportId":"FLOW-CONTROL-POLICIES-T50",
"reportType":"tabular"},

{"reportLabel":"Locales","reportId":"LOCALES-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Faults","reportId":"FAULTS-T50","reportType":"tabular"}
],
"serviceError":null, "serviceName":"InfraMgr", "opName":"userAPIGetAvailableReports" }

APIReportDefinitionList

このレポートは reportLabel、reportId、reportTypeの 3つの名前/値のペアを提供します。

このレポートの JSONオブジェクト応答のサンプルを以下に示します。

[
{"reportLabel":"Summary",
"reportId":"SUMMARY-V1",
"reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Summary",
"reportId":"SUMMARY-V0",
"reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Active VM Distribution By Cloud",
"reportId":"ACTIVE-VM-DISTRIBUTION-BY-CLOUD-S0",
"reportType":"snapshot"},
{"reportLabel":"Trend: Storage Capacity, Used & Free",
"reportId":"TREND-STORAGE-CAPACITY,-USED-&-FREE-H1",
"reportType":"trend"}

]

APITabularReport

このレポートは名前/値のペアのカラムで構成される、一連の行を提供します。レポート IDは
userAPIGetAvailableReportsから選択できます。

このレポートのサンプルを以下に示します。

[
{"VMId":1,
"Month":"October, 2010",
"Active_VM_Hours":231,
"Inactive_VM_Hours":160,
"Active_VM_Cost_USD":0,
"Inactive_VM_Cost_USD":0,
"One_time_Cost_USD":0,
"Allocated_CPU_Cost_USD":0,
"Reserved_CPU_Cost_USD":0,
"Used_CPU_Cost_USD":0,
"Allocated_Memory_Cost_USD":0,
"Reserved_Memory_Cost_USD":0,
"Used_Memory_Cost_USD":0,
"Committed_Disk_Cost_USD":0,
"Uncommitted_Disk_Cost_USD":0,
"Total_Cost_USD":0}
]

APIHistoricalReport

このレポートは、特定期間内のデータサンプルのパラメータ（凡例）名と値で構成される一連の

組み合わせを提供します。期間の有効な値は毎時、毎日、毎週、毎月です。 reportIdは
userAPIGetAvailableReportsから選択する必要があります。
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このレポートのサンプルを以下に示します。

{"series":[
{"paramName":"cpuCapacityGhz",
"paramLabel":"CPU Capacity (GHz)",
"values":[

{"timestamp":1285728870845,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256},
{"timestamp":1285732492006,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256},
{"timestamp":1285736120878,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256},
{"timestamp":1285739726401,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256}]}]}

APISnapshotReport

このレポートはデータサンプルの名前/値のペアで構成される一連のカテゴリを提供します。こ
のレポートはデータ階層をドリルダウンします。 reportIdは userAPIGetAvailableReportsから選択
できます。

このレポートのサンプルを以下に示します。

{"categoryAxisName":null,
"valueAxisName":"Active vs Inactive",
"categories":[

{"categoryName":"",
"nameValuePairs":[

{"name":"Active VMs",
"value":"17"},
{"name":"Inactive VMs",
"value":"51"}]}]}

APILoginProfile

このレポートはユーザ ID、氏名、電子メール、グループ名、役割を提供します。

このレポートの JSONオブジェクト応答のサンプルを以下に示します。

"userId":"jsmith"
"firstName":"Smith"
"lastName":"John"
"email":"jsmith@test.com"
"groupName":"test"
"groupId":"12"
"role":"GroupAdmin"

userAPIGetVMSummary（表形式レポート）

このレポートは指定された VMについて表形式のサマリーレポートを提供します。

このレポートのサンプルを以下に示します。

{"Overview_VM_ID":1,
"Overview_Instance_Name":"My-Instance-120",
"Overview_Status":"UNKNOWN (poweredOn)",
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"Overview_IP_Address":"10.10.1.120",
"Overview_Hostname":"coud-vc",
"Overview_Image_ID":"My-Instance-120",
"Overview_Cloud_Name":"VMware Cloud A",
"Overview_Cloud_Type":"VMWare",
"Ownership_Group":"Eng Group",
"Ownership_vDC":"Eng-SJ-Prd",
"Ownership_Category":"Application Server",
"Ownership_Service_Request_ID":"",
"Ownership_Label":"vCenter 120",
"Ownership_Provisioned_Time":"",
"Ownership_Scheduled_Termination_Time":"",
"Overview_Host_Node":"10.10.1.200",
"Network_Port_Group":"VM Network",
"Network_VLAN_ID":"0",
"Network_No_of_vNics":1,
"Network_vNic_Mac_Address":"00:50:56:82:55:69",
"Network_vNic_Device_Config_Id":"4000",
"Overview_Boot_Time":"Sep 25, 2010 18:54:23",
"Overview_Config_Name":"vCenter-Server 120",
"Overview_VM_Version":"4",
"Resources_Resource_Pool":"Resources",
"Resources_Num_Virtual_CPUs":1,
"Resources_CPU_Reserved_MHz":2881,
"Resources_CPU_Limit_MHz":-1,
"Resources_CPU_Overhead_Limit_MHz":0,
"Resources_CPU_Shares":"4000",
"Resources_Memory_MB":2056,
"Resources_Memory_Reserved_MB":2050,
"Resources_Memory_Limit_MB":0,
"Resources_Memory_Overhead_Limit_MB":0,
"Resources_Memory_Shares":"2560",
"Storage_Total_Provisioned_GB":43.02,
"Storage_Committed_GB":15.31,
"Storage_Uncommitted_GB":27.71,
"Storage_Non_shared_GB":15.31,
"Storage_Data_Store_Names":"storage2",
"Storage_VM_Path":"[storage2] VirtualCenter-Clone_Dec_09/
VirtualCenter-Clone_Dec_09.vmx",
"Guest_Information_Guest_OS":"Microsoft Windows Server 2003,
Enterprise Edition (32-bit)",
"Guest_Information_Guest_State":"running",
"Guest_Information_Tools_Status":"guestToolsRunning",
"Guest_Information_Tools_Version":"32039",
"Options_Default_PowerOff_Type":"hard"}

userAPIGetServiceContainerDetails（表形式レポート）

このレポートには、ネットワークサマリー、ポートマッピング、仮想マシン情報、イベント履歴

などのサービスコンテナの詳細が一覧表示されます。

入力

/app/api/rest?formatType=json&opName=fenced:userAPIGetServiceContainerDetails&opData={param0:"ga"}

出力

{ "serviceResult":{"rows":[
{"Overview_ID":19,
"Overview_containerType":null,
"Overview_containerName":"ga",
"Overview_containerLabel":"",
"Overview_containerState":1,
"Template_Name":"temp_asa",
"Template_Group":"Default Group",
"Template_CreatedTime":"Mar 20, 2014 03:29:57 UTC",
"Template_LeasedTime":"",
"Template_ServiceRequest":193,
"Template_Initiatedby":"admin",
"Template_ServiceRequestStatus":"Complete",
"Template_OrchestrationFlow":"Fenced Container Setup",
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"Policy_UserAction":null,
"Policy_VirtualCompute":"VMware-82 - Default Computing Policy",
"Policy_VirtualNetwork":"demo_akila",
"Policy_VirtualStorage":"VMware-82 - Default Storage Policy",
"Policy_VirtualSystem":"IT Sys",
"Policy_CostModel":"",
"vInfraPolicyInfo_PolicyName":"asa_pol",
"vInfraPolicyInfo_vAccount":"VMware-82",
"vInfraPolicyInfo_ContainerType":"Fenced Virtual",
"NetworkSummary_1_NetworkName":"lan0",
"NetworkSummary_1_VlanIDPool":"100-199",
"NetworkSummary_1_NetworkIP":"10.10.10.0",
"NetworkSummary_1_NetworkMask":"255.255.255.0",
"NetworkSummary_1_GatewayIP":"10.10.10.1",
"VMs_1_VMName":"asa_vm","VMs_1_ipaddress":"10.10.10.6",
"PortMapping_1_Protocol":6,"PortMapping_1_MappedPort":222,
"PortMapping_1_RemoteIP":"10.10.10.4",
"PortMapping_1_RemotePort":222,
"OutboundACL_1_Protocol":0,
"OutboundACL_1_Network":"lan0",
"OutboundACL_1_SrcAddress":"0.0.0.0/0",
"OutboundACL_1_DestAddress":"0.0.0.0/0",
"OutboundACL_1_SrcPortRange":"0-65535",
"OutboundACL_1_DestPortRange":"0-65535",
"OutboundACL_1_Action":"ACCEPT",
"Options_isSelfServicePowerMgmt":"true",
"Options_isSelfServiceResize":"true",
"Options_isSelfServiceSnapshotMgmt":"true",
"Options_isSelfServiceDeleteVM":"false",
"Options_isSelfServiceDeleteContainer":"false",
"Options_isConsoleAccess":"true","Options_supportEmails":""}],
"columnMetaData":null},
"serviceError":null,
"serviceName":"InfraMgr",
"opName":"fenced:userAPIGetServiceContainerDetails" }

userAPIGetAllVDCs（表形式レポート）

このレポートは現在ログインしているユーザグループのすべての仮想データセンターを一覧表示

します。パラメータは必要ありません。

次のサンプルレポートは、クラウド、グループ、vDC、状態、VMの合計数、アクティブな VM
数、ユーザグループのカスタムカテゴリを一覧表示しています。

[
{"Cloud":"",
"Group":"Default Group",
"vDC":"Default vDC",
"State":"Locked",
"Total_VMs":67,
"Active_VMs":17,
"Custom_Categories":0},
{"Cloud":"VMware Cloud A",
"Group":"Eng Group",
"vDC":"Eng-SJ-Prd",
"State":"Ok",
"Total_VMs":1,
"Active_VMs":0,
"Custom_Categories":0},
{"Cloud":"VMware Cloud B",
"Group":"Eng Group",
"vDC":"Eng-SJ-161",
"State":"Ok",
"Total_VMs":0,
"Active_VMs":0,
"Custom_Categories":0},
{"Cloud":"VMware Cloud B",
"Group":"Prod",
"vDC":"checkign delete",
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"State":"Ok",
"Total_VMs":0,
"Active_VMs":0,
"Custom_Categories":0},
{"Cloud":"VMware Cloud B",
"Group":"Eng Group",
"vDC":"Eng-Windows",
"State":"Ok",
"Total_VMs":0,
"Active_VMs":0,
"Custom_Categories":0}]

userAPIGetAllVMs（表形式レポート）

このレポートはログインしているユーザのあらゆる VMのレポートを取得して、各 VMに関する
管理レベルのデータを提供します。

このレポートのサンプルを以下に示します。

[
{"Cloud":"VMware Cloud A",
"VM_ID":"1",
"VM_Label":"",
"Instance_Name":"vCenter-Server 120",
"Host_Name":"coud-vc.",
"IP_Address":"10.10.1.120",
"Image_Id":"vCenter-Server 120",
"Power_State":"UNKNOWN",
"Group_Name":"Eng Group",
"vDC":"Eng-SJ-Prd",
"Category":"Application Server",
"Provisioned_Time":"",
"Scheduled_Termination_Time":"",
"Last_Status_Update":"Oct 14, 2010 01:19:22"},
{"Cloud":"VMware Cloud A",
"VM_ID":"2",
"VM_Label":"",
"Instance_Name":"CentOS-53-HardenedOS",
"Host_Name":null,
"IP_Address":null,
"Image_Id":"CentOS-53-HardenedOS",
"Power_State":"UNKNOWN",
"Group_Name":"Default Group",
"vDC":"Default vDC",
"Category":"Discovered VM",
"Provisioned_Time":"",
"Scheduled_Termination_Time":"",
"Last_Status_Update":"Oct 14, 2010 01:19:22"}]

APIVMAction：userAPIGetAvailableVMActions

このレポートは特定の VM-IDで利用可能な VMアクションを一覧表示します。

このレポートのサンプルを以下に示します。

[
{"actionName":"reconfigure",
"actionLabel":"Resize VM",
"actionType":"reconfigure"},
{"actionName":"powerOn",
"actionLabel":"Power ON",
"actionType":"vmAction"},
{"actionName":"powerOff",
"actionLabel":"Power OFF",
"actionType":"vmAction"},
{"actionName":"suspend",
"actionLabel":"Suspend",
"actionType":"vmAction"},
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{"actionName":"shutdownGuest",
"actionLabel":"Shutdown Guest",
"actionType":"vmAction"},
{"actionName":"standby",
"actionLabel":"Standby",
"actionType":"vmAction"},
{"actionName":"reset",
"actionLabel":"Reset",
"actionType":"vmAction"},
{"actionName":"reboot",
"actionLabel":"Reboot",
"actionType":"vmAction"}]

APIVMActionStatus

このステータスレポートは、たとえば特定の VMActionRequest要求の ActionStatusに関する情報
など、VMに関連する指定された要求についてアドバイスを提供します。このレポートは
userAPIGetVMActionStatusで要求できます。

このレポートのサンプルを以下に示します。

{"vmId":476,
"actionName":"powerOn",
"actionLabel":"Power ON",
"comment":"Powered ON through API",
"user":"admin",
"startTime":"Oct 19, 2010 15:54:08",
"endTime":"Oct 19, 2010 15:54:19",
"status":"Completed",
"message":""}

APIVMList

このレポートには、クラウド名、VM ID、インスタンス ID、ホスト名、IPアドレス、イメージ
ID、電源ステータス、ステータスメッセージ、VMタイプが含まれます。

このレポートのサンプルを以下に示します。

{ "serviceResult":
{"rows":
[
{"Cloud":"VMware-138","VM_ID":2,"User_Label":"","VM_Name":"SJ-02-Perf-vCenter05",
"Host_Name":"WIN-0EVDFER0O7E","IP_Address":"172.29.109.138",
"Image_Id":"SJ-02-Perf-vCenter05","Host_Node":"172.29.109.42","Power_Status":"ON",
"Group_Name":"Default Group","vDC":"Default vDC","Category":"Discovered VM",
"Provisioned_Time":"","Scheduled_Termination_Time":"",
"Last_Status_Update":"Nov 19, 2013 13:47:10 PST",
"Guest_OS_Type":"Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)"

}
{"Cloud":"VMware-138","VM_ID":23,"User_Label":"",
"VM_Name":"CUCSD-4.1.0.0_FuncTest_Agent_2_Jatin","Host_Name":"localhost.localdom",
"IP_Address":"172.29.109.209","Image_Id":"CUCSD-4.1.0.0_FuncTest_Agent_2_Jatin",
"Host_Node":"172.29.109.32","Power_Status":"ON","Group_Name":"Default Group",
"vDC":"Default vDC","Category":"Discovered VM","Provisioned_Time":"",
"Scheduled_Termination_Time":"","Last_Status_Update":"Nov 19, 2013 13:47:10 PST",
"Guest_OS_Type":"CentOS 4/5/6 (64-bit)"

}
],"columnMetaData":null
}, "serviceError":null, "serviceName":"InfraMgr", "opName":"userAPIGetTabularReport"
}

   Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
8

レポート

レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル



APIServiceRequestDetails

このレポートには、要求 ID、要求タイプ、送信元ユーザ、グループ名、要求時間、コメント、プ
ロビジョニング数量、プロビジョニングカタログ、プロビジョニングvDC名、およびプロビジョ
ニング期間が表示されます。

APIWorkFlowStatus

このレポートは、サービス要求ワークフローの詳細情報とワークフローステータスの最新情報を

提供します。APIWorkFlowStatusはワークフローステップ別にカテゴリ分けされた複数のパラメー
タを含みます。

このレポートのサンプルを以下に示します。

stepId: "Initiated by admin",
executionStatus: 3,
statusMessage: "",
handlerId: 4,
startedTime: -1,
completedTime: 1289962148379,
validTill: -1,
startAfter: -1

stepId: "Budget Watch",
executionStatus: 3,
statusMessage: "Budget check successful.",
handlerId: 8,
startedTime: -1,
completedTime: 1289962171550,
validTill: -1,
startAfter: -1

stepId: "Check Resource Limits",
executionStatus: 3,
statusMessage: "Resource limit check successful"
handlerId: 9,
startedTime: -1,
completedTime: 1289962189739,
validTill: -1,
startAfter: -1

stepId: "Resource Allocation",
executionStatus: 3,
statusMessage: "Allocated Host: 192.168.0.129",
handlerId: 6,
startedTime: -1,
completedTime: 1289962212294,
validTill: -1,
startAfter: -1

stepId: "Provision",
executionStatus: 3,
statusMessage: "Provisioning completed",
handlerId: 3,
startedTime: -1,
completedTime: 1289963432562,
validTill: -1,
startAfter: -1

stepId: "Setup Lifecycle Schedule",
executionStatus: 3,
statusMessage: null,
handlerId: 2,
startedTime: -1,
completedTime: 1289964123734,
validTill: -1,
startAfter: -1
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stepId: "Notify",
executionStatus: 3,
statusMessage: null,
handlerId: 1,
startedTime: -1,
completedTime: 1289964161227,
validTill: -1,
startAfter: -1

GetAvailableReports による reportId の取得
レポートを要求する必要がある場合には、reportIdが不可欠です。 reportIdを取得する 1つの方法
は、userAPIGetAvailableReportsでレポートのコンテキストをクエリすることです。これで指定

されたコンテキストレベルで利用可能な各レポートの reportIdを含む表形式レポートを取得でき
ます。

たとえば、CiscoUCSDirectorのコンテキストレベルで使用可能なすべてのレポートをクエリする
には、次のように userAPIGetAvailableReportsオペレーションを使用して、UCSアカウントレベ
ルレポートが必要なことを指定します。
http://localhost:8080/app/api/rest?/formatType=json&opName=
userAPIGetAvailableReports&opData={param0:"ucsm",param1:""}

localhost:8080を Cisco UCS Directorサーバ IPで置き換えます。（注）

APIの応答は次のとおりです。

{ "serviceResult":[{"reportLabel":"Summary","reportId":
"SUMMARY-V50","reportType":"tabular"},{"reportLabel":
"UCS Readiness","reportId":"UCS-READINESS-T50","reportType":
"tabular"},{"reportLabel":"Organizations","reportId":
"ORGANIZATIONS-T50","reportType":"tabular"},{"reportLabel":
"Chassis Inventory","reportId":"CHASSIS-INVENTORY-S50",
"reportType":"snapshot"},{"reportLabel":"Server Inventory",
"reportId":"SERVER-INVENTORY-S50","reportType":"snapshot"},
{"reportLabel":"Fabric Interconnect Inventory","reportId":
"FABRIC-INTERCONNECT-INVENTORY-S50","reportType":"snapshot"},
{"reportLabel":"Servers Associated vs Unassociated ","reportId":
"SERVERS-ASSOCIATED-VS-UNASSOCIATED-S50","reportType":
"snapshot"},{"reportLabel":"Chassis","reportId":"CHASSIS-T50",
"reportType":"tabular"},{"reportLabel":"Servers","reportId":
"SERVERS-T50","reportType":"tabular"},{"reportLabel":
"Fabric Interconnects","reportId":"FABRIC-INTERCONNECTS-T50",
"reportType":"tabular"},{"reportLabel":"Service Profiles",
"reportId":"SERVICE-PROFILES-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Events","reportId":"EVENTS-T50","reportType":
"tabular"},{"reportLabel":"VSANs","reportId":"VSANS-T50",
"reportType":"tabular"},{"reportLabel":"VLANs","reportId":
"VLANS-T50","reportType":"tabular"},{"reportLabel":
"Port Channels","reportId":"PORT-CHANNELS-T50","reportType":
"tabular"},{"reportLabel":"QOS System Class","reportId":
"QOS-SYSTEM-CLASS-T50","reportType":"tabular"},{"reportLabel":
"Chassis Discovery Policy","reportId":
"CHASSIS-DISCOVERY-POLICY-T50","reportType":"tabular"},
{"reportLabel":"Management IP Pool","reportId":
"MANAGEMENT-IP-POOL-T50","reportType":"tabular"},{"reportLabel":
"Flow Control Policies","reportId":"FLOW-CONTROL-POLICIES-T50",
"reportType":"tabular"},{"reportLabel":"Locales","reportId":
"LOCALES-T50","reportType":"tabular"},{"reportLabel":"Faults",
"reportId":"FAULTS-T50","reportType":"tabular"}], "serviceError":
null, "serviceName":"InfraMgr", "opName":
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"userAPIGetAvailableReports" }

上に表示されたレポートには、コンテキスト内のすべてのレポートがリストされ、それぞれレポー

ト IDとそのレポート形式が記載されています。

Cisco UCS Directorアカウントコンテキストレベルで任意の特定のレポートを取得するには、上
の API出力から reportIdを使用します。たとえば、Cisco UCS Directorアカウントコンテキスト
レベルでシャーシレポートをクエリするには、次のようにuserAPIGetTabularReportAPIを呼び出
します。

http://localhost:8080/app/api/rest?/formatType=json&opName=
userAPIGetTabularReport&opData={param0:"ucsm",param1:"ucsm
57",param2:"CHASSIS-T50"}

1つ目から 3つ目までのパラメータはコンテキスト、クエリ値、report IDです。param1のクエ

リ値は次の表形式レポートの IDカラムにあります。
（注）

次の応答が返されます。

{ "serviceResult":{"rows":[{"ID":"ucsm 57;sys/chassis-1",
"Account_Name":"ucsm 57","DN":"sys/chassis-1","Serial_Number":
"1","Model":"N20-C6508","Power_State":"ok","Operation_State":
"operable","Configuration_State":"ok","License_State":
"license-ok","Servers":4,"IO_Modules":2,"PSUs":4,"Fan_Modules":8,
"Vendor":"Cisco Systems Inc"},{"ID":"ucsm 57;sys/chassis-2",
"Account_Name":"ucsm 57","DN":"sys/chassis-2","Serial_Number":
"2","Model":"N20-C6508","Power_State":"ok","Operation_State":
"operable","Configuration_State":"ok","License_State":
"license-ok","Servers":4,"IO_Modules":2,"PSUs":4,"Fan_Modules":8,
"Vendor":"Cisco Systems Inc"}],"columnMetaData":null},
"serviceError":null, "serviceName":"InfraMgr", "opName":
"userAPIGetTabularReport" }

同様に、userAPIGetAvailableReportsAPIを他のコンテキストに適用することによって、コンテキ
ストごとに使用可能なレポートをクエリすることができます。その後、応答で返された reportId
のいずれかを使用して、適切なAPI操作とコンテキストデータを使用し、特定のレポートを要求
することができます。

レポートのAPI要求作成に必要な重要情報（API要求で使用する適切な操作名など）が不足し
ていても、多くの場合、利用可能な Cisco UCS Directorレポートのリスト, （13ページ）を参
照してその情報を補うことができます。重要な情報（reportId、コンテキスト、必要なレポー
トのタイプ）が2つ以上があれば、必要な要求の作成に必要な情報をリストから入力できる場
合があります。ほとんどのレポートは 3つの基本タイプのいずれかであり、それらの要求に
は 3つの対応する操作が使用されます。

ヒント

表形式のレポート
このタイプのレポートには、複数の行と列の縦型の表（サマリーデータを提供）または横型の表

があります。原則的に表形式のレポートは名前/値のペアで構成される行の集まりです。これら
レポートの reportIdは userAPIGetAvailableReportsの操作でサマリーデータとして返されます。
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reportIdは末尾にそれぞれ「-V」（縦型）または「-T」（表形式、横型）が付けられています。
表形式（Tabular）レポートおよびアクションを含む表形式（Tabular with Action）レポートはいず
れも表形式のレポートとしてみなされ、userAPIGetTabularReportメソッドで要求する必要があり
ます。

コンテキスト内で利用可能なすべてのレポートを一覧表示するサマリーレポートは表形式の

構造ですが、それらは userAPIGetAvailableReportsの操作を通じて要求します。その他表形式
のレポートと同じように、名前の末尾に「-V」または「-T」が付けられています。

（注）

表形式レポートの例
{ "serviceResult":{"rows":[
{"ID":"ucsm 57;sys/chassis-1",
"Account_Name":"ucsm 57",
"DN":"sys/chassis-1",
"Serial_Number":"1",
"Model":"N20-C6508",
"Power_State":"ok",
"Operation_State":"operable",
"Configuration_State":"ok",
"License_State":"license-ok","Servers":4,
"IO_Modules":2,
"PSUs":4,
"Fan_Modules":8,
"Vendor":"Cisco Systems Inc"},
{"ID":"ucsm 57;sys/chassis-2",
"Account_Name":"ucsm 57",
"DN":"sys/chassis-2",
"Serial_Number":"2",
"Model":"N20-C6508",
"Power_State":"ok",
"Operation_State":"operable",
"Configuration_State":"ok",
"License_State":"license-ok",
"Servers":4,
"IO_Modules":2,
"PSUs":4,
"Fan_Modules":8,
"Vendor":"Cisco Systems Inc"}],

"columnMetaData":null},
"serviceError":null,
"serviceName":"InfraMgr",
"opName":"userAPIGetTabularReport" }

履歴レポート
履歴レポートはトレンドレポートとも呼ばれます。このタイプのレポートを使用して、過去のリ

ソースの使用状況やイベントの発生などのトレンドをモニタします。一般的なトレンドレポート

には、特定期間内における CPUやネットワークの使用状況、または「VMの追加および削除」な
どの情報が示されます。応答形式である APIHistoricalReportは、特定期間内のデータサンプルの
パラメータ（凡例）名と値で構成される一連の組み合わせです。期間の有効な値は「毎時」、

「毎日」、「毎週」、「毎月」です。このタイプのレポートの reportIdは末尾に「-H」が付いて
います。
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履歴レポートの例
{"series":[

{"paramName":"cpuCapacityGhz",
"paramLabel":"CPU Capacity (GHz)",
"values":[

{"timestamp":1285728870845,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256},
{"timestamp":1285732492006,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256},
{"timestamp":1285736120878,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256},
{"timestamp":1285739726401,
"min":51.734405256,
"max":51.734405256,
"avg":51.734405256}]}]}

スナップショットレポート
スナップショットレポートは特定時点でのリソースに関するインスタントレポートです。たと

えば、VMの CPU使用状況のスナップショットレポートは現在の CPU使用率を示します。
APISnapshotReportはデータサンプルの名前/値のペアで構成される一連のカテゴリです。円グラ
フレポートおよび棒グラフレポートはスナップショットレポートの一種です。スナップショッ

トレポートは userAPIGetInstantDataReportメソッドで要求する必要があります。このタイプのレ
ポートの reportIdは末尾に「-S」が付いています。

スナップショットレポートの例
{"categoryAxisName":null,
"valueAxisName":"Active vs Inactive",
"categories":[

{"categoryName":"",
"nameValuePairs":[

{"name":"Active VMs",
"value":"17"},
{"name":"Inactive VMs",
"value":"51"}]}]}

利用可能な Cisco UCS Directorレポートのリスト
次の表で、レポートはコンテキスト別にグループ分けされています。同じレポート（reportIDが
同一のもの）が異なる複数のコンテキストで使用されることがあるため、その場合にはこのリス

トの複数の場所に表示されます。
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レポート IDは常に文字スペースのない 1つの文字列です。これら文字列の一部は非常に長い
ため、以下の個別の表のセル内では複数の行に分かれています。この改行によって文字スペー

スが挿入さているため、完全で正確な reportId文字列を使って検索すると検索できないことが
あります。完全な reportId文字列の代わりに、そこに含まれる短い固有の文字列を使用して検
索してください。

（注）

レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

サマリーSUMMARY-V0サマリーAWS-EC2クラウ
ド

表形式VMS-T0VMAWS-EC2クラウ
ド

表形式IMAGES-T0イメージAWS-EC2クラウ
ド

表形式DELETED-VMS-T0削除済みの VMAWS-EC2クラウ
ド

棒グラフMEMORY-S0メモリAWS-EC2クラウ
ド

棒グラフCPU-S0VPUAWS-EC2クラウ
ド

棒グラフDISK-S0ディスクAWS-EC2クラウ
ド

トレンドTREND-MEMORY-H0トレンド：メモリAWS-EC2クラウ
ド

トレンドTREND-CPU-H0トレンド：CPUAWS-EC2クラウ
ド

トレンドTREND-CPU-USAGE-H0トレンド：CPU使用率AWS-EC2クラウ
ド

トレンドTREND-DISK-READS-&
-WRITES-(BYTES)-H0

トレンド：ディスクの読

み取りと書き込み（バイ

ト）

AWS-EC2クラウ
ド
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

トレンドTREND-DISK-READS-&
-WRITES-(OPS)-H0

トレンド：ディスクの読

み取りと書き込み（操

作）

AWS-EC2クラウ
ド

トレンドTREND-DISK-READS-&
-WRITES-(OPS)-H0

トレンド：ディスクの読

み取りと書き込み（操

作）

AWS-EC2クラウ
ド

トレンドTREND-NETWORK-USAGE-H0トレンド：ネットワーク

使用量

AWS-EC2クラウ
ド

表形式GROUPS-WITH-MOST
-CPU-USAGE-T0

CPU使用率が最も高いグ
ループ

AWS-EC2クラウ
ド

表形式VMS-WITH-MOST -CPU-USAGE-T0CPU使用率の最も高い
VM

AWS-EC2クラウ
ド

表形式VMS-WITH-OVER-
UTILIZED-CPU-USAGE-T0

CPUを過剰に使用してい
る VM

AWS-EC2クラウ
ド

表形式VMS-WITH-UNDER
-UTILIZED-CPU-USAGE-T0

CPU使用率の低い VMAWS-EC2クラウ
ド

アクションを

含む表形式

VOLUMES-X1ボリュームAWS-EC2クラウ
ド

アクションを

含む表形式

SNAPSHOTS-X1スナップショットAWS-EC2クラウ
ド

サマリーSUMMARY-V1サマリーAWS-EC2クラウ
ド

表形式SP-STATUS-T0SPステータスAWS-EC2クラウ
ド

棒グラフCPU-USAGE-(PERCENT)-S0CPU使用率 (%)AWS-EC2 vm

棒グラフNETWORK-IN-S0ネットワークインAWS-EC2 vm

棒グラフNETWORK-OUT-S0ネットワークアウトAWS-EC2 vm

トレンドTREND-CPU-USAGE-H0トレンド：CPU使用率AWS-EC2 vm
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

トレンドTREND-DISK-READS
-&-WRITES-(BYTES)-H0

トレンド：ディスクの読

み取りと書き込み（バイ

ト）

AWS-EC2 vm

トレンドTREND-DISK-READS
-&-WRITES-(OPS)-H0

トレンド：ディスクの読

み取りと書き込み（操

作）

AWS-EC2 vm

トレンドNETWORK-USAGE-H0ネットワーク使用量AWS-EC2 vm

表形式DEPLOYABILITY-ASSESSMENT-T45導入可能性に関するアセ

スメント

カタログ

表形式VDCS-T0vDCクラウド

表形式EVENTS-T0イベントクラウド

棒グラフNUMBER-OF-EVENTS
-BY-SEVERITY-S0

重大度別のイベント数クラウド

表形式GROUPS-WITH-MOST
-NUMBER-OF-VMS-T0

VM数が最も多いグルー
プ

クラウド

表形式VDCS-WITH-MOST
-NUMBER-OF-VMS-T0

VMの数が最も多いvDCクラウド

表形式VDCS-WITH-MOST-CPU-USAGE-T0CPU使用率の最も高い
vDC

クラウド

表形式VDCS-WITH-MOST
-MEMORY-USAGE-T0

メモリ使用率の最も高い
vDC

クラウド

表形式VDCS-WITH-MOST
-DISK-USAGE-T0

ディスク使用率の最も高

い vDC
クラウド

アクションを

含む表形式

VM-ACTION-REQUESTS-X0VMアクションリクエス
ト

クラウド、vm

サマリーSUMMARY-V50サマリーcompute_chassis

表形式SERVERS-T50サーバcompute_chassis

表形式FAN-MODULES-T50ファンモジュールcompute_chassis
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

表形式IO-MODULES-T50IOモジュールcompute_chassis

表形式POWER-SUPPLY-UNITS-T50電源ユニットcompute_chassis

表形式EVENTS-T50イベントcompute_chassis

サマリーSUMMARY-V50サマリーcompute_fbi

表形式POWER-SUPPLY-UNITS-T50電源ユニットcompute_fbi

表形式FANS-T50ファンcompute_fbi

アクションを

含む表形式

ETHERNET-PORTS-X50イーサネットポートcompute_fbi

アクションを

含む表形式

FIBRE-CHANNEL-PORTS-X50ファイバチャネルポー

ト

compute_fbi

トレンドTREND-ETHERNET-PORTS
-TOTAL-KILO-BYTES
-TRANSFERRED/RECEIVED-H50

トレンド：イーサネット

ポートの転送済み/受信
済みデータの合計

（KB）

compute_fbi

トレンドTREND-FIBRE-CHANNEL
-PORTS-TOTAL-KILO-BYTES
-TRANSFERRED/RECEIVED-H50

トレンド：ファイバチャ

ネルポートの転送済み/
受信済みデータの合計

（KB）

compute_fbi

トレンドTREND-CPU-UTILIZATION-H50トレンド：CPU使用率compute_fbi

トレンドTREND-MEMORY-H50トレンド：メモリcompute_fbi

表形式EVENTS-T50イベントcompute_fbi

サマリーPORT-SUMMARY-V50ポートサマリーcompute_fbi_port

表形式LOCAL-DISKS-T50ローカルディスクcompute_server

表形式MEMORY-UNITS-T50メモリユニットcompute_server

表形式PROCESSOR-UNITS-T50プロセッサユニットcompute_server

アクションを

含む表形式

INTERFACE-CARDS-X50インターフェイスカー

ド

compute_server
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

表形式SERVICE-REQUEST-DETAILS-T50サービスリクエスト詳

細

compute_server

トレンドTREND-MOTHERBOARD
-INPUT-CURRENT-RECEIVED-H50

トレンド：マザーボード

の入力電流

compute_server

トレンドTREND-MOTHERBOARD
-INPUT-VOLTAGE-RECEIVED-H50

トレンド：マザーボード

の入力電圧

compute_server

トレンドTREND-MOTHERBOARD
-CONSUMED-POWER-H50

トレンド：マザーボード

の消費電力

compute_server

トレンドTREND-MOTHERBOARD
-SENS-IO-TEMPERATURE-H50

トレンド：マザーボード

で検知された IOの温度
compute_server

トレンドTREND-MOTHERBOARD
-SENS-REAR-TEMPERATURE-H50

トレンド：マザーボード

で検知された背面温度

compute_server

トレンドTREND-MEMORY-UNIT
-TEMPERATURE-H50

トレンド：メモリユニッ

トの温度

compute_server

トレンドTREND-PROCESSOR-UNIT
-CURRENT-H50

トレンド：プロセッサ

ユニットの電流

compute_server

トレンドTREND-PROCESSOR-UNIT
-TEMPERATURE-H50

トレンド：プロセッサ

ユニットの温度

compute_server

サマリーSUMMARY-V50サマリーcompute_server

表形式EVENTS-T50イベントcompute_server

表形式DCE-INTERFACES-T50DCEインターフェイスcompute_server
_adapter_unit

表形式HBAS-T50HBAcompute_server
_adapter_unit

表形式NICS-T50NICcompute_server
_adapter_unit

アクションを

含む表形式

ADD/EDIT-TASKS-X46タスクの追加/編集custom_actions

表形式STORAGE-ACCOUNTS-T51ストレージアカウントデータセンター
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

表形式TOP-5-VOLUME-TOTAL
-USED-STORAGE-T9999

上位5つのボリュームの
使用済みストレージ合計

データセンター

表形式TOP-5-LUN-TOTAL-USED
-STORAGE-T9999

上位 5つの LUN使用済
みストレージ合計

データセンター

サマリーSUMMARY-V51サマリーデータセンター

棒グラフVOLUMES-TOTAL-VS-USED-S51ボリューム：合計と使用

済み

データセンター

棒グラフLUNS-TOTAL-VS-USED-S51LUN：合計と使用済みデータセンター

円グラフAGGREGATES-FREE-VS -USED-S51集約：空きと使用済みデータセンター

アクションを

含む表形式

UCSM-ACCOUNTS-X50UCSMアカウントデータセンター

表形式CHASSIS-T50シャーシデータセンター

表形式FABRIC-INTERCONNECTS-T9999ファブリックインター

コネクト

データセンター

表形式SERVER-POOLS-T9999サーバプールデータセンター

サマリーSUMMARY-V50サマリーデータセンター

表形式SERVICE-PROFILES-T9999サービスプロファイルデータセンター

表形式PROCESSOR-UNITS-T9999プロセッサユニットデータセンター

表形式MEMORY-UNITS-T9999メモリユニットデータセンター

表形式LOCAL-DISKS-T9999ローカルディスクデータセンター

表形式IO-MODULES-T9999IOモジュールデータセンター

アクションを

含む表形式

MANAGED-NETWORK-
ELEMENTS-X52

マネージドネットワーク

要素

データセンター

表形式VTP-STATUS-T52VTPステータスデータセンター

表形式PRIVATE-VLANS-T52プライベート VLANデータセンター
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

表形式L2-NEIGHBORS-T52L2ネイバーデータセンター

表形式PORT-PROFILES-T52ポートプロファイルデータセンター

表形式VM-NETWORK-DETAILS-T52VMネットワークの詳細データセンター

表形式HOST-NETWORK-DETAILS-T52ホストネットワークの

詳細

データセンター

表形式VSANS-T52VSANデータセンター

アクションを

含む表形式

VLANS-X52VLANデータセンター

アクションを

含む表形式

HP-ACCOUNTS-X50HPアカウントデータセンター

表形式DHCP-LOG-T50DHCPログデータセンター

アクションを

含む表形式

PXE-BOOT-REQUESTS-X50PXEブート要求データセンター

サマリーSUMMARY-V0サマリーグローバル

表形式CLOUDS-T0クラウドグローバル

表形式VDCS-T0vDCグローバル

表形式CLUSTERS-T0クラスタグローバル

表形式VMS-T0VMグローバル

表形式HOST-NODE-STATUS-T0ホストノードのステー

タス

グローバル

表形式HOST-NODE-INVENTORY-T0ホストノードのインベ

ントリ

グローバル

表形式RESOURCE-POOLS-T0リソースプールグローバル

表形式EVENTS-T0イベントグローバル

表形式IMAGES-T0イメージグローバル
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表形式DELETED-VMS-T0削除済みの VMグローバル

表形式SYSTEM-HEALTH-T30システムの正常性グローバル

円グラフACTIVE-VM-DISTRIBUTION-
BY-CLOUD-S0

アクティブなVMの分布グローバル

円グラフACTIVE-VMS-PUBLIC-VS
-PRIVATE-CLOUDS-S0

パブリックおよびプライ

ベートクラウドのアク

ティブな VM

グローバル

棒グラフMEMORY-S0メモリグローバル

棒グラフCPU-S0CPUグローバル

棒グラフDISK-S0ディスクグローバル

円グラフPRIVATE-CLOUD-STORAGE
-CAPACITY-S1

プライベートクラウド

のストレージ容量

グローバル

円グラフPRIVATE-CLOUD-FREE-STORAGE-S1プライベートクラウド

の空きストレージ

グローバル

円グラフPRIVATE-CLOUD-USED-STORAGE-S1プライベートクラウド

のストレージ使用量

グローバル

棒グラフSTORAGE-CAPACITY-PER-
STORAGE-TYPE-S1

ストレージタイプ別の

ストレージ容量

グローバル

棒グラフUSED-STORAGE-PER-STORAGE-TYPE-S1ストレージタイプ別の

ストレージ使用量

グローバル

棒グラフFREE-STORAGE-PER-STORAGE-TYPE-S1ストレージタイプ別の

空きストレージ

グローバル

棒グラフTOP-5-DATASTORES-MOST-USED-S1使用頻度の高い上位5つ
のデータストア

グローバル

棒グラフTOP-5-DATASTORES-LEAST-USED-S1使用頻度の低い上位5つ
のデータストア

グローバル

棒グラフNUMBER-OF-EVENTS-S0イベント数グローバル
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トレンドTREND-NUMBER-OF-HOST-NODES-H0トレンド：ホストノー

ドの数

グローバル

トレンドTREND-MEMORY-H0トレンド：メモリグローバル

トレンドTREND-STORAGE-CAPACITY,
-USED-&-FREE-H1

トレンド：ストレージ容

量（使用中と空き）

グローバル

トレンドTREND-CPU-H0トレンド：CPUグローバル

表形式ALL-VMWARE-ACTIVITY-T0すべての VMwareアク
ティビティ

グローバル

サマリーSUMMARY-V1サマリーグローバル

表形式SP-STATUS-T0SPステータスグローバル

棒グラフVMS-ACTIVE-VS-INACTIVE-S0VM（アクティブまたは
非アクティブ）

グローバル、ク

ラウド

トレンドTREND-NUMBER-OF-VMS-H0トレンド：VMの数グローバル、ク

ラウド

トレンドTREND-VM-ADDITIONS-&
-DELETIONS-H0

トレンド：VMの追加と
削除

グローバル、ク

ラウド

表形式NETAPPVOLUMESTABLE-T9999NetAppVolumesTableglobal_admin

表形式NETAPPVFILERVOLUMES
TABLE-T9999

NetAppVFilerVolumes
テーブル

global_admin

表形式NETAPPLUNSTABLE-T9999NetAppLunsTableglobal_admin

表形式NETAPPVFILERLUNSTABLE-T9999NetAppVFilerLunsTableglobal_admin

表形式NETAPPFILERSTABLE-T9999NetAppFilersTableglobal_admin

表形式NETAPPINITIATORGROUPS
TABLE-T9999

NetAppInitiatorGroups
テーブル

global_admin

表形式NETAPPVFILERINITIATOR
GROUPSTABLE-T9999

NetAppVFilerInitiatorグ
ループテーブル

global_admin

表形式NETAPPIPSPACESTABLE-T9999NetAppIPSpacesTableglobal_admin

   Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
22

レポート

利用可能な Cisco UCS Directorレポートのリスト



レポートタイ

プ
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表形式NETAPPVFILERSTABLE-T9999NetAppVFilersTableglobal_admin

表形式NETAPPAGGREGATESTABLE-T9999NetAppAggregatesTableglobal_admin

表形式NETAPPONTAPACCOUNTS
TABLE-T9999

NetAppONTAPAccounts
テーブル

global_admin

表形式NETAPPDFMACCOUNTS
TABLE-T9999

NetAppDFMAccounts
テーブル

global_admin

表形式NETAPPDFMFILERTABLE-T9999NetAppDFMFilerテーブ
ル

global_admin

表形式NETAPPONTAPFILERTABLE-T9999NetAppONTAPFilerテー
ブル

global_admin

表形式NETAPPONTAPVFILERS
TABLE-T9999

NetAppONTAPvFilers
テーブル

global_admin

表形式NETAPPUNASSIGNEDIPSPACES
TABLE-T9999

NetAppUnAssignedIP
SpacesTable

global_admin

表形式NETAPPINTERFACESTABLE-T9999NetAppInterfacesTableglobal_admin

表形式NETAPPVLANPHYSICALINTERFACES
TABLE-T9999

NetAppVLANPhysical
InterfacesTable

global_admin

表形式NETAPPINTERFACESVFILERS
ASSIGNEDTABLE-T9999

NetAppInterfacesvFilers割
り当て済みテーブル

global_admin

表形式NETAPPDFMVFILERSTABLE-T9999NetAppDFMvFilersTableglobal_admin

表形式NETAPPDFMVOLUMEDATASET
TABLE-T9999

NetAppDfmVolume
DatasetTable

global_admin

表形式NETAPPDFMLUNDATASET
TABLE-T9999

NetAppDfmLUN
DatasetTable

global_admin

表形式NETAPPDFMGROUPTABLE-T9999NetAppDfmGroupTableglobal_admin

表形式NETAPPDFMPROVISIONPOLICY
TABLE-T9999

NetAppDfmProvision
PolicyTable

global_admin

表形式NETAPPDFMSTORAGESERVICE
TABLE-T9999

NetAppDfmStorage
ServiceTable

global_admin
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表形式NETAPPUNASSIGNEDDATASET
TABLE-T9999

NetAppUnAssigned
DatasetTable

global_admin

表形式NETAPPASSIGNEDDATASET
TABLE-T9999

NetAppAssignedDatasetTableglobal_admin

表形式NETAPPDATASETTABLE-T9999NetAppDatasetTableglobal_admin

表形式NETAPPDATASETMEMBER
LUNTABLE-T9999

NetAppDatasetMember
LUNテーブル

global_admin

表形式NETAPPREOURCEPOOLTABLE-T9999NetAppReourcePoolTableglobal_admin

表形式NETAPPGROUPASSIGNED
VFILERSTABLE-T9999

NetAppGroupAssigned
VFilersTable

global_admin

表形式PROVISIONING-POLICIES-T48プロビジョニングポリ

シー

global_admin

表形式PROTECTION-POLICIES-T48保護ポリシーglobal_admin

表形式STORAGE-SERVICES-T48ストレージサービスglobal_admin

表形式VFILER-TEMPLATES-T48vFilerテンプレートglobal_admin

表形式ONCOMMAND-DATASETS-T48OnCommandデータセッ
ト

global_admin

表形式ONCOMMAND-GROUPS-T48OnCommandグループglobal_admin

表形式RESOURCE-POOL-T48リソースプールglobal_admin

表形式UIMENUITEMTABLE-T9999UIMenuItemTableglobal_admin

表形式UIOPERATIONTABLE-T9999UIOperationTableglobal_admin

アクションを

含む表形式

CUSTOMER-ORGANIZATIONS-X23顧客組織global_admin

表形式CUSTOMER-ORGANIZATIONS-T23顧客組織global_admin

表形式CUSTOMER-ORGANIZATIONS-T23顧客組織global_admin

アクションを

含む表形式

MSP-ORGANIZATIONS-X23MSP組織global_admin
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表形式MSP-ORGANIZATIONS-T23MSP組織global_admin

アクションを

含む表形式

LOGIN-PAGE-BRANDING-X23ログインページブラン

ディング

global_admin

表形式LOGIN-PAGE-BRANDING-T23ログインページブラン

ディング

global_admin

アクションを

含む表形式

LOGIN-USERS-X23ログインユーザglobal_admin

表形式LOGIN-USERS-T23ログインユーザglobal_admin

その他CURRENT-ONLINE-USERS-X23現在のオンラインユー

ザ

global_admin

アクションを

含む表形式

VIRTUAL-ACCOUNTS-X22仮想アカウントglobal_admin

表形式VIRTUAL-ACCOUNTS-T22仮想アカウントglobal_admin

アクションを

含む表形式

PHYSICAL-ACCOUNTS-X24物理アカウントglobal_admin

表形式PHYSICAL-ACCOUNTS-T24物理アカウントglobal_admin

アクションを

含む表形式

CATALOG-X40カタログglobal_admin

表形式UCSORGANIZATION TABLE-T9999UcsOrganizationTableglobal_admin

表形式UCSSERVERTABLE-T9999UcsServerTableglobal_admin

表形式UCSSERVICEPROFILETABLE-T9999UcsServiceProfileTableglobal_admin

表形式UCSSERVERPOOLTABLE-T9999UcsServerPoolTableglobal_admin

表形式UCSBOOTPOLICYTABLE-T9999UcsBootPolicyTableglobal_admin

アクションを

含む表形式

DATA-CENTERS-X24データセンターglobal_admin

表形式DATA-CENTERS-T24データセンターglobal_admin
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アクションを

含む表形式

STORAGE-POLICY-X47ストレージポリシーglobal_admin

アクションを

含む表形式

NETWORK-POLICY-X47ネットワークポリシーglobal_admin

アクションを

含む表形式

VHBA-X47vHBAglobal_admin

アクションを

含む表形式

VNIC-X47vNICglobal_admin

アクションを

含む表形式

PLACEMENT-POLICY-X47配置ポリシーglobal_admin

表形式DEVICEZONESTABLE-T9999deviceZonesTableglobal_admin

アクションを

含む表形式

VENDOR-VALIDATED-
DESIGNS-X24

ベンダー検証済み設計global_admin

表形式HPSERVERTABLE-T9999HpServerTableglobal_admin

アクションを

含む表形式

REPORTS-CUSTOMIZATION-X20レポートのカスタマイズglobal_admin

アクションを

含む表形式

AMAZON-DEPLOYMENT-POLICY-X41Amazonの導入ポリシーglobal_admin

表形式AMAZON-DEPLOYMENT-POLICY-T41Amazonの導入ポリシーglobal_admin

アクションを

含む表形式

VMWARE-DEPLOYMENT-POLICY-X21VMwareの導入ポリシーglobal_admin

表形式VMWARE-DEPLOYMENT-POLICY-T21VMwareの導入ポリシーglobal_admin

アクションを

含む表形式

RESOURCE-ALLOCATION-POLICY-X21リソース割り当てポリ

シー

global_admin

表形式RESOURCE-ALLOCATION-POLICY-T21リソース割り当てポリ

シー

global_admin

アクションを

含む表形式

RACKSPACE-DEPLOYMENT-POLICY-X41Rackspaceの導入ポリ
シー

global_admin
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表形式RACKSPACE-DEPLOYMENT-POLICY-T41Rackspaceの導入ポリ
シー

global_admin

アクションを

含む表形式

KVM-DEPLOYMENT-POLICY-X41KVMの導入ポリシーglobal_admin

表形式KVM-DEPLOYMENT-POLICY-T41KVMの導入ポリシーglobal_admin

アクションを

含む表形式

VMWARE-NETWORK-POLICY-X44VMwareネットワークポ
リシー

global_admin

表形式VMWARE-NETWORK- POLICY-T44VMwareネットワークポ
リシー

global_admin

アクションを

含む表形式

NETWORK-PROVISIONING-
POLICY-X44

ネットワークプロビジョ

ニングポリシー

global_admin

表形式NETWORK-PROVISIONING-
POLICY-T44

ネットワークプロビジョ

ニングポリシー

global_admin

アクションを

含む表形式

VLAN-POOL-POLICY-X44VLANプールポリシーglobal_admin

表形式VLAN-POOL-POLICY-T44VLANプールポリシーglobal_admin

アクションを

含む表形式

VIRTUAL-STORAGE-
CATALOG-X43

仮想ストレージのカタロ

グ

global_admin

表形式VIRTUAL-STORAGE-CATALOG-T43仮想ストレージのカタロ

グ

global_admin

アクションを

含む表形式

VMWARE-STORAGE- POLICY-X43VMwareストレージポリ
シー

global_admin

表形式VMWARE-STORAGE- POLICY-T43VMwareストレージポリ
シー

global_admin

アクションを

含む表形式

VMWARE-SYSTEM-POLICY-X41VMwareストレージポリ
シー

global_admin

表形式VMWARE-SYSTEM-POLICY-T41VMwareストレージポリ
シー

global_admin
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アクションを

含む表形式

VMWARE-COMPUTING-
POLICY-X42

VMwareコンピューティ
ングポリシー

global_admin

表形式VMWARE-COMPUTING-
POLICY-T42

VMwareコンピューティ
ングポリシー

global_admin

アクションを

含む表形式

KVM-COMPUTING-POLICY-X42KVMコンピューティン
グポリシー

global_admin

表形式KVM-COMPUTING-POLICY-T42KVMコンピューティン
グポリシー

global_admin

アクションを

含む表形式

COST-MODEL-X41コストモデルglobal_admin

表形式COST-MODEL-T41コストモデルglobal_admin

アクションを

含む表形式

STORAGE-TIER-COST-MODEL-X41ストレージ階層のコスト

モデル

global_admin

表形式STORAGE-TIER-COST-MODEL-T41ストレージ階層のコスト

モデル

global_admin

アクションを

含む表形式

OS-LICENSE-X41OSライセンスglobal_admin

表形式OS-LICENSE-T41OSライセンスglobal_admin

アクションを

含む表形式

NETWORK-SERVICES-AGENTS-X24ネットワークサービス

エージェント

global_admin

アクションを

含む表形式

DISCOVERED-DEVICES-X24検出されたデバイスglobal_admin

アクションを

含む表形式

ACTIVE-MODULES-X26アクティブなモジュールglobal_admin

表形式ACTIVE-MODULES-T26アクティブなモジュールglobal_admin

アクションを

含む表形式

MODULES-X26モジュールglobal_admin

表形式MODULES-T26モジュールglobal_admin
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アクションを

含む表形式

MODULE-SNAPSHOTS-X26モジュールのスナップ

ショット

global_admin

表形式MODULE-SNAPSHOTS-T26モジュールのスナップ

ショット

global_admin

表形式VMWAREVSWITCH TABLE-T9999vmwareVSwitchTableglobal_admin

表形式PORTGROUPS-T9999portGroupsglobal_admin

アクションを

含む表形式

WORKFLOWS-X46ワークフローglobal_admin

アクションを

含む表形式

USER-VM-ACTION-POLICY-X46ユーザのVMアクション
ポリシー

global_admin

アクションを

含む表形式

CONTEXT-WORKFLOW-
MAPPING-X46

コンテキストワークフ

ローマッピング

global_admin

アクションを

含む表形式

TEMPLATES-X46テンプレートglobal_admin

アクションを

含む表形式

WORKFLOW-SCHEDULES-X46ワークフローのスケ

ジュール

global_admin

アクションを

含む表形式

CUSTOM-APPROVAL-TASKS-X46カスタム承認タスクglobal_admin

アクションを

含む表形式

LICENSE-X20ライセンスglobal_admin

表形式TABULARLOV.SYSTEM.ADVANCED.
PROPERTY.REPORT-T9999

tabularlov.system.advanced.property.reportglobal_admin

表形式CHANGE-RECORDS-T25レコードの変更global_admin

アクションを

含む表形式

APPLICATION-CATEGORIES-X20アプリケーションカテ

ゴリ

global_admin

アクションを

含む表形式

SYSTEM-TASKS-X20システムのタスクglobal_admin

表形式SYSTEM-TASKS-T20システムのタスクglobal_admin
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アクションを

含む表形式

LDAP-INTEGRATION-X23LDAP統合global_admin

表形式LDAP-INTEGRATION-T23LDAP統合global_admin

アクションを

含む表形式

VIRTUAL-CONSOLE-SERVERS-X24仮想コンソールサーバglobal_admin

アクションを

含む表形式

TRIGGERS-X46トリガーglobal_admin

アクションを

含む表形式

VDC-X45vDCglobal_admin、グ
ループ

アクションを

含む表形式

VDC-SERVICE-PROFILES-X45vDCサービスプロファ
イル

global_admin、グ
ループ

表形式CATALOG-T40カタログglobal_admin、グ
ループ

表形式VDCS-T14vDCグループ

アクションを

含む表形式

PORT-GROUPS-X14ポートグループグループ

アクションを

含む表形式

VFILERS-X15vFilersグループ

アクションを

含む表形式

SERVERS-X15サーバグループ

アクションを

含む表形式

SERVICE-PROFILES-X15サービスプロファイルグループ

アクションを

含む表形式

SERVICE-REQUESTS-X10サービスリクエストグループ

アクションを

含む表形式

ARCHIVED-SERVICE-
REQUESTS-X10

アーカイブ済みのサービ

ス要求

グループ

アクションを

含む表形式

USERS-X13ユーザグループ
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表形式VMS-T14VMグループ

表形式RESOURCE-LIMITS-T13リソース制限グループ

サマリーSUMMARY-V13サマリーグループ

表形式TOP-5-FAILURE-REASONS-T10上位 5つの障害原因グループ

トレンドTREND-NETWORK-USAGE-H14トレンド：ネットワーク

使用量

グループ

トレンドTREND-CPU-USAGE-H14トレンド：CPU使用率グループ

トレンドTREND-DISK-USAGE-H14トレンド：ディスク使用

量

グループ

トレンドTREND-CONSOLIDATED-
RESOURCE-USAGE-H14

トレンド：総合リソース

使用率

グループ

棒グラフVMS-ACTIVE-VS-INACTIVE-S13VM（アクティブまたは
非アクティブ）

グループ

アクションを

含む表形式

VLANS-X15VLANグループ

表形式RESOURCE-ACCOUNTING-T12リソースアカウンティ

ング

グループ

表形式RESOURCE-ACCOUNTING-DETAILS-T12リソースアカウンティ

ングの詳細

グループ

表形式CHARGEBACK-T12チャージバックグループ

表形式RESOURCE-ACCOUNTING-
DETAILS-T85

リソースアカウンティ

ングの詳細

グループ

表形式CHARGEBACK-T85チャージバックグループ

サマリーCURRENT-MONTH-SUMMARY-V12今月のサマリーグループ

サマリーPREVIOUS-MONTH-SUMMARY-V12前月のサマリーグループ

円グラフCURRENT-MONTH-COST-
SUMMARY-S12

今月のコストのサマリーグループ
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円グラフPREVIOUS-MONTH-COST-
SUMMARY-S12

前月のコストのサマリーグループ

円グラフCURRENT-MONTH-TOP-5
-APPLICATIONS-S12

今月の上位5つのアプリ
ケーション

グループ

円グラフPREVIOUS-MONTH-TOP-5
-APPLICATIONS-S12

前月の上位5つのアプリ
ケーション

グループ

トレンドTREND-BUDGET-SPENDING-H12トレンド：予算の支出グループ

トレンドTREND-TOTAL-COST-H12トレンド：総コストグループ

トレンドTREND-VM-COST-H12トレンド：VMコストグループ

トレンドTREND-CPU-COST-H12トレンド：CPUコストグループ

トレンドTREND-MEMORY-COST-H12トレンド：メモリコス

ト

グループ

トレンドTREND-NETWORK-COST-H12トレンド：ネットワーク

コスト

グループ

アクションを

含む表形式

PAYMENT-INFORMATION-X10支払い情報グループ

アクションを

含む表形式

CUSTOMER-FUNDS-X10顧客資金グループ

表形式RESOURCE-ACCOUNTING-
DETAILS-T10

リソースアカウンティ

ングの詳細

グループ

サマリーSUMMARY-V0サマリーホストノード

表形式VMS-T0VMホストノード

表形式EVENTS-T0イベントホストノード

表形式DELETED-VMS-T0削除済みの VMホストノード

アクションを

含む表形式

ILO-SERVERS-X50ILOサーバhp、データセン
ター

表形式SERVER-NICS-T50サーバの NIChp_server
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

表形式SERVER-MEMORY-T50サーバのメモリhp_server

表形式SERVER-PROCESSOR-T50サーバのプロセッサhp_server

表形式SERVER-SLOTS-T50サーバスロットhp_server

トレンドTREND-NUMBER-OF- HOST
-NODES-H0

トレンド：ホストノー

ドの数

HyperVクラウド

トレンドTREND-MEMORY-H0トレンド：メモリHyperVクラウド

トレンドTREND-CPU-H0トレンド：CPUHyperVクラウド

サマリーSUMMARY-V0サマリーHyperVクラウド

表形式CLUSTERS-T0クラスタHyperVクラウド

表形式HOST-NODE-STATUS-T0ホストノードのステー

タス

HyperVクラウド

表形式HOST-NODE-INVENTORY-T0ホストノードのインベ

ントリ

HyperVクラウド

表形式VMS-T0VMHyperVクラウド

表形式DELETED-VMS-T0削除済みの VMHyperVクラウド

表形式DATA-STORES-T0データストアHyperVクラウド

表形式IMAGES-T9999イメージHyperVクラウド

棒グラフMEMORY-S0メモリHyperVクラウド

棒グラフCPU-S0CPUHyperVクラウド

棒グラフDISK-S0ディスクHyperVクラウド

サマリーSUMMARY-V0サマリーHyperVクラスタ

表形式HOST-NODE-STATUS-T0ホストノードのステー

タス

HyperVクラスタ

表形式HOST-NODE-INVENTORY-T0ホストノードのインベ

ントリ

HyperVクラスタ
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レポートタイ

プ

レポート IDレポート名コンテキスト

表形式VMS-T0VMHyperVクラスタ

表形式EVENTS-T0イベントHyperVクラスタ

棒グラフCPU-USAGE-S0CPU使用率HyperVホスト
ノード

棒グラフCPU-USAGE(MHZ)-S0CPU使用率 (MHz)HyperVホスト
ノード

棒グラフMEMORY-USAGE-S0メモリ使用率HyperVホスト
ノード

利用可能なレポートのリストの使用
取得するレポートのコンテキストが分かっている場合には、次の利用可能なCiscoUCSDirectorレ
ポートのリスト, （13ページ）のレポートタイプ情報を使用して要求で使用する reportIdを見つ
けることができます。さらに、どの操作を使用すべきかが明確でない場合、それを判断すること

もできます。多くの場合、利用可能なレポートのリストを使用して、必要なレポートデータを取

得する API要求を作成することができます。

VMおよびWorkFlowStatusレポートを含む役立つレポートの例が REST API資料に記載されてい
ます。レポートおよび JSONオブジェクト応答サンプル, （2ページ）を参照してください。

API要求に関する追加データが必要な場合には、CiscoUCSDirectorにより提供されるレポート
メタデータを参照してください。開発者メニューオプションの有効化を参照してください。

（注）

   Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
34

レポート

利用可能なレポートのリストの使用

b_Cisco_UCS_Director_REST_Developer_Guide_52_chapter_011.pdf#unique_22

	レポート
	レポートの概要
	レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル
	GetAvailableReports による reportId の取得
	表形式のレポート
	表形式レポートの例

	履歴レポート
	履歴レポートの例

	スナップショット レポート
	スナップショット レポートの例

	利用可能な Cisco UCS Director レポートのリスト
	利用可能なレポートのリストの使用


