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はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, vii ページ
• 表記法, vii ページ
• 関連資料, ix ページ
• マニュアルに関するフィードバック, ix ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, x ページ

対象読者
このマニュアルは、API を使用してアプリケーションを開発および拡張する専門知識を持つソフ
トウェア技術者を対象としています。 対象となる技術者は、Cisco UCS と、関連するネットワー
クおよびストレージのプロトコルの知識と、JSON、XML、および Java での作業経験が必要です。

表記法
テキストのタイプ

用途

GUI 要素

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。

マニュアルのタイトル 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。
TUI 要素

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。
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表記法

テキストのタイプ

用途

システム出力

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。

CLI コマンド

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。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

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。

string

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。

<>

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）

「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。

ヒント

「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。

注意

「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。

ワンポイント アドバイス

「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。
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警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器
に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。
これらの注意事項を保存しておいてください。

関連資料
『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』
Cisco UCS Director の資料の詳細なリストについては、次の URL にある 『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』 を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html
『Cisco UCS Documentation Roadmaps』
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手できる『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。

（注）

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』には Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central のドキュメントのリンクが含まれています。 『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controller のドキュメントのリンクが含まれていま
す。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。 ご協力を
よろしくお願いいたします。
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の
技術マニュアルの一覧も示されています。
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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章

このリリースの新規情報および変更情報
• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。 この
表は、このマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものでは
ありません。
表 1：Cisco UCS Director リリース 5.2 の新機能と動作変更

機能

新機能

参照先

特定のワークフロー入力タイプ 次の API が追加されました。
のフェッチ値に対する REST API
• userAPIGetLOVValues
サポート
• userAPIGetTabularValues

値のフェッチ操作, （20 ページ）

ユーザ アカウントに対する
REST API サポート

ユーザ アカウントの操作, （21 ペー
ジ）

次の API が追加されました。
• userAPIGetRESTAccessKey
• userAPIIsMspMode
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

新機能

グループに対する REST API サ 次の API が追加されました。
ポート
• userAPICreateGroup

参照先
グループの操作, （25 ページ）

• userAPIGetGroups
• userAPIGetGroupById
• userAPIGetGroupByName
• userAPIUpdateGroup
• userAPIDeleteGroup
レポートに対する REST API サ 次の API が追加されました。
ポート
• userAPIFilterTabularReport

スクリプトの操作, （91 ページ）

サービス コンテナに対する
REST API サポート

サービス コンテナの操作, （41 ペー
ジ）

次の API が追加されました。
• userAPIGetServiceContainerTemplates
• userAPIGetContainerId

APIC コンテナに対する REST
API サポート

次の API が更新されました。

APIC コンテナの操作, （49 ページ）

• userAPICreateAPICContainer

ワークフロー オペレーションに userAPIGetWorkflowInputs API の応答に次の ワークフローの操作, （78 ページ）
対する REST API サポート
プロパティが追加されました。
• isOptional
• inputFieldType
スクリプトに対する REST API
サポート

次の API が追加されました。
• userAPIExecuteVIXScript
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スクリプトの操作, （91 ページ）
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概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS Director REST API の概要, 3 ページ
• アクセス権限, 3 ページ
• サポートされているプロトコルおよび形式, 4 ページ
• 推奨ツール, 4 ページ

Cisco UCS Director REST API の概要
Cisco UCS Director REST API は Cisco UCS Director リソースでの操作実行を可能にし、またこれら
の操作をアプリケーションに統合してアプリケーションで API 対応の機能を提供できるようにし
ます。
この REST（Representational State Transfer）API を使用して開発したプリケーションでは、以下が
可能です。
• Cisco UCS Director 内の物理デバイスおよび仮想デバイス、ネットワーク、アプライアンス、
グループおよびユーザ、ポリシー、管理、リソース アカウンティング、資金、その他監視対
象に関する Cisco UCS Director レポートの取得。
• オーケストレータ ワークフローおよびタスク操作の呼び出し。
• Cisco UCS Director 独自の追加操作の呼び出し。

アクセス権限
適切なアクセス権限があれば、API を使用して Cisco UCS Director から利用可能なあらゆるレポー
トを取得できます。 API インターフェイスへのアクセスは登録済みユーザ アカウントに制限され
ています。 安全なアクセスは、ユーザ アカウントごとに割り当てられる一意のキー コードであ
る REST API アクセス キーを使用して管理します。 ユーザ アカウントは管理上ユーザ タイプに
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サポートされているプロトコルおよび形式

関連付けられているため、このアクセス キーによって API を通じて公開される情報に対するユー
ザ アカウントのアクセス レベルが決まります。
ユーザ タイプの違いによってアクセスできるデータのカテゴリが異なります。 Cisco UCS Director
の管理者が各ユーザ タイプに関連付けられるアクセス規則を定義します。 エンド ユーザ タイプ、
管理者ユーザ タイプ、およびユーザ タイプごとにアクセス可能なデータの詳細については、http:/
/www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-director/products-maintenance-guides-list.html
を参照するか、システム管理者にお問い合わせください。 システム管理者と相談し、プロジェク
トに必要なユーザ アクセス権限を取得してください。

サポートされているプロトコルおよび形式
Cisco UCS Director REST API はあらゆる HTTP または HTTPS ブラウザと互換性があります。 REST
API は JSON および XML でフォーマットされたコードを使用します。 Java API も利用できます。
JSON
別途記載がある場合を除き、Cisco UCS Director API ドキュメンテーションは JSON（JavaScript
Object Notation）形式でエンコードされた REST API 要求の引数と応答（ペイロード データ）を参
照します。 詳細については、http://www.json.org または http://en.wikipedia.org/wiki/JSON を参照し
てください。

（注）

ライブの有効な JSON 形式の UCS Director REST API 要求および応答が Cisco UCS Director 内で
提供されます。 それらは JSON プロトコルおよびフォーマットのよい例です。 この API デー
タを確認するには、まず開発者メニューを有効にしてから、Cisco UCS Director の任意のレポー
トで利用できる [レポートメタデータ] オプションを使用します。 詳細については、開発者メ
ニュー オプションの有効化, （8 ページ）を参照してください。

XML
XML 形式の REST API 要求の使用については、REST API ブラウザの使用, （9 ページ）を参照
してください。 これは Cisco UCS Director に組み込まれている REST API ブラウザの使用に関する
情報を提供します。
Java
Java API の使用方法については、Cisco UCS Director REST API Javadocs と Cisco UCS Director Open
Automation API Javadocs を参照してください。

推奨ツール
Cisco UCS Director API は HTTP または HTTPS を通信プロトコルとして使用します。 ユーザ アカ
ウント アクセス機能を利用できる任意の対応ブラウザまたはクライアントを使用して要求を Cisco
UCS Director API に送信することができます。 ほとんどのプログラミング言語には、REST API ア
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推奨ツール

クセスと JSON および XML のパースを提供するビルトインまたはオープン ソースのライブラリ
があります。
API の活用とテストには、次のソフトウェア ツールおよびオプションを推奨します。
開発者メニュー オプション
Cisco UCS Director には、レポート メタデータや Rest API ブラウザへのアクセスなど、開発者に
とって重要な機能とツールを含む開発者メニューオプションがあります。これらのオプションを
有効にする方法については、レポート メタデータへのアクセス, （10 ページ）を参照してくださ
い。
Mozilla Firefox RESTClient アドオン
RESTClient は Mozilla FireFox のアドオンで、API 要求と応答のパースや表示に役立つオプション
を提供します。 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/restclient/?src=ss を参照してください。
また、より最近のリリースをご確認ください。

（注）

アプリケーションが使用するユーザ アカウント クレデンシャルで現在 Cisco UCS Director にロ
グインしている場合、任意の対応 Web ブラウザを使用して API 要求の送信と応答の取得がで
きるはずです。 しかし、Mozilla Firefox RESTClient アドオンは、便利かつ有益な方法で API
データのパースとラベル付けも行うスタンドアロンのクライアントを提供します。

Cisco UCS Director REST API ブラウザ
REST API ブラウザは Cisco UCS Director の [オーケストレーション] 領域で利用できます。 このブ
ラウザは API 情報および API コード生成機能を提供するもので、REST API や Java API の両方を
含む利用可能なあらゆる API を見やすく表示し、作業を促進します。
開発者メニューを有効にすると、この機能にアクセスして、XML 形式の REST API と Java API を
含む、Cisco UCS Director 公開 API に関する幅広い情報を入手できるようになります。 詳細につい
ては、REST API ブラウザの使用, （9 ページ）を参照してください。
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章

使用する前に
この章は、次の内容で構成されています。
• API アクセス キーの概要, 7 ページ
• API アクセス キーの生成, 8 ページ
• 開発者メニュー オプションの有効化, 8 ページ
• REST API ブラウザの使用, 9 ページ
• レポート メタデータへのアクセス, 10 ページ
• 要求の形式, 11 ページ
• 応答の形式, 14 ページ

API アクセス キーの概要
API インターフェイスを通じて Cisco UCS Director にアクセスするには、有効な Cisco UCS Director
ユーザ アカウントと API アクセス キーが必要です。 API アクセス キーは Cisco UCS Director によ
る API 要求の認証に必要です。 このアクセス キーは、特定の有効な Cisco UCS Director ユーザ ア
カウントに関連付けられた一意のセキュリティ アクセス キー コードです。
API 要求を認証するため、あらゆる Cisco UCS Director API で、認証に API アクセス キーが必要と
されます。 標準の HTTP 構文および意味規則に従い、name:value ヘッダーとして REST API アク
セス キーを渡す必要があります。 たとえば、有効な name:value のヘッダーの一例は、
X-Cloupia-Request-Key: F90ZZF12345678ZZ90Z12ZZ3456FZ789 です。 API 要求ヘッダーの詳細につ
いては、要求の形式, （11 ページ） と RFC2616 のヘッダー フィールド定義を参照してください。
データのセキュリティを保つため、あらゆる要求を HTTPs（SSL）接続で送信してください。
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API アクセス キーの生成
手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[ユーザ情報] ダイアログ ボックスで、[詳細] タブをクリックします。

ステップ 3

[REST APIアクセスキー] の領域に表示された値をコピーするには、[キー値のコピー] をクリック
します。

ステップ 4

安全な場所にアクセス キーを保存し、それを API 要求ヘッダーで使用します。
API 要求ヘッダーの詳細については、要求の形式, （11 ページ）を参照してください。

ステップ 5

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

開発者メニュー オプションの有効化
Cisco UCS Director には、開発者や技術者用に特別に用意された機能があります。 開発者メニュー
オプションを有効にした後、総合的な REST API ブラウザおよびレポート メタデータ情報にアク
セスすることができます。 これらの機能によって、サイト固有の API データと、任意の標準 HTTP
または HTTPS ブラウザから送信できる REST API 要求コードが提供されます。 レポート メタデー
タ ビューから提供される HTTP 要求コードを使用すれば、API サービス結果をすぐに得られます。
API 情報が必要なあらゆる状況でこれらのオプションを使用できます。
Cisco UCS Director REST API ブラウザは、API 情報および API コード生成機能を提供し、REST
API と Java API の両方を含む利用可能なあらゆる API を見やすく表示し、作業を促進します。

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

手順
ステップ 1

Cisco UCS Director で右上にあるログイン名をクリックします。

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

使用する前に
REST API ブラウザの使用

たとえば、admin としてログインしている場合、Cisco UCS Director の右上に admin と表示されま
す。
ステップ 2

[ユーザ情報] ダイアログ ボックスで、[詳細] タブをクリックします。

ステップ 3

[[開発者]メニューの有効化(このセッション)] チェックボックスにチェックを入れて、[ユーザ情
報] ダイアログ ボックスを閉じます。
現在のセッションの間中、[REST APIブラウザ] が有効になり、このセッションで開かれるレポー
ト ビューで [レポートメタデータ] オプションが利用可能になります。
ヒント

ステップ 4

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

[ユーザ情報] ダイアログ ボックスを閉じます。

REST API ブラウザの使用
Cisco UCS Director REST API ブラウザは、XML 形式の REST API および Java API を含むすべての
利用可能な公開 Cisco UCS Director API の使用において開発者に支援と教育を提供する、API 情報
および API コード生成機能を提供します。 プライマリ ビューにはタスク フォルダがリストされ、
そのそれぞれが API へのアクセスを提供します。 タスク名は最上位のコンテキストまたはカテゴ
リ フォルダを効果的に表し、その下に API がリストされています。 たとえば、NetApp ONTAP タ
スクおよび NetApp OnCommand タスクに関連するすべての API は、これらの名前が付いたフォル
ダの中にあります。

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

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [オーケストレーション] の順に選択します。

ステップ 2

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

ステップ 3

表示する API を含むタスク フォルダを開きます。
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ヒント

ステップ 4

特定の API がどのタスク フォルダに属するか分からない場合には、[REST APIブラウザ]
タブの右上隅にある [検索] フィールドを使用して検索できます。 API の [リソース]、
[操作]、または [説明] フィールドに含まれる文字列を入力して検索を絞り込みます。 ま
た、[高度な検索フィルタを追加] など、メニュー バーにある他のオプションを使用して
特定の API を検索することもできます。

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

レポート メタデータへのアクセス
レポート メタデータを使用すると、Cisco UCS Director で表示される各レポートの API 要求コード
を含む、Cisco UCS Director によって使用される API コードを確認することができます。 このコー
ドには、すぐにブラウザに貼り付けて送信できる完全な URL コードが含まれます。 直接の API
応答は開発者に豊富な情報と教育を提供します。 API 要求コードを確認するには、レポートに移
動して、[レポートメタデータ] を選択し、表示されたリストをレポートの取得に使用された API
要求まで下にスクロールします。

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

手順
ステップ 1

Cisco UCS Director で API コードを確認するページに移動します。
たとえば、次のいずれかを選択します。
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• [ポリシー] > [オーケストレーション]
• [物理] > [ストレージ] > [Storage_Account] > [ファイラ]
ステップ 2

[レポートメタデータ] をクリックします。

ステップ 3

[情報] ダイアログ ボックスでサンプル コードを確認します。

要求の形式
API クライアントは HTTP または HTTPS を使用して Cisco UCS Director と対話できます。 REST
API アクセス キーをパスするには、各要求が X-Cloupia-Request-Key と呼ばれる http/https
ヘッダーと関連付けられており、その値が現在の REST API アクセス キーに設定されている必要
があります。 このキーの取得と使用については、API アクセス キーの生成, （8 ページ）を参照
してください。
URL の形式
http://SERVER/app/api/rest?formatType=json&opName=operationName&opData=operationData
ここで SERVER は Cisco UCS Director VM のホスト名の IP アドレスで、
opName は要求に関連付けられた API 操作の名前です。 例：userAPIGetMyLoginProfile、ま
たは userAPIGetVMActionStatus、
ここで opData には JSON パラメータ（操作に関連付けられた引数）が含まれます。
URL 要求パラメータ
• formatType：ここで説明するサポートされる形式は JavaScript Object Notation（JSON）のみで
す。 このパラメータ値を json に設定します。
• opName：要求に関連付けられた操作の名前です。 操作のリストは REST API の操作の概要,
（18 ページ）に記載されています。
• opData：操作に関連付けられたパラメータ（または引数）です。 Cisco UCS Director はパラ
メータの JSON エンコーディングを使用します。 操作に引数が必要ではない場合、空のセッ
トとして {} を使用します。 要求で JSON データを送信する前に、必要に応じてエスケープ
文字を適用する必要があります。 URL エンコーディングの詳細については、http://www.ietf.org/
rfc/rfc1738.txt の RFC を参照してください。
JSON 構文とデータ タイプの詳細については、http://en.wikipedia.org/wiki/JSON#Data_types.2C_
syntax_and_example を参照してください。
JSON 以外の形式の API 要求については、REST API ブラウザの使用, （9 ページ）を参照してく
ださい。
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操作のデータ パラメータ/引数の概要
メソッドと API リソースの汎用指定は opName を通じて伝えられるため、操作のパラメータは操
作を行うリソースの特定のインスタンスを指定するために必要なあらゆる引数を提示する必要が
あります。
利用可能な API の操作とパラメータ仕様のリストは、REST API の操作の概要, （18 ページ）を
参照してください。
操作データ パラメータ構文
次の表に JSON 形式の操作データ パラメータ構文の例を示します。
操作に次のパラメータが必要か否か（opData） JSON で表す方法
パラメータなし

{}

1 つのパラメータ：整数（例：10）

{param0:10}

1 つのパラメータ：文字列（例：cloud）

{param0:"cloud"}

2 つのパラメータ：文字列と整数

{param0:"cloud",param1:10}

2 つのパラメータ：null 値の文字列と整数

{param0:null,param1:10}

3 つのパラメータ

{param0:"cloud",param1:"cloupia",param2:100}

操作データ パラメータ
…&opData={param0:"datacenter",param1:"DataCenter1",param2:"STORAGE-ACCOUNTS-T51"
…&opData= {param0:"Create NFS Datastore",param1:{"list":[{"name":"Volume
Size","value":100},{"name":"Select Group","value":"14"},{"name":"Select
vDC","value":18}]},param2:212}

• param0：REST API 経由で呼び出されるワークフローの名前。
• param1：ワークフローに渡される入力。 複数の入力が存在する場合は、それらを引用符で囲
んでから、カンマで区切って、中括弧内に入れます。 入力が存在しない場合は、API 呼び出
しで null を使用します。
• param2：このワークフローが他のサービス要求の子ワークフローとして呼び出される場合
は、サービス要求（SR）ID を使用します。 このワークフローが子ワークフローとして呼び
出されない場合は、-1 を使用します。 -1 を使用した場合は、新しいサービス要求が呼び出さ
れます。

Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
12

使用する前に
要求の形式

ヒント

Cisco UCS Director は、URL 形式で切り取ってブラウザに貼り付けることができる、多くの完
全な API 要求を提供します。 開発者メニュー オプションの有効化, （8 ページ）を参照して
ください。

コンテキスト パラメータ
上の例で、Param0 は Cisco UCS Director のコンテキストを指定するために使用されます。 コンテ
キスト データ値は Cisco UCS Director によって管理される主要なドメイン
（"global-services"、"vm"、"vdc"、"datacenter"、"storage_accounts"、"Compute-chassis"、"network-device"
など）の 1 つを意味します。 標準の Cisco UCS Director コンテキストのリストは API 要求コンテ
キスト パラメータ, （93 ページ） に記載されています。
レポート パラメータ
レポート パラメータ値は常に reportId です。 一般的な reportId に
は、"STORAGE-ACCOUNTS-T51"、"CPU-S0"、"VOLUMES--X1"、"NETWORK-USAGE-H0"、"PORT-SUMMARY-V50"、"PRIVATE-CLOUD-FREE-STORAGE-S1"
が含まれます。 通常、reportId は、レポートの API 要求のパラメータ リストの最後のパラメータ
です。 よって、コンテキストが 2 つのパラメータで指定されている場合には、通常レポート パラ
メータは 3 つ目の param2 です。 コンテキスト別にカテゴリ分けされた、レポート名、reportId の
包括的なリストは、利用可能な Cisco UCS Director レポートのリスト, （121 ページ）を参照して
ください。
サンプル API 要求 1
ログイン プロファイルを要求する操作はログインしているユーザを参照するため、パラメータは
必要ありません。 ほとんどのその他の操作は複数の引数を必要とします。
http://10.10.1.153/app/api/rest?formatType=json&opName=userAPIGetMyLoginProfile&opData={}

サンプル API 要求 1 に対する応答
{
"serviceResult":{"userId":"jsmith","firstName":"John","lastName":"Smith","email":"jsmith@example.com",
"groupName":"Eng Group","role":"Regular"}, "serviceError":null,
"serviceName":"InfraMgr", "opName":"userAPIGetMyLoginProfile" }

サンプル API 要求 2
データセンターのシャーシに関するレポートのこの要求では、操作に 3 つのパラメータが必要で
あり、これはレポートの要求では一般的です。
http://172.99.999.142/app/api/rest?opName=userAPIGetTabularReport&opData={param0:"datacenter",
param1:"datacenter",param2:"UCS-CHASSIS-T50"}

サンプル API 要求 2 に対する応答
{ "serviceResult":
{"rows":[{"ID":"PHY-ACC;sys/chassis-2",
"Account_Name":"PHY-ACC","DN":"sys/chassis-2",
"Serial_Number":"1558","Model":"N20-C6508","Power_State":"ok",
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"Operation_State":"accessibility-problem",
"Configuration_State":"ok","License_State":"license-ok","Servers":5,
"IO_Modules":2,"PSUs":4,"Fan_Modules":8,
"Vendor":"Cisco Systems Inc"},{"ID":"UCSCirrus;sys/chassis-1",
"Account_Name":"UCSCirrus","DN":"sys/chassis-1",
"Serial_Number":"FOX1352GDX4","Model":"N20-C6508",
"Power_State":"redundancy-failed","Operation_State":"power-problem",
"Configuration_State":"ok","License_State":"license-ok","Servers":7,
"IO_Modules":2,"PSUs":4,"Fan_Modules":8,
"Vendor":"Cisco Systems Inc"},{"ID":"UCSM237;sys/chassis-1",
"Account_Name":"UCSM237","DN":"sys/chassis-1",
"Serial_Number":"1557","Model":"N20-C6508","Power_State":"ok",
"Operation_State":"operable",
"Configuration_State":"unsupported-connectivity","License_State":"license-ok",
"Servers":6,"IO_Modules":2,
"PSUs":4,"Fan_Modules":8,"Vendor":"Cisco Systems Inc"},
{"ID":"real108;sys/chassis-1","Account_Name":"real108",
"DN":"sys/chassis-1","Serial_Number":"FOX1352GDX4","Model":"N20-C6508",
"Power_State":"redundancy-failed",
"Operation_State":"power-problem","Configuration_State":"ok",
"License_State":"license-ok","Servers":7,
"IO_Modules":2,"PSUs":4,"Fan_Modules":8,"Vendor":"Cisco Systems Inc"}],
"columnMetaData":null}, "serviceError":null, "serviceName":"InfraMgr",
"opName":"userAPIGetTabularReport" }}

ヒント

上級 Cisco UCS Director API ユーザ向け：データセンターの UCS-CHASSIS-T50 レポートのレ
ポート メタデータ要求内に含まれるコードでは、最初のパラメータが param0:"23" になってい
ます。 サンプル API 要求 2 で使用された要求では、コンテキスト "datacenter" が値 "23" で置き
換えられ、要求は成功しました。 API ドキュメンテーションをレポート メタデータおよび
Cisco UCS Director と比較すると、レポート メタデータ 要求内に現れるアルファベットの文字
列の値が（コンテキストを表す）数字の文字列の値で置き換えられることが分かります。

応答の形式
次の HTTP ステータス コードが Cisco UCS Director より返されます。
• 401 Unauthorized：API キーが無効です。
• 200 OK：Cisco UCS Director は要求を処理しました。 要求の実際のステータスは応答の本文
に含まれます。
Cisco UCS Director の応答の本文は JSON 形式です。これは API 要求で指定された FormatType パ
ラメータにより決定されます。
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応答の形式

API 応答のコンポーネント
API 応答のコン
ポーネント

説明

コンポーネント例（成功のシナリオ）

serviceResult

要求が成功すると、この結
果には指定された名前/値ペ
アのセットまたは JSON オ
ブジェクト、あるいはレ
ポートが含まれます。

"serviceResult":
{"userId":"jsmith",
"firstName":"John","lastName":"Smith",
"email":"jsmith@example.com",
groupName":"Eng Group","role":"Regular"}

serviceError

要求が成功すると、
serviceError が null に設定さ
れます。 操作が失敗する
と、serviceError には実際の
エラー メッセージが含まれ
ます。

"serviceError":null

serviceName

バック エンド サービスの名
前です。 たとえば、往々に
して InfraMgr に設定されて
います。

"serviceName":"InfraMgr"

opName

要求で提供された操作の名
前です。

"opName":"userAPIGetMyLoginProfile"

例：成功シナリオでの API 応答
{
"serviceResult":{"userId":"jsmith","firstName":"John","lastName":"Smith",
"email":"jsmith@example.
com","groupName":"Eng Group","role":"Regular"}, "serviceError":null,
"serviceName":"InfraMgr",
"opName":"userAPIGetMyLoginProfile"
}

例：失敗シナリオでの API 応答
{ "serviceResponse":null,
"serviceError":"SERVICE_CALL_EXCEPTION: Service InfraMgr does not support operation test",
"serviceName":"InfraMgr", "opName":"test"
}

API 応答（サービス結果）データ タイプ
Cisco UCS Director REST API 要求への応答で送信されるサービス結果（ペイロード）はその操作
向けに指定されています。 サービス結果は操作に特化した名前/値ペアのセット、またはこの API
の標準データ タイプ、つまりレポートまたは JSON オブジェクトとしてフォーマットされている
場合があります。
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各種レポート タイプの例は、レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル, （110 ページ）を
参照してください。
最も一般的に使用される Cisco UCS Director レポート形式およびそれらの内容についての情報は、
レポートの概要, （109 ページ）を参照してください。
利用可能なレポートおよびそれらに関連付けられているコンテキストのリストについては、利用
可能な Cisco UCS Director レポートのリスト, （121 ページ）を参照してください。
JSON オブジェクトのサンプルについては、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ページ）
を参照してください。
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第

4

章

API の操作
この章は、次の内容で構成されています。
• REST API の操作の概要, 18 ページ
• ログインの操作, 19 ページ
• 値のフェッチ操作, 20 ページ
• ユーザ アカウントの操作, 21 ページ
• グループの操作, 25 ページ
• アカウントの操作, 28 ページ
• レポートの操作, 31 ページ
• 承認の操作, 34 ページ
• カタログの操作, 35 ページ
• チャージバックの操作, 36 ページ
• 資金の操作, 37 ページ
• インベントリ（クラウド）の操作, 37 ページ
• LOV プロバイダーの操作, 38 ページ
• 支払いステータスの操作, 39 ページ
• リソース アカウンティングおよび制限, 39 ページ
• サービス コンテナの操作, 41 ページ
• APIC コンテナの操作, 49 ページ
• サービス カテゴリの操作, 50 ページ
• サービス要求操作, 52 ページ
• タスクの操作, 58 ページ
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REST API の操作の概要

• VDC の操作, 58 ページ
• VM の操作, 60 ページ
• ワークフローの操作, 78 ページ
• アクティビティの操作, 81 ページ
• タグの操作, 83 ページ
• リソース グループの操作, 85 ページ
• アプリケーション プロファイルの操作, 87 ページ
• テナント プロファイルの操作, 88 ページ
• テナント オンボーディングの操作, 90 ページ
• スクリプトの操作, 91 ページ

REST API の操作の概要
この項に記載された Cisco UCS Director REST API 操作のカタログは、どの操作がニーズに対応す
るか、各操作をどのように行うかを知るために役立ちます。 レポート メタデータおよび REST
API ブラウザを介した API 操作の要求と応答値の例が記載されています。

（注）

POST メソッドを使用して実行される操作は、主に、サービスとプロビジョニングに使用され
ます。

（注）

API 要求 URL の opData には、次の JSON パラメータ（操作に関連付けられた引数）が含まれ
ます。
• param0：REST API 経由で呼び出されるワークフローの名前。
• param1：ワークフローに渡される入力。 複数の入力が存在する場合は、それらを引用符
で囲んでから、カンマで区切って、中括弧内に入れます。 入力が存在しない場合は、API
呼び出しで null を使用します。
• param2：このワークフローが他のサービス要求の子ワークフローとして呼び出される場
合は、サービス要求（SR）ID を使用します。 このワークフローが子ワークフローとして
呼び出されない場合は、-1 を使用します。 -1 を使用した場合は、新しいサービス要求が
呼び出されます。
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ログインの操作

ログインの操作
userAPIGetMyLoginProfile
説明
ログインしたユーザに関する情報を返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APILoginProfile
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetUserLoginProfile
説明
特定のユーザ ID に関するユーザ情報を返します。
パラメータ
String userId
戻り値のタイプ
APILoginReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

（注）

ユーザ アカウントの操作, （21 ページ）も参照してください。ユーザの追加、オンボーディ
ング、パスワードの管理、プロファイルなどの操作が説明されています。
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値のフェッチ操作
userAPIGetLOVValues
説明
変数の組み込みリスト（LOV）（embedded-lov）の特定のワークフロー入力タイプに対する
値の候補のリストを返します。 API がエンド ユーザの REST API キーを使用してアクセス
されている場合、データはエンド ユーザ ID に基づいてフィルタされます。
パラメータ
String type：入力タイプの取得に userAPIGetWorkInputs API を使用します。
戻り値のタイプ
FormLOVPair
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetTabularValues
説明
テーブルまたはポップアップ テーブルの特定のワークフロー入力タイプに対する値の候補
を表形式で返します。 API がエンド ユーザの REST API キーを使用してアクセスされてい
る場合、データはエンド ユーザ ID に基づいてフィルタされます。
パラメータ
String type：入力タイプの取得に userAPIGetWorkInputs API を使用します。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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ユーザ アカウントの操作

ユーザ アカウントの操作
userAPIAddUser
説明
提供された情報（ユーザ ID、パスワード、電子メールなど）とともにユーザを追加します。
パラメータ
• String userId：ユーザの一意の ID。
• String password：ユーザのパスワード。
• String firstName：ユーザの名。
• String lastName：ユーザの姓。
• String email：ユーザの電子メール アドレス。
• String role：ユーザのロール。 ユーザ ロールには、Regular、GroupAdmin、Admin、
AdminIS、AdminComputing、AdminStorage、AdminNetwork、AdminAllPolicy、Operator、
MSPAdmi、および BillingAdmin が含まれます。
• String groupName：ユーザが属するグループの名前。
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者

userAPIOnBoarding
説明
APIUserOnBoardDetails 引数で提供された詳細を使用し、ユーザ、グループ、VDC を作成し
ます。
パラメータ
APIUserOnBoardParams inParams
この JSON オブジェクトの例については、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ペー
ジ）を参照してください。
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ユーザ アカウントの操作

戻り値のタイプ
APIUserOnBoardDetails
この JSON オブジェクトの例については、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ペー
ジ）を参照してください。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetUserLoginProfile
説明
特定のユーザ ID に関するユーザ情報を返します。
パラメータ
String userId
戻り値のタイプ
APILoginReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteUser
説明
特定のユーザ ID のユーザを削除します。
パラメータ
String userId
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者

userAPIResetMyPassword
説明
ユーザ アカウントのパスワードを、要求で提供された新しいパスワードにリセットします。

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

API の操作
ユーザ アカウントの操作

パラメータ
String newPassword
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIResetUserPassword
説明
ユーザのパスワードを、提供されたユーザ ID と新しいパスワードにリセットします。
パラメータ
• String user ID
• String newPassword
• boolean resetAPIKey

（注）

resetAPIKey が true に設定されている場合には、パスワードのリセッ
トだけでなく、REST API キーも Cisco UCS Director によってリセット
されます。 false に設定されている場合には、その特定ユーザのパス
ワードのみがリセットされ、REST API キーは変更されません。
resetAPIKey が true に設定されている場合には、ユーザは何もする必
要がありません。 パスワードのリセット時に REST API キーをリセッ
トするか否かを決める必要があります。

戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者

userAPIVerifyUser
説明
提供されたパスワードでユーザを認証します。
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API の操作
ユーザ アカウントの操作

パラメータ
• String userId
• String passWord
戻り値のタイプ
APILoginProfile
この JSON オブジェクトの例については、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ペー
ジ）を参照してください。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

（注）

ログインの操作, （19 ページ）も参照してください。

userAPIGetRESTAccessKey
説明
特定のユーザ名に対する API アクセス キーを返します。
パラメータ
String username：API アクセス キーを抽出する必要のあるユーザの名前。
戻り値のタイプ
文字列
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIIsMspMode
説明
現在ログイン中のユーザが Management Software Provider（MSP）モードの場合は true を返し
ます。
パラメータ
なし

Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
24

API の操作
グループの操作

戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

グループの操作
userAPICreateGroup
説明
Cisco UCS Director にグループを作成します。 グループ タイプは、管理者またはエンド ユー
ザに対しては 0、マネージド サービス プロバイダー（MSP）組織ユーザに対しては 1 と設
定されます。 親グループ ID が 0 より大きい場合、作成したグループ名は親グループ ID に
マップされます。

（注）

グループがグループまたは組織に属している場合、parentId および
parentGroupName パラメータは必須です。 グループ タイプが 0 として
設定されている場合、グループ名および電子メールアドレスは必須で
す。

パラメータ
apiGroup APIGroup
APIGroup には、次のパラメータが含まれます。
• int groupId
• String groupName
• String description
• int parentGroupId
• String emailAddress
• String lastName
• String firstName
• String phoneNumber
• String address
• int groupType
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戻り値のタイプ
Int groupId
アクセス可能
管理者

userAPIAddGroup
説明
指定されたデータ（グループ名、説明、名前、電子メール）とともにグループを追加しま
す。
パラメータ
• String groupName
• String description
• String firstName
• String lastName
• String contactEmail
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者

（注）

userAPIGetCatalogsPerGroup など多くの操作がグループ値に関連付けられています。 詳細につ
いては、主要操作のカテゴリを参照してください。

userAPIGetGroups
説明
Cisco UCS Director ですべてのグループをリストとして返します。
パラメータ
なし

Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
26

API の操作
グループの操作

戻り値のタイプ
List APIGroup
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetGroupById
説明
特定のグループ IDに対するグループ詳細を返します。
パラメータ
int groupId：グループの ID。
戻り値のタイプ
List APIGroup
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetGroupByName
説明
特定のグループ名に対するグループ詳細を返します。
パラメータ
String groupName：グループの名前。
戻り値のタイプ
List APIGroup
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIUpdateGroup
説明
特定の情報でグループの詳細を更新します。 グループ ID およびグループ名は編集できませ
ん。
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パラメータ
apiGroup APIGroup
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者

userAPIDeleteGroup
説明
特定のグループ ID に基づいて Cisco UCS Director からグループを削除します。
パラメータ
int groupId
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者

アカウントの操作
userAPICreateInfraAccount
説明
インフラ アカウントを作成します。
パラメータ
• InfraAccountDetails infraAccountDetails
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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userAPIUpdateInfraAccount
説明
インフラ アカウントを更新します。
パラメータ
• InfraAccountDetails infraAccountDetails
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetAllAccounts
説明
すべてのアカウントの名前を返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List as String タイプ
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetAllPhysicalInfraAccounts
説明
すべての物理インフラ アカウント タイプを返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List PhysicalInfraAccount
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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アカウントの操作

userAPIGetAccountTypeEntryByName
説明
特定のアカウント名のアカウント タイプ エントリを返します。
パラメータ
String Account name
戻り値のタイプ
List AccountTypeEntry
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetAccountTypeByName
説明
アカウント名に基づいてアカウント タイプを表示します。
パラメータ
String Account name
戻り値のタイプ
List as String
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteInfraAccount
説明
インフラ アカウントを削除します。
パラメータ
String Account name
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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レポートの操作
userAPIGetAvailableReports
説明
特定のコンテキストで利用可能なレポートを返します。
パラメータ
• String contextName
• String contextValue
戻り値のタイプ
List
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetTabularReports
説明
特定のコンテキストとレポート ID について表形式のレポートを返します。
パラメータ
• String contextName
• String contextValue
• String reportId
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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userAPIFilterTabularReport
説明
特定の列ラベルおよび列値に基づいて表形式のレポートをフィルタリングします。 レポー
トのすべての行は、列ラベルおよび列値パラメータに空の値（" "）を渡すことで取得できま
す。
パラメータ
• String contextName
• String contextValue
• String reportId
• String columnLabel
• String cloumnValue

（注）

columnLabel パラメータは userAPIGetTabularReport API の結果から取
得する必要があります。 VM ID に基づいた VM の表形式レポートの
フィルタリングには、列ラベルとして VM-ID を使用します。

戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetHistoricalReport
説明
特定のコンテキスト、レポート ID、および期間について表形式のレポートを返します。
パラメータ
• String contextName
• String contextValue
• String reportId
• String durationName
戻り値のタイプ
APIHistoricalReport
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetInstantDataReport
説明
特定のコンテキストとレポート ID についてスナップショット レポートを返します。
パラメータ
• String contextName
• String contextValue
• String reportId
戻り値のタイプ
APISnapshotReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetTabularReportWithMetaData
説明
メタデータを含むレポートを提供します。
パラメータ
• String contextName
• String contextValue
• String reportId
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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承認の操作
userAPIGetMyApprovalList
説明
ログインしたユーザの承認リストを返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIUpdateMyApproval
説明
提供されたデータを使用し、現在のユーザの承認ステータスを更新します。
パラメータ
• int requestId
• int entryId
• boolean isApproved
• String comments
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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カタログの操作
userAPICreateCatalogItem
説明
提供データで定義された特徴でカタログ項目を作成します。
パラメータ
APICatalogItem item
この JSON オブジェクトの例については、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ペー
ジ）を参照してください。
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者

userAPIGetAllCatalogs
説明
すべてのカタログ レポートを返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetCatalogsPerGroup
説明
特定のグループに割り当てられたカタログを返します。
パラメータ
String groupName
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戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetAllCatalogs
説明
すべてのカタログ レポートを返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

チャージバックの操作
userAPIChargebackDetails
説明
ログインしたユーザ グループに関するチャージバックの詳細を返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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資金の操作
userAPICheckFunds
説明
利用可能な顧客の資金を返します。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.x 以降のリリースでは、userAPIGlobal
フォルダから使用できる UserAPICheckFunds API は廃止されています。
使用可能な顧客資金を調べるには、userAPIChargeBack フォルダの
UserAPICheckFunds API を使用します。

パラメータ
String userID
戻り値のタイプ
Double（利用可能な資金）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

（注）

支払いステータスの操作, （39 ページ）も参照してください。

インベントリ（クラウド）の操作
userAPIRequestInventoryCollection
説明
指定されたクラウドのインベントリ収集をトリガーします。
パラメータ
String cloudName
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

LOV プロバイダーの操作
userAPIgetStaticListByName
説明
リストの要素を返します。
パラメータ
リストの名前
戻り値のタイプ
FormLOVPair[]
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIgetBMAOSList
説明
Baremetal Agent OS 名のリストを返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
FormLOVPair[]
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetLOVProvidersList
説明
システム内の利用可能なリストの名前を返します。
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パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
List<String>
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

支払いステータスの操作
userAPIUpdatePaymentStatus
説明
金額およびタイムスタンプで支払いステータスを更新します。
パラメータ
APIMakePaymentParams inParams
この JSON オブジェクトの例については、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ペー
ジ）を参照してください。
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

（注）

資金の操作, （37 ページ）も参照してください。

リソース アカウンティングおよび制限
userAPIGetResourceAccounting
説明
ログインしたユーザ グループのリソース使用状況を返します。
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パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetResourceAccountingDetails
説明
ログインしたユーザ グループのリソース使用状況の詳細を返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetResourceLimits
説明
要求されたグループに対するリソース制限を返します。
パラメータ
String groupName
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者

userAPIGetResourceLimitsForMyGroup
説明
ログインしたグループのリソース制限を返します。
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パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

サービス コンテナの操作
サービス コンテナ API は、保護されるコンテナおよび APIC コンテナの両方をサポートします。
REST API ブラウザで、APIC およびフェンスド コンテナに対する API は、リソース列で
UserAPIAPICContainer および UserAPIFencedContainer として区別されます。 API URL で、APIC コ
ンテナの名前空間と保護されるコンテナは apic および fenced として記述されます。
APIC コンテナのサンプル API URL は次のとおりです。
/app/api/rest?formatType=json&opName=apic:userAPIPowerOnServiceContainer&opData={param0:1000}

保護されるコンテナのサンプル API URL は次のとおりです。
/app/api/rest?formatType=json&opName=fenced:userAPIPowerOnServiceContainer&opData={param0:1000}

userAPICreateServiceContainerTemplate
説明
Cisco UCS Director にサービス コンテナ テンプレートを作成します。
パラメータ
パラメータの一覧については、JSON の例：APIServiceContainerTemplate, （101 ページ）を
参照してください。
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIUpdateServiceContainerTemplate
説明
Cisco UCS Director でサービス コンテナ テンプレートを更新します。
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パラメータ
container Id：更新するサービス コンテナの ID。
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetServiceContainerTemplates
説明
Cisco UCS Director でサービス コンテナ テンプレートのリストを返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
API サービス コンテナ テンプレートのリスト
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetApplicationContainerTemplateDetails
説明
サービス コンテナを作成するために使用されるアプリケーション コンテナ テンプレートの
詳細を返します。
パラメータ
applicationContainerTemplateName：アプリケーション コンテナに使用されるテンプレートの
名前。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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userAPICreateServiceContainer
説明
サービス コンテナを作成して、サービス要求（SR ID）を整数値として返します。

（注）

APIC コンテナを作成するには、userAPICreateAPICContainer API を使
用します。 詳細については、APIC コンテナの操作, （49 ページ）を
参照してください。

パラメータ
• groupName：ユーザが所属し、コンテナ プロビジョニング許可が許可されているグルー
プの名前。
• catalogName：アプリケーション コンテナ テンプレートを含むカタログの名前。
• serviceContainerName：作成されるサービス コンテナの名前。
• Comments：プロビジョニング操作に関するコメント。
戻り値のタイプ
整数
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICreateServiceContainerWithoutCatalog
説明
カタログを使用せずにサービス コンテナを作成して、サービス要求（SR ID）を整数値とし
て返します。
パラメータ
• containerId：サービス コンテナの ID。
• groupId：ユーザが属しており、コンテナ プロビジョニング権限が許可されているグ
ループの ID。
• applicationContainerTemplateName：サービス コンテナの作成に必要なコンテナ テンプ
レートの名前。
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetContainerId
説明
サービス コンテナの ID を返します。
パラメータ
containerName：ID を取得するサービス コンテナの名前。
戻り値のタイプ
整数
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVNCURL
説明
仮想ネットワーク コンピューティング（VNC）が起動して動作しているかどうかを確認す
るために使用される VNC URL を返します。
パラメータ
vmId：仮想マシンの ID。
戻り値のタイプ
String
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetAllServiceContainers
説明
Cisco UCS Director ですべてのサービス コンテナを返します。
パラメータ
なし
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戻り値のタイプ
サービス コンテナのリスト
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetServiceContainerData
説明
Cisco UCS Director でサービス コンテナのデータを返します。
パラメータ
Service container id：サービス コンテナの ID。
戻り値のタイプ
ContainerDataObjects
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetServiceContainerDetails
説明
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 コンテナの詳細を返します。
パラメータ
container id：詳細を確認する必要があるサービス コンテナの ID。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetServiceContainerVirtualInfraPolicy
説明
Cisco UCS Director でインフラ ポリシーの詳細を返します。
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パラメータ
infrapolicy name：詳細を確認する必要があるインフラ ポリシーの名前。
戻り値のタイプ
リスト
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIAddVMsServiceContainer
説明
サービス コンテナに仮想マシン（VM）を追加します。
パラメータ
• containerId：仮想マシンを追加可能なサービス コンテナの ID。
• ContainerVirtualMachine[ ]：サービス コンテナでプロビジョニングするコンテナ VM の
配列。 VM パラメータを渡す必要があります。 Quantity と AppName が必須 VM パラ
メータです。ここで、AppName は VM 名です。
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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userAPIPowerOnServiceContainer
説明
サービス コンテナ内のすべての仮想マシン（VM）の電源を 1 つずつオンにします。
Cisco UCS Director は、次のように、VM の状態に基づいてサービス コンテナを異なる色で
表示します。
• なし：すべての VM の電源がオンになっています。
• 青色：VM の電源をオンにしている最中。

（注）

コンテナが長時間青色のままになっている場合は、サービス要求 ID をクリッ
クして、VM プロビジョニング ステータスをチェックします。

• 橙色：すべての非アクティブなインフラストラクチャ VM の電源がオンになっており、
アクティブなアプリケーション VM が起動しています。
• 黄色：すべてのアクティブなアプリケーション VM と非アクティブなアプリケーショ
ン VM の電源がオンになっています。
• 緑色：すべてのインフラストラクチャ VM の電源がオンになっており、すべてのアプ
リケーション VM が起動しています。
• 赤色：すべてのインフラストラクチャ VM（データベースなど）の電源がオフになって
おり、アクティブなアプリケーション VM（ゲートウェイ（GW）VM など）がダウン
しています。
• 灰色：すべてのインフラストラクチャ VM の電源がオフになっており、すべてのアプ
リケーション VM がダウンしています。
パラメータ
containerId：電源をオンにするサービス コンテナの ID。
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIPowerOffServiceContainer
説明
サービス コンテナ内のすべての VM の電源をオフにします。 すべての VM の電源がオフに
なっており、GW VM がダウンしている場合は、コンテナが赤色で表示されます。
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パラメータ
containerId：電源をオフにするサービス コンテナの ID。
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteServiceContainer
説明
Cisco UCS Director からサービス コンテナを削除します。
パラメータ
containerId：削除するサービス コンテナの ID。
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICloneServiceContainer
説明
ソース サービス コンテナに基づいて新しいサービス コンテナを作成します。
パラメータ
• sourceContainerName：複製元にするサービス コンテナの名前。
• destinationContainerName：新しいサービス コンテナの名前。
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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APIC コンテナの操作
userAPICreateAPICContainer
説明
APIC コンテナを作成して、サービス要求（SR）ID を整数値として返します。
パラメータ
• groupName：ユーザが所属し、コンテナ プロビジョニング許可が許可されているグルー
プの名前。
• catalogName：APIC カタログの名前。
• serviceContainerName：作成される APIC コンテナの名前。
• Comments：プロビジョニング操作に関するコメント。
• apicTenantName：テナントの ID。

（注）

apicTenantName は APIC アカウント名とテナント名の組み合わせです。
apicTenantName の形式は apicAccountName@TenantName です。

• APIResourceLimits apiResourceLimits：リソース制限を定義します。 APIResourceLimits
には、次のパラメータが含まれます。
◦ long cpu
◦ long memory
◦ double provisionedDiskGB
◦ int physicalServerLimit

（注）

• APIResourceLimits が必要ない場合は、param5:null としてパラメー
タ 5 にヌル値を渡してください。
• APIResourceLimits が CPU およびメモリに対してのみ必須パラメー
タとして要求される場合は、provisionedDiskGB および
physicalServerLimit に -1 を渡してください。
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サンプル
/app/api/rest?formatType=json&opName=apic:userAPICreateAPICContainer&opData=
{param0:"Ten2Dec14",param1:"ConCat",param2:"T2D1001",param3:"sample",
param4:"VNX_APIC@ Ten2Dec14",
param5:{"cpu":1,"memory":1,"provisionedDiskGB":-1,"physicalServerLimit":-1}}

戻り値のタイプ
Int ServiceRequest
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

サービス カテゴリの操作
userAPIGetServiceCategory
説明
Cisco UCS Director ですべてのサービス カテゴリを返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List APIServiceCategoryPojo
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICreateServiceCategory
説明
Cisco UCS Director でサービス カテゴリを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIServiceCategoryPojo
戻り値のタイプ
ブール値
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICloneServiceCategory
説明
ソース サービス カテゴリに基づいて新しいサービス カテゴリを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIServiceCategoryPojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIModifyServiceCategory
説明
Cisco UCS Director でサービス カテゴリを更新します。
パラメータ
apiPojo APIServiceCategoryPojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteServiceCategory
説明
Cisco UCS Director からサービス カテゴリを削除します。
パラメータ
serviceOfferingName：削除されるサービス提供の名前。
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戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

サービス要求操作
userAPISubmitServiceRequest
説明
仮想マシン（VM）プロビジョニングのサービス要求を送信します。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.x 以降のリリースでは、VM のプロビ
ジョニング用の userAPISubmitServiceRequest API は廃止されています。
代わりに、VM のプロビジョニングに userAPIProvisionRequest API を
使用できます。 詳細については、UserAPIProvisionRequest, （60 ペー
ジ）を参照してください。

パラメータ
• String catalogName：カタログの名前。
• String vdcName：VDC の名前。
• int durationHours：時間単位の VM のプロビジョニングの期間。 設定した期間の経過
後、VM は自動的にプロビジョニング解除されます。 期間を無限に設定するには -1 を
使用します。
• long beginTime：VM のプロビジョニングを開始したい時間をスケジュールします。 た
とえば、「January 1, 2014, 00:00:00 GMT」と設定します。 VM プロビジョニングを即
時に開始するには 0 または -1 を使用します。
• int qty：プロビジョニングされる VM の数。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.x では、サポートされる数は 1 です。

• String comments：プロビジョニングされた VM ラベルとして設定されるコメント。
戻り値のタイプ
整数（サービス 要求 ID）
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPISubmitServiceRequestCustom
説明
入力 vmName、vCPU、およびメモリで仮想マシン（VM）のプロビジョニングに対するサー
ビス リクエストを送信します。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.x 以降のリリースでは、VM のプロビ
ジョニング用の userAPISubmitServiceRequestCustom API は廃止されて
います。 代わりに、VM のプロビジョニングに userAPIProvisionRequest
API を使用できます。 詳細については、UserAPIProvisionRequest, （
60 ページ）を参照してください。

パラメータ
• String catalogName：カタログの名前。
• String vdcName：VDC の名前。
• int durationHours：時間単位の VM のプロビジョニングの期間。 設定した期間の経過
後、VM は自動的にプロビジョニング解除されます。 期間を無限に設定するには -1 を
使用します。
• long beginTime：VM のプロビジョニングを開始したい時間をスケジュールします。 た
とえば、「January 1, 2014, 00:00:00 GMT」と設定します。 VM プロビジョニングを即
時に開始するには 0 または -1 を使用します。
• int qty：プロビジョニングされる VM の数。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.x では、サポートされる数は 1 です。

• String comments：プロビジョニングされた VM ラベルとして設定されるコメント。
• String vmName：プロビジョニングする仮想マシンの名前。
• double vCPU：VM に対する仮想 CPU の数。
• double memory：MB 単位のメモリのサイズ。
戻り値のタイプ
整数（サービス 要求 ID）
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetServiceRequests
説明
ユーザ グループのすべてのサービス リクエストを返します。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetServiceRequestDetails
説明
サービス要求の詳細を返します。
パラメータ
int requestId
戻り値のタイプ
APIServiceRequestDetails：requestId、requestType、initiatingUser、groupName、requestTime、
comments、provisionQuantity、provisionCatalog、provisionVDCName、provisionDurationHours、
および status を含むサービス リクエスト詳細を表示します。 status の値は、Complete、Failed、
In Progress、および Cancelled です。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICancelServiceRequest
説明
進行中のサービス要求をキャンセルします。
パラメータ
int requestID
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戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetServiceRequestLogEntries
説明
要求された重大度のサービス要求のログ エントリを返します。
• 0：デバッグ
• 1：情報
• 2：警告
• 3：エラー
パラメータ
• int srId
• int severity（0 ～ 3）
戻り値のタイプ
ServiceRequestLogEntry[ ]
アクセス可能
管理者

userAPIGetServiceRequestLogEntriesAtLevels
説明
要求された重大度のサービス要求のログ エントリを返します。
• 0：デバッグ
• 1：情報
• 2：警告
• 3：エラー
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パラメータ
• int srId
• String severityList（カンマ区切りの重大度値）
戻り値のタイプ
ServiceRequestLogEntry[]
アクセス可能
管理者

userAPIGetServiceRequestWorkFlow
説明
サービス要求ワークフローの詳細を返します。
パラメータ
int requestId
戻り値のタイプ
APIWorkFlowStatus
ワークフローの実行ステータスの値のセットは次のとおりです。
• EXECUTION_STATUS_NOT_STARTED = 0
• EXECUTION_STATUS_IN_PROGRESS = 1
• EXECUTION_STATUS_FAILED = 2
• EXECUTION_STATUS_COMPLETED = 3
• EXECUTION_STATUS_COMPLETED_WITH_WARNING = 4
• EXECUTION_STATUS_CANCELLED = 5
このレポートの例については、レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル, （110 ペー
ジ）を参照してください。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPISubmitVAppServiceRequest
説明
仮想アプリケーション カタログ タイプおよび引数とともにサービス要求を送信します。
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パラメータ
• String catalogName
• APINameValueList list
戻り値のタイプ
int（サービス 要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVMsForServiceRequest
説明
指定されたサービス要求に現在関連付けられている VM を返します。
パラメータ
int requestId
戻り値のタイプ
APIVMList
このレポートの例については、レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル, （110 ペー
ジ）を参照してください。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPISubmitWorkflowServiceRequest
説明
ワークフローとともにサービス要求を送信します。 サービス要求の ID を返します。
パラメータ
• String workflowName
• APINameValueList list
• int parentSRID
戻り値のタイプ
int（サービス 要求 ID）
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

（注）

userAPIGetServiceRequestWorkFlow などのサービス要求に関連した操作の詳細については、ワー
クフローの操作, （78 ページ）を参照してください。

タスクの操作
タスクのさまざまな API 操作に関する情報は REST API ブラウザで見つけることができます。 詳
細については、REST API ブラウザの使用, （9 ページ）を参照してください。

（注）

ワークフローの操作, （78 ページ）も参照してください。

VDC の操作
userAPIGetAllVDCs
説明
ログインしたユーザ グループのすべての仮想データ センター（vDCs）を返します。 パラ
メータは必要ありません。
パラメータ
なし。
戻り値のタイプ
APITabularReport
このレポートの詳細については、表形式のレポート, （119 ページ）を参照してください。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICreateVDC
説明
指定されたデータによって定義された vDC を作成します。
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パラメータ
APIVDCDetails
この JSON オブジェクトの例については、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ペー
ジ）を参照してください。
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者

（注）

ユーザ アカウントの操作, （21 ページ）の userAPIOnboarding および サービス要求操作, （
52 ページ）の userAPISubmitServiceRequest も参照してください。

userAPIExportVDC
説明
Cisco UCS Director から vDC をエクスポートします。
パラメータ
vdcName：エクスポートする vDC の名前。
戻り値のタイプ
String
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIImportVDC
説明
Cisco UCS Director に vDC をインポートします。
パラメータ
vdcName：インポートする vDC の名前。
戻り値のタイプ
VDC
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

VM の操作
UserAPIProvisionRequest
説明
仮想マシン（VM）をプロビジョニングします。
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パラメータ
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次のパラメータは、VM のプロビジョニングで必須です。
• String catalogName
• String vdcName
• String userID
次のパラメータは、VM のプロビジョニングでオプションです。
• int durationHours
• int beginTime
• int quantity
• int memoryMB
• int diskGB
• int cores
• int estimatedCost
• String comments
• String additionalInfo
• int chargeFrequency
• String nicAliasName
• String nicPortGroupName
• boolean resourceAllocated
• String allocatedHost
• String allocatedDataStore
• String allocatedResourcePool
• String altAllocatedHost
• String altAllocatedDataStore
• String altAllocatedResourcePool
• int customStartupMemory
• int customMaxMemory
• int customMemoryBuffer
• boolean customMemoryConfig
• String customStoragePolicy
• String allocatedCluster
• int customCpuSockets
• int customCpuCoresPerSocket
• String altAllocatedCluster

Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
62

API の操作
VM の操作

• String allocatedAddnlDatastores
• String altAllocatedAddnlDatastores
• String altAllocatedAddnlVNICs
• String altAllocatedAddnlVNICsIpv6
• String actionId
• String vmName
• String vdcCategory
• String windowsLicensePool
• String templateUserId
• String templatePassword
• String credentialOption
• boolean provisionAllDisk
• boolean enableGuestCustomization
• boolean enablePostProvisioningCustomActions
• String workflow
• Int vmId
• Int vMAppChargeFrequency
• Int activeVMAppCost
• Int inactiveVMAppCost
• boolean useLinkedClone
• Int snapshotId
• String snapshotKey
• String newSnapshotName
• boolean isHighlyAvailable
• List postProvWFUserInputs
戻り値のタイプ
int（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者
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UserAPIProvisionRequestWithPortGroup
説明
VMWare VM をプロビジョニングして、ユーザが VM のプロビジョニング中にポート グルー
プ名を選択できるようにします。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.x 以降のリリースでは、
UserAPIProvisionRequestWithPortGroup API は廃止されています。 代わ
りに、userAPIVMWareProvisionRequest API を使用できます。 VM プロ
ビジョニングの詳細については、userAPIVMWareProvisionRequest, （
75 ページ）を参照してください。

パラメータ
• String catalogName
• String vdcName
• String userID
• int durationHours
• int beginTime
• int quantity
• int memoryMB
• int diskGB
• int cores
• int estimatedCost
• String comments
• String additionalInfo
• int chargeFrequency
• String nicAliasName
• String nicPortGroupName
戻り値のタイプ
int（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者
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userAPIGetAllVMs
説明
ログインしたユーザのすべての VM を返します。 パラメータは必要ありません。
パラメータ
• int vmId
• int hostid
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVMSummary
説明
指定された VM のサマリーを返します。
パラメータ
int vmId
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVMsForServiceRequest
説明
指定されたサービス要求に現在関連付けられている VM を返します。
パラメータ
int requestId
戻り値のタイプ
APIVMList
レポートの例については、レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル, （110 ページ）
を参照してください。
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVMActionRequests
説明
特定コンテキストの VM アクション要求を返します。
パラメータ
• String contextName
• String contextValue
戻り値のタイプ
APITabularReport
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetAvailableVMActions
説明
特定の VM ID で利用可能な VM アクションを返します。
パラメータ
int vmId
戻り値のタイプ
List
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIExecuteVMAction（汎用 VM の場合）
説明
特定の汎用 VM で指定された電源管理オプション アクションを実行します。
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パラメータ
• int vmId
• String actionName：actionName の値には次が含まれます。
◦ discardSaveState
◦ pause
◦ powerOff
◦ powerOn
◦ reboot
◦ rebuildServer
◦ repairVM
◦ reset
◦ resume
◦ saveState
◦ shutdownGuest
◦ standby
◦ suspend
• String comments
戻り値のタイプ
String（VM アクション要求 ID）。 要求のステータス取得に使用されます。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIExecuteVMAction（VMware vSphere VM の場合）
説明
特定の VMware vSphere VM で指定された電源管理オプション アクションを実行します。
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パラメータ
• int vmId
• String actionName：actionName の値には次が含まれます。
• addVMvNICs

• diskResize

• reset

• assignVMToVDC

• enableVMRCConsole

• resynchVM

• configureVMVNC

• migrateVM

• saveVMAsTemplate

• convertVMToTemplate

• moveVMToVdc

• shutdownGuest

• createVMDisks

• powerOff

• standby

• customVMStackView

• powerOn

• suspend

• deleteVMDisks

• privateCloudVMClone

• testVMVNCConnection

• deleteVMvNICs

• reboot

• vmMountISOImageAsCDROM

• destroyVM

• reconfigure

• vmwareVMInventory

• String comments
戻り値のタイプ
String（VM アクション要求 ID）。 要求のステータス取得に使用されます。
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIExecuteVMAction（Microsoft Hyper-V VM の場合）
説明
特定の Microsoft Hyper-V VM で指定された電源管理オプション アクションを実行します。
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パラメータ
• int vmId
• String actionName：actionName の値には次が含まれます。
• addHyperVvNics

• hyperVReconfigure

• powerOff

• customVMStackView

• hypervRemoveVMDisk

• powerOn

• deleteHyperVvNic

• hyperVRepair

• reset

• destroyVM

• hypervSnapshotCreate

• resume

• discardSaveState

• hypervSnapshotDelete

• saveState

• hypervAddVMDisk

• hypervSnapshotDeleteAll

• shutdownGuest

• hypervDiskResize

• hypervSnapshotRevert

• vmwareVMInventory

• hypervMarkGoldenSnapshot

• pause

• String comments
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIHypervVMProvisioningWithVMNetwork
説明
ネットワーク グループと関連付けられた Hyper-V VM をプロビジョニングします。
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パラメータ
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• String catalogName
• String vdcName
• String userID
• List<ApiHypervNetworks> hypervNetworkList
◦ String nicAliasName
◦ String vmNetworkName：VM ネットワークの名前。

（注）

vmNetworkName の形式は次のとおりです。
accountName@vmnetworkname@vmsubnetname@vlanid@ismacspoofingenabled
@isdhcp@accountName;ippoolName;ippoolId@portclassification
値の一部を使用できない場合、使用できない値を次の例に示すように空白で
置き換えてください。
hyperv196@Vlan_VMNetwork2@ @ @false@true@ @ :
hyperv196@Vlan_VMNetwork1@ @ @false@false@hyperv196;Vlan_IpPool1
;9e58366c-675d-4e1b-845e-b5f7eeaff107@ :

ippoolid を取得するには、メニュー バーで [仮想] > [ネットワーク] を選択し、
[Hyperv] アカウントを選択して [静的IPアドレスのプール] タブをクリックしま
す。

• String allocatedHost
• String allocatedDataStore
• String altAllocatedHost
• String altAllocatedDataStore
• int cores
• int memoryMB
• boolean customMemoryConfig
• int customStartupMemory
• int customMaxMemory
• int customMemoryBuffer
• int diskGB
• int estimatedCost
• String comments
• String additionalInfo
• String vmName
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• boolean isHighlyAvailabilityEnabled
戻り値のタイプ
int（サービス 要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIReconfigureVM
説明
指定された VM をリサイズします。
パラメータ
• int vmId
• int memorySizeInMb
• int numVCPUS：仮想マシン用仮想 CPU の数
• String comments
戻り値のタイプ
String
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVMActionStatus
説明
特定の VM アクション要求の VM アクション ステータスを返します。
パラメータ
String requestactionId
戻り値のタイプ
APIVMActionStatus
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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userAPISetVMProperties
説明
VM にユーザ ラベルを割り当てます。
パラメータ
• int vmId
• String userLabel
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVMAccessCredentials
説明
VM アクセス クレデンシャルを返します。
パラメータ
int vmId
戻り値のタイプ
APIVMAccess
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIGetVMSnapshotDetails
説明
VM スナップショットの詳細を返します。
パラメータ
int vmId
戻り値のタイプ
APITabularReport
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ/エンド ユーザ

userAPICreateVMSnapshot
説明
提供されたパラメータに基づいてスナップショットを作成します。 スナップショットは VM
上の既存データのバックアップです。 後で VM に障害が発生した場合、エンド ユーザはス
ナップショットに復元することができます。
パラメータ
• int vmId
• String name
• String descr
• boolean isMemory：値を true に設定すると、メモリのスナップショットを作成
• boolean isQuiesce：値を true に設定すると、ファイル システムを休止
戻り値のタイプ
String（VM アクション要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICheckContextActionStatus
説明
VM アクションのステータス メッセージの詳細を返します。
パラメータ
statusId：VM アクションを実行するスレッドから更新されるデータベースからステータスを
チェックするために使用される文字列の ID 値です。
戻り値のタイプ
String
API namespace
genericvm
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteCatalogItem
説明
VM をプロビジョニングするために作成されたカタログを削除します。
パラメータ
catalogItemName：削除する必要のあるカタログ項目の名前。
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIVMWareProvisionRequest
説明
テンプレートを使用して VMware VM をプロビジョニングし、サービス要求（SR）ID を整
数値として返します。
パラメータ
• String catalogName：カタログの名前。
• String vdcName：vDC の名前。
• String vmName：プロビジョニングする VM の名前。
• String comment：VM ラベルに設定されるコメント。
• double vCpus：CPU の数。
• double memory：GB 単位のメモリのサイズ。
• String datastores：VM ディスクの数。
• String opNicPortGroup：VM ネットワーク。
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIVMWareCloneVMProvisionRequest
説明
VMware VM を複製して、サービス要求（SR）ID を整数値として返します。
パラメータ
• String vmID：複製する必要のある VM の ID。
• String vdcName：vDC の名前。
• String vmName：プロビジョニングする必要のある VM の名前。
• boolean useLinkedClone：リンク付き複製機能を使用する場合は true に設定します。
• String snapshotKey：新しいスナップショットを作成せずに使用する必要のある
Snapshotkey。
• String snapshotName：新しいスナップショットの名前。 このパラメータは、新しいス
ナップショットの作成に使用されます。
• String comment：VM ラベルに設定されるコメント。
• double vCpus：CPU の数。
• double memory：GB 単位のメモリのサイズ。
• String chargeFrequency：充電の頻度。 このパラメータは、Hourly または Monthly の値を
受け入れます。
• String datastores：VM ディスクの数。
• String opNicPortGroup：VM ネットワーク。
• String credentials：このパラメータは、"Do not share"、"Share after password reset"、また
は "Share template credentials" の値を受け入れます。
• String userid
• String password
• boolean provisionDiskinSingleDatastore：単一のデータストアにすべてのディスクをプロ
ビジョニングする場合は true に設定します。
• String vmappChargeFrequency：vmapp 充電の頻度。 このパラメータは、Hourly または
Monthly の値を受け入れます。
• double activeVMCost
• double inactiveVMCost
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戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIVMWareMoveVMProvisionRequest
説明
VM を vDC に移動して、サービス要求（SR）ID を整数値として返します。
パラメータ
• String vmID：移動する必要のある VM の ID。
• String vdcName：vDC の名前。
• String credentials：このパラメータは、"Do not share"、"Share after password reset"、また
は "Share template credentials" の値を受け入れます。
• String userid
• String password
• boolean provisionDiskinSingleDatastore：単一のデータストアにすべてのディスクをプロ
ビジョニングする場合は true に設定します。
• String vmappChargeFrequency：vmapp 充電の頻度。 このパラメータは、Hourly または
Monthly の値を受け入れます。
• double activeVMCost
• double inactiveVMCost
• String comment：VM ラベルに設定されるコメント。
• double vCpus：CPU の数。
• double memory：GB 単位のメモリのサイズ。
• String datastores：VM ディスクの数。
• String opNicPortGroup：VM ネットワーク。
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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（注）

オプション入力を設定する場合は、空の文字列を渡します。 sample をダミー文字列として渡
さないでください。

ワークフローの操作
userAPIGetWorkflows
説明
特定のフォルダ名で使用できるワークフローを返します。

（注）

Cisco UCS Director リリース 5.x 以降のリリースでは、
userAPIGetWorkflows API 応答に表示される [noOfInputFields] フィール
ドは廃止されています。 userAPIGetWorkflowInputs API を使用してワー
クフローのユーザ入力の詳細情報を取得できます。

パラメータ
String folderName
戻り値のタイプ
CustomActionDefinition[ ]
アクセス可能
管理者

userAPIGetWorkflowStatus
説明
ワークフローの実行ステータス コードを返します。
パラメータ
int srId
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戻り値のタイプ
int
ワークフローの実行ステータスの値のセットは次のとおりです。
• EXECUTION_STATUS_NOT_STARTED = 0
• EXECUTION_STATUS_IN_PROGRESS = 1
• EXECUTION_STATUS_FAILED = 2
• EXECUTION_STATUS_COMPLETED = 3
• EXECUTION_STATUS_COMPLETED_WITH_WARNING = 4
• EXECUTION_STATUS_CANCELLED = 5
• EXECUTION_STATUS_PAUSED = 6
• EXECUTION_STATUS_SKIPPED = 7
アクセス可能
管理者

userAPIGetWorkflowInputs
説明
特定のワークフローの名前のワークフロー ユーザ入力詳細を返します。
パラメータ
String workflowName：ワークフローの名前。
戻り値のタイプ
次のプロパティとともに APINameValueList を返します。
• isOptional：ワークフロー入力フィールドが必須として設定されている場合は true を表
示します。
• inputFieldType：このフィールドの値は、ワークフロー入力フィールドのフォーム フィー
ルド タイプを示します。 フィールド タイプには、text、number、table、boolean、label、
embedded-lov、embedded-lov-radio、password、date、time、date-and-time、html-text、
multi-select-list、label-with-space、button-panel、popup-table、embedded-lov-combo、およ
び file-upload があります。
アクセス可能
管理者
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userAPIValidateWorkFlow
説明
ワークフローを検証し、結果を返します。
パラメータ
String workflowName
戻り値のタイプ
APIWFValidationResult
アクセス可能
管理者

userAPISubmitWorkflowServiceRequest
説明
ワークフローとともにサービス要求を送信します。 サービス要求の ID を返します。
パラメータ
• String workflowName
• APINameValueList list
• int parentSRID
戻り値のタイプ
int（サービス リクエスト ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIRollbackWorkflow
説明
指定されたサービス要求 ID をロールバックします。
パラメータ
int srId
戻り値のタイプ
int（サービス要求 ID）
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アクセス可能
管理者

userAPIExportWorkflows
説明
指定されたワークフローをエクスポートします。
パラメータ
String workflowNames
戻り値のタイプ
APICustomWorkflowDefinitionList
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIImportWorkflows
説明
システムにワークフローをインポートします。
パラメータ
APIWFExport export
戻り値のタイプ
ブール値（成功の場合 true）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

アクティビティの操作
userAPIGetActivity
説明
Cisco UCS Director にすべてのアクティビティを戻します。
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パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List APIActivityFormPojo
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICreateActivity
説明
Cisco UCS Director にアクティビティを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIActivityFormPojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICloneActivity
説明
ソース アクティビティに基づいて新しいアクティビティを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIActivityFormPojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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userAPIModifyActivity
説明
Cisco UCS Director でアクティビティを更新します。
パラメータ
apiPojo APIActivityFormPojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteActivity
説明
Cisco UCS Director からアクティビティを削除します。
パラメータ
apiPojo APIActivityFormPojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

タグの操作
userAPIGetTagLibrary
説明
タグ ライブラリから使用可能なタグを返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List APIResourceTag
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICreateTag
説明
Cisco UCS Director にタグを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIResourceTag
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICloneTag
説明
ソース タグに基づいて新しいタグを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIResourceTag
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIModifyTag
説明
Cisco UCS Director でタグを更新します。
パラメータ
apiPojo APIResourceTag
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戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteTag
説明
Cisco UCS Director からタグを削除します。
パラメータ
String tagName：削除するタグの名前。
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

リソース グループの操作
userAPIgetResourceGroups
説明
Cisco UCS Director ですべてのリソース グループを返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List APIResourceGroupMainForm
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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userAPICreateResourceGroup
説明
Cisco UCS Director でリソース グループを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIResourceGroupMainForm
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIModifyResourceGroup
説明
Cisco UCS Director でリソース グループを更新します。
パラメータ
apiPojo APIResourceGroupMainForm
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteResourceGroup
説明
Cisco UCS Director からリソース グループを削除します。
パラメータ
• String rgName：削除するリソース グループの名前。
戻り値のタイプ
ブール値
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

アプリケーション プロファイルの操作
userAPIGetApplicationProfile
説明
すべてのアプリケーション プロファイルを返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List APIApplicationProfileConfigTemplate
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICreateApplicationProfile
説明
Cisco UCS Director にアプリケーション プロファイルを作成します。
パラメータ
• apiPojo APIApplicationProfileConfigTemplate
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIModifyApplicationProfile
説明
Cisco UCS Director でアプリケーション プロファイルを更新します。
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パラメータ
apiPojo APIApplicationProfileConfigTemplate
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteApplicationProfile
説明
Cisco UCS Director からアプリケーション プロファイルを削除します。
パラメータ
• String appprofileName
• String soff
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

テナント プロファイルの操作
userAPIGetTenantProfile
説明
Cisco UCS Director でテナント プロファイルのリストを返します。
パラメータ
なし
戻り値のタイプ
List APITenantProfilePojo
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アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICreateTenantProfile
説明
Cisco UCS Director でテナントのプロファイルを作成します。
パラメータ
• apiPojo APITenantProfilePojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPICloneTenantProfile
説明
ソース テナントのプロファイルに基づいて新しいテナントのプロファイルを作成します。
パラメータ
• apiPojo APITenantProfilePojo
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIModifyTenantProfile
説明
Cisco UCS Director でテナント プロファイルを更新します。
パラメータ
apiPojo APITenantProfilePojo
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戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

userAPIDeleteTenantProfile
説明
Cisco UCS Director からテナント プロファイルを削除します。
パラメータ
String tenantName：削除するテナント プロファイルの名前。
戻り値のタイプ
ブール値
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ

テナント オンボーディングの操作
userAPIInitiateTenantOnboarding
説明
テナントのオンボードのためのプロセスを開始します。
パラメータ
apiPojo APITenantOnboarding
戻り値のタイプ
文字列
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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スクリプトの操作
userAPIExecuteVIXScript
説明
スクリプト コマンドを通してゲスト オペレーティング システム（OS）内にパラメータを設
定するために、ゲストのオペレーティング OS 内でコマンドを実行可能にします。
パラメータ
• int vmId：VIX スクリプトを実行する仮想マシン（VM）の ID。
• String username：VM のアクセスに使用されるユーザ名。
• String password：VM のアクセスのために設定されるパスワード。
• String script：VM で実行する必要がある VIX スクリプト コマンド。
戻り値のタイプ
整数（サービス要求 ID）
アクセス可能
管理者/エンド ユーザ
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API 要求パラメータ
この章は、次の内容で構成されています。
• API 要求コンテキスト パラメータ, 93 ページ
• レポートまたは JSON オブジェクト用の API 要求パラメータ, 96 ページ

API 要求コンテキスト パラメータ
パラメータを必要とする Cisco UCS Director REST API の操作は通常パラメータとしてコンテキス
トを必要とします。 いくつかの例外があり、特にログイン情報からコンテキストを選択する操作
がそれに該当します。
API 要求を作成する場合、使用する正確なコンテキスト パラメータを見つける方法には次の 2 つ
があります。
• 標準 Cisco UCS Director コンテキストのリストで正確なコンテキスト名の文字列を見つけ、
API 要求の JSON パラメータの指定にそれをコピーします。
• Cisco UCS Director で API を通じて要求する同じレポート データを表すレポートに移動しま
す。 レポート メタデータで REST API URL を見つけ、そこに記載されたコンテキスト パラ
メータを使用します。

ワンポイント アドバイス

（注）

Cisco UCS Director で要求を送信するために使用される URL コードを見つけた場合、その API
要求データの一部または全部を使用して自分の要求を作成することができます。

場合によっては、REST API URL のレポート メタデータ リストで提供される数字文字列では
なく、英語（人が判読可能な）名前の文字列を使用することもできます。
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コンテキスト フィールド名および対応するパラメータ名
以下のリストで、最初の要素はフィールド名です。2 つ目の引用符に囲まれたものがコンテキス
トを表すパラメータに割り当てるコンテキスト値です。 ほとんどのレポートの要求では、param0
がコンテキストを提供します。 別のコンテキスト パラメータ（param1）値が必要な場合、REST
API URL のレポート メタデータ リストでこのパラメータに対して提供された値を使用することが
できます。
管理のコンテキスト
• CONTEXT_TYPE_GLOBAL= "global";
• CONTEXT_TYPE_GLOBAL_ADMIN = "global_admin";
• CONTEXT_TYPE_GLOBAL_SERVICES = "global-services";
• CONTEXT_TYPE_CLOUD = "cloud";
• CONTEXT_TYPE_HOSTNODE = "hostnode";
• CONTEXT_TYPE_CLUSTER = "cluster";
エンド ユーザのコンテキスト
• CONTEXT_TYPE_GROUP = "group";
• CONTEXT_TYPE_VM = "vm";
• CONTEXT_TYPE_VDC = "vdc";
• CONTEXT_TYPE_SR = "servicerequest";
データセンターのコンテキスト
• CONTEXT_TYPE_PHYSICAL_DATACENTER = "datacenter";
NetApp レポートのコンテキスト
• CONTEXT_TYPE_STORAGE_ACCOUNTS= " storage_accounts";
• CONTEXT_TYPE_STORAGE_FILERS = " netapp_filer";
• CONTEXT_TYPE_STORAGE_AGGREGATES = " storage_aggregates";
• CONTEXT_TYPE_STORAGE_VOLUMES = "storage_volumes";
• CONTEXT_TYPE_STORAGE_LUNS = "luns";
• CONTEXT_TYPE_STORAGE_VFLIERS = "netapp_v_flier";
UCS レポートのコンテキスト
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCSM_ACCOUNT= " ucsm";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_FABRIC_INTERCONNECT = " compute_fbi";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_CHASSIS = " compute_chassis";
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• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_SERVER = "compute_server";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_SERVICE_PROFILE = "service_profile";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_PORT_CHANNEL = "ucs_portchannel";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_ORGANIZATION = "ucs_org";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_SERVICE_PROFILE_TEMPLATE =
"ucs_service-profile-template";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_BOOT_POLICY = "ucs_boot_policy";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_VNIC_TEMPLATE = "ucs_vnictemplate";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_MAC_POOL = "ucs_mac";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_UUID_POOL = "ucs_uuid";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_WWNN_POOL = "ucs_wwnn";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_WWPN_POOL = "ucs_wwpn";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_SERVICE_PROFILE_VHBA = "ucs_sp_vhba";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_SERVICE_PROFILE_VNIC = "ucs_sp_vnic";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_IOMODULE = "ucs_iomodule";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_COMPUTE_UCS_SERVER_ADAPTER_UNIT =
"compute_server_adapter_unit";
ネットワーク レポートのコンテキスト
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NETWORK_DEVICE= "network_device";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NET_DEVICE_N1K = " net_device_n1k";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NET_DEVICE_FAB_IC = " net_device_fab_ic";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NET_DEVICE_N5K = "net_device_n5k";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NETWORK_DEVICE_VLAN = "net_device_vlan";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NETWORK_DEVICE_VSAN = "net_device_vsan";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NETWORK_DEVICE_INTERFACE = "net_device_interface";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NETWORK_DEVICE_PORT_PROFILE = "net_device_port_profile";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NETWORK_DEVICE_ZONE = "net_device_zone";
• CONTEXT_TYPE_INFRA_NET_QOS_POLICY = "net_device_qos_policy";
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レポートまたは JSON オブジェクト用の API 要求パラメー
タ
特定のデータ フィールドの要求に加え、Cisco UCS Director の操作には応答の形式がレポートの一
種（reportId によって識別される）または JSON オブジェクト（名前によって識別される）でなけ
ればならないと指定する要求パラメータを含めることができます。
API 要求で特定のレポートまたは指定のレポート形式、あるいは JSON オブジェクトを取得する
必要がある場合、その条件が要求で使用する API の操作とパラメータの指定に役立つことがあり
ます。
• どの API の操作が必要なデータおよび形式を返すかを確認するには、REST API の操作の概
要, （18 ページ）を参照してください。
• どの UCS Director コンテキストが特定のレポートまたはレポート形式に関連付けられている
かを確認するには、利用可能な Cisco UCS Director レポートのリスト, （121 ページ）を参照
してください。
JSON オブジェクトを API 操作への入力または操作からの出力のいずれかとして処理する必要が
ある場合には、JSON オブジェクト パラメータ タイプ, （97 ページ）を参照してください。
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この章は、次の内容で構成されています。
• JSON オブジェクト パラメータ タイプ, 97 ページ
• JSON の例：APIVDCDetails, 98 ページ
• JSON の例：APICatalogItem, 99 ページ
• JSON の例：APIUserOnBoardParams, 99 ページ
• JSON の例：APIUserOnBoardDetails, 99 ページ
• JSON の例：APILoginProfile, 100 ページ
• JSON の例：APIMakePaymentParams, 100 ページ
• JSON の例：APIProvisionParams, 100 ページ
• JSON の例：APIServiceContainerTemplate, 101 ページ

JSON オブジェクト パラメータ タイプ
JSON オブジェクトは、レポート形式のデータよりも容易に渡すことができ、マシンが処理しやす
い一貫した形式のデータを含みます。 JSON オブジェクトは API 要求と応答の両方に使用されま
す。
JSON オブジェクトは順序付けされない名前/値のペアのセットであるため、XML のように一目瞭
然ですが、より軽量です。

（注）

データ ペイロードが大きい他のデータ タイプの例は、レポートおよび JSON オブジェクト応
答サンプル, （110 ページ）を参照してください。
JSON オブジェクト用のパラメータは、ParameterName:parameterValue の形式で渡されます。 正し
い JSON オブジェクトは {（左の中括弧）で始まり、}（右の中括弧）で終わります。 ペアの各名
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前の後ろには、:（コロン）が付き、その後ろに対応する値が続きます。 名前/値のペアは、コン
マで区切られます。

JSON の例：APIVDCDetails
userAPICreateVDC API は、APIVDCDetails オブジェクトを使用して仮想データ センター（vDC）
を作成します。
• vDC タイプが Hyper-V の場合は、deploymentPolicy パラメータに展開ポリシー名を指定し、
systemPolicy パラメータに null 値を指定します。
• vDC タイプが VMware の場合は、deploymentPolicy パラメータに null 値を指定し、systemPolicy
パラメータにシステム ポリシー名を指定します。
次のサンプルに、Hyper-V タイプの vDC の場合のこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの
例を示します。
"vdcName": "customerTest",
"vdcDescription": "customerTest",
"cloudName": "TestHyperV",
"groupName": "1",
"approver1": null,
"approver2": null,
"vdcSupportEmail":"name@company.com",
"vdcCustomerNoticationEmail":"name@company.com",
"systemPolicy": null,
"deploymentPolicy":"default-d",
"slaPolicy": null,
"computingPolicy": "default",
"storagePolicy": "default",
"networkPolicy": "default",
"costModel": "Default Cost Model",
"isLocked": false,
"isDeletable": false,
"isSelfServicePowerMgmt": false,
"isSelfServiceResize": false,
"isSelfServiceDeleteVM": false,
"isSelfServiceSnapshotMgmt": false,
"inactivityPeriodForDeletion": -1

次のサンプルに、VMware タイプの vDC の場合のこの JSON オブジェクトの有効な名前/値のペア
の例を示します。
"vdcName":"VMware VDC",
"vdcDescription":"VMware Based VDC",
"cloudName":"DFA vCenter",
"groupName":1,
"approver1":"",
"approver2":"",
"vdcSupportEmail":"name@company.com",
"vdcCustomerNoticationEmail":"",
"systemPolicy":"SystemPolicy",
"deploymentPolicy":"",
"slaPolicy":null,
"computingPolicy":"DFA vCenter - Default Computing Policy",
"storagePolicy":"DFA vCenter - Default Storage Policy",
"networkPolicy":"DFA vCenter - Default Network Policy",
"costModel":"Default Cost Model",
"isLocked":true,
"isDeletable":true,
"isSelfServicePowerMgmt":true,
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"isSelfServiceResize":true,
"isSelfServiceDeleteVM":true,
"isSelfServiceSnapshotMgmt":true,
"isSelfServiceDiskMgmt":true,
"isSelfServiceNetMgmt":true,
"inactivityPeriodForDeletion":1

JSON の例：APICatalogItem
次の表にこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの例を示します。
"catalogItemId":-1,
"catalogItemName":"CATFOR API",
"catalogItemDescription":null,
"cloudName":"VMware161",
"imageId":"Linux-SJ-PROD-Template",
"groups":"QAgroup",
"isAppliedToAllGroups":false,
"supportEmail":"name@company.com",
"vdcCategoryId":1,
"appList":null,
"otherApps":null,
"os":-1,
"otherOS":null,
"templateUser":null,
"templatePassword":null,
"credentialOption":1

JSON の例：APIUserOnBoardParams
次の表にこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの例を示します。
"firstName":"John",
"lastName":"Smith",
"userID":"jsmith",
"passWord":"test123",
"role":"GroupAdmin",
"contactEmail":"jsmith@company.com",
"companyName":"test",
"vdcProfileName":"VDC smith",
"vdcName":"myvdc",
"billFrequency":"",
"additionalInfo":"test

JSON の例：APIUserOnBoardDetails
次の表にこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの例を示します。
"groupID":"12"
"groupName":"test"
"vdcID":"5"
"vdcName":"myvdc"
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JSON の例：APILoginProfile
次の表にこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの例を示します。
"userId":"jsmith"
"firstName":"John"
"lastName":"Smith"
"email":"jsmith@company.com"
"groupName":"test"
"groupId":"12"
"role":"GroupAdmin"

JSON の例：APIMakePaymentParams
次の表にこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの例を示します。
"userID":"jsmith"
"ordered":"123"
"amount":"1000"
"companyName":"Test"
"status":"success"
"timestamp":"1308647424609"

JSON の例：APIProvisionParams
次の表にこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの例を示します。
{
param0: {
"catalogName": "sample",
"vdcName": "sample",
"userID": "sample",
"durationHours": 1000,
"beginTime": 0,
"quantity": 1000,
"memoryMB": 0,
"diskGB": 1000,
"cores": 1000,
"estimatedCost": 1000.0,
"comments": "sample",
"additionalInfo": "sample",
"chargeFrequency": 1000,
"nicAliasName": "sample",
"nicPortGroupName": "sample",
"resourceAllocated": true,
"allocatedHost": "sample",
"allocatedDataStore": "sample",
"allocatedResourcePool": "sample",
"altAllocatedHost": "sample",
"altAllocatedDataStore": "sample",
"altAllocatedResourcePool": "sample",
"customStartupMemory": 1000.0,
"customMaxMemory": 1000.0,
"customMemoryBuffer": 1000.0,
"customMemoryConfig": true,
"customStoragePolicy": "sample",
"allocatedCluster": "sample",
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"customCpuSockets": 1000,
"customCpuCoresPerSocket": 1000,
"altAllocatedCluster": "sample",
"allocatedAddnlDatastores": "sample",
"altAllocatedAddnlDatastores": "sample",
"altAllocatedAddnlVNICs": "sample",
"altAllocatedAddnlVNICsIpv6": "sample",
"selectedDiskDataStore": "sample",
"actionId": "sample",
"vmName": "sample",
"vdcCategory": "sample",
"windowsLicensePool": "sample",
"templateUserId": "sample",
"templatePassword": "sample",
"credentialOption": "sample",
"provisionAllDisk": true,
"enableGuestCustomization": true,
"enablePostProvisioningCustomActions": true,
"workflow": "sample",
"vmId": 1000,
"vMAppChargeFrequency": 1000,
"activeVMAppCost": 1000.0,
"inactiveVMAppCost": 1000.0,
"useLinkedClone": true,
"snapshotId": 1000,
"snapshotKey": "sample",
"newSnapshotName": "sample",
"isHighlyAvailable": true,
"postProvWFUserInputs": {
"list": [
{
"name": "sample",
"value": "sample"
},
{
"name": "sample",
"value": "sample"
}
]
}
}
}

JSON の例：APIServiceContainerTemplate
次の表にこの JSON オブジェクトの有効な名前/値ペアの例を示します。
{
"templateId":1000,
"templateType":"sample",
"templateName":"test SDK TemplateName ",
"templateDescription":"test SDK templateDescription ",
"containerType":"sample",
"templateDefinitionData":"sample",
"templateConfig":{
"vInfraPolicy":"cloud82",
"networks":[
{
"networkName":"lan0",
"networkType":1000,
"vlanIDPool":"100-199",
"networkPool":1000,
"ipSubnetPool":1000,
"networkIP":"10.10.10.0",
"networkMask":"255.255.255.0",
"gatewayIP":"10.10.10.1"
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},
{
"networkName":"lan1",
"networkType":1000,
"vlanIDPool":"200-299",
"networkPool":1000,
"ipSubnetPool":1000,
"networkIP":"20.20.20.0",
"networkMask":"255.255.255.0",
"gatewayIP":"20.20.20.1"
}
],
"dfaNetworks":[
{
"networkName":"sample",
"networkRole":"sample",
"description":"sample",
"networkType":1000,
"profileName":"sample",
"gatewayIP":"sample",
"networkMask":"sample",
"dhcpServerAddress":"sample",
"gatewayIpv6Address":"sample",
"prefixLength":"sample",
"startIP":"sample",
"endIP":"sample",
"secondaryGateway":"sample"
},
{
"networkName":"sample",
"networkRole":"sample",
"description":"sample",
"networkType":1000,
"profileName":"sample",
"gatewayIP":"sample",
"networkMask":"sample",
"dhcpServerAddress":"sample",
"gatewayIpv6Address":"sample",
"prefixLength":"sample",
"startIP":"sample",
"endIP":"sample",
"secondaryGateway":"sample"
}
],
"vnmcFirewallConfig":{
"networkName":"sample",
"ipAddress":"sample"
},
"vnmcZones":[
{
"zoneName":"sample",
"zoneDesc":"sample",
"vnmcZoneRules":[
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
},
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
}
]
},
{
"zoneName":"sample",
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"zoneDesc":"sample",
"vnmcZoneRules":[
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
},
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
}
]
}
],
"vnmcAcls":[
{
"name":"sample",
"descr":"sample",
"firewallAction":"sample",
"matchCriteria":"sample",
"protocolServiceOption":"sample",
"protocol":true,
"protocalOperator":"sample",
"protocalValue":"sample",
"services":[
{
"protocalOperator":"sample",
"protocalValue":"sample",
"serviceName":"sample",
"servicePort":1000,
"errormessage":"sample"
},
{
"protocalOperator":"sample",
"protocalValue":"sample",
"serviceName":"sample",
"servicePort":1000,
"errormessage":"sample"
}
],
"srcRules":[
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
},
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
}
],
"destRules":[
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
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"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
},
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
}
]
},
{
"name":"sample",
"descr":"sample",
"firewallAction":"sample",
"matchCriteria":"sample",
"protocolServiceOption":"sample",
"protocol":true,
"protocalOperator":"sample",
"protocalValue":"sample",
"services":[
{
"protocalOperator":"sample",
"protocalValue":"sample",
"serviceName":"sample",
"servicePort":1000,
"errormessage":"sample"
},
{
"protocalOperator":"sample",
"protocalValue":"sample",
"serviceName":"sample",
"servicePort":1000,
"errormessage":"sample"
}
],
"srcRules":[
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
},
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
}
],
"destRules":[
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
},
{
"attributeType":"sample",
"attributeName":"sample",
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"operator":"sample",
"attributeValue":"sample",
"zoneAttributeValue":"sample",
"prefixedIpAddressValue":"sample",
"prefixedSubnetValue":"sample"
}
]
}
],
"vms":[
{
"templateName":"sample",
"zone":"sample",
"appName":"VM1",
"appDescription":"sample",
"imageId":"FC_Gateway",
"numVCPUs":1000,
"memoryMB":1000,
"cpuReservationMHz":1000,
"memoryReservationMB":1000,
"diskSize":1000,
"passwordResetType":1000,
"templateRootLogin":"sample",
"templateRootPassword":"sample",
"appCategory":"sample",
"isUseImageNetwork":true,
"networks":[
{
"appName":"nic1",
"networkName":"lan0",
"adapterType":"e1000",
"ipAddress":"10.10.10.1",
"enablePublicIPMapping":true
},
{
"appName":"nic2",
"networkName":"lan1",
"adapterType":"e1000",
"ipAddress":"20.20.20.1",
"enablePublicIPMapping":true
}
],
"maxQuantity":1000,
"initialQuantity":1000,
"isStorageEfficiencyEnabled":true
},
{
"templateName":"sample",
"zone":"sample",
"appName":"sample",
"appDescription":"sample",
"imageId":"sample",
"numVCPUs":1000,
"memoryMB":1000,
"cpuReservationMHz":1000,
"memoryReservationMB":1000,
"diskSize":1000,
"passwordResetType":1000,
"templateRootLogin":"sample",
"templateRootPassword":"sample",
"appCategory":"sample",
"isUseImageNetwork":true,
"networks":[
{
"appName":"sample",
"networkName":"sample",
"adapterType":"sample",
"ipAddress":"sample",
"enablePublicIPMapping":true
},
{
"appName":"sample",
"networkName":"sample",
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"adapterType":"sample",
"ipAddress":"sample",
"enablePublicIPMapping":true
}
],
"maxQuantity":1000,
"initialQuantity":1000,
"isStorageEfficiencyEnabled":true
}
],
"portMappings":[
{
"protocol":6,
"mappedPort":80,
"remoteIP":"10.10.10.2",
"remotePort":80
},
{
"protocol":1000,
"mappedPort":1000,
"remoteIP":"sample",
"remotePort":1000
}
],
"outboundACLs":[
{
"protocol":6,
"network":"lan0",
"srcCIDR":"0.0.0.0/0",
"destCIDR":"0.0.0.0/0",
"srcPortRange":"sample",
"destPortRange":"sample",
"fireallAction":0
},
{
"protocol":1000,
"network":"sample",
"srcCIDR":"sample",
"destCIDR":"sample",
"srcPortRange":"sample",
"destPortRange":"sample",
"fireallAction":1000
}
],
"policies":{
"virtualComputePolicy":"Cloud82 - Default Computing Policy",
"virtualStoragePolicy":"Cloud82 - Default Storage Policy",
"virtualNetworkPolicy":"Cloud82 - Default Network Policy",
"virtualSystemPolicy":"system test",
"costModel":"Default Cost Model ",
"userActionPolicy":"sample"
},
"options":{
"isSelfServicePowerMgmt":true,
"isSelfServiceResize":true,
"isSelfServiceSnapshotMgmt":true,
"isSelfServiceDeleteVM":true,
"isSelfServiceDeleteContainer":true,
"isConsoleAccess":true,
"supportEmails":"sougoyal@cisco.com"
},
"gatewayConfig":{
"gwPolicy":"sample",
"networkMapping":[
{
"network":"sample",
"networkIP":"sample",
"interfaceName":"sample"
},
{
"network":"sample",
"networkIP":"sample",
"interfaceName":"sample"
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}
],
"isConfigGateway":true
},
"workflowConfig":{
"setupWorkflow":"Fenced Container Setup"
},
"templateName":"sample"
}
}
}
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レポート
この章は、次の内容で構成されています。
• レポートの概要, 109 ページ
• レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル, 110 ページ
• GetAvailableReports による reportId の取得, 118 ページ
• 表形式のレポート, 119 ページ
• 履歴レポート, 120 ページ
• スナップショット レポート, 121 ページ
• 利用可能な Cisco UCS Director レポートのリスト, 121 ページ
• 利用可能なレポートのリストの使用, 142 ページ

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, （110
ページ）を参照してください。
Cisco UCS Director 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 Cisco UCS Director 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, （121 ページ）を参照してください。

（注）

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。
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, （11 ページ）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, （97 ページ）
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 Cisco UCS Director 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"},

Cisco UCS Director REST 開発者ガイド、リリース 5.2
115

レポート
レポートおよび JSON オブジェクト応答サンプル

{"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"
}
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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、Cisco UCS Director 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:""}

（注）

localhost:8080 を Cisco UCS Director サーバ IP で置き換えます。
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 userAPIGetTabularReport API 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"}

（注）

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。
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、userAPIGetAvailableReports API 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。

ヒント

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, （121 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。

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。

（注）

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。

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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（注）

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。
コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

AWS-EC2 クラウ サマリー
ド

SUMMARY-V0

サマリー

AWS-EC2 クラウ VM
ド

VMS-T0

表形式

AWS-EC2 クラウ イメージ
ド

IMAGES-T0

表形式

AWS-EC2 クラウ 削除済みの VM
ド

DELETED-VMS-T0

表形式

AWS-EC2 クラウ メモリ
ド

MEMORY-S0

棒グラフ

AWS-EC2 クラウ VPU
ド

CPU-S0

棒グラフ

AWS-EC2 クラウ ディスク
ド

DISK-S0

棒グラフ

AWS-EC2 クラウ トレンド：メモリ
ド

TREND-MEMORY-H0

トレンド

AWS-EC2 クラウ トレンド：CPU
ド

TREND-CPU-H0

トレンド

AWS-EC2 クラウ トレンド：CPU 使用率
ド

TREND-CPU-USAGE-H0

トレンド

AWS-EC2 クラウ トレンド：ディスクの読 TREND-DISK-READS-&
ド
み取りと書き込み（バイ -WRITES-(BYTES)-H0
ト）

トレンド
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レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

AWS-EC2 クラウ トレンド：ディスクの読 TREND-DISK-READS-&
ド
み取りと書き込み（操 -WRITES-(OPS)-H0
作）

トレンド

AWS-EC2 クラウ トレンド：ディスクの読 TREND-DISK-READS-&
ド
み取りと書き込み（操 -WRITES-(OPS)-H0
作）

トレンド

AWS-EC2 クラウ トレンド：ネットワーク TREND-NETWORK-USAGE-H0
ド
使用量

トレンド

AWS-EC2 クラウ CPU使用率が最も高いグ GROUPS-WITH-MOST
-CPU-USAGE-T0
ド
ループ

表形式

AWS-EC2 クラウ CPU 使用率の最も高い
VM
ド

VMS-WITH-MOST -CPU-USAGE-T0 表形式

AWS-EC2 クラウ CPUを過剰に使用してい VMS-WITH-OVERUTILIZED-CPU-USAGE-T0
ド
る VM

表形式

AWS-EC2 クラウ CPU 使用率の低い VM
ド

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

表形式

AWS-EC2 クラウ ボリューム
ド

VOLUMES-X1

アクションを
含む表形式

AWS-EC2 クラウ スナップショット
ド

SNAPSHOTS-X1

アクションを
含む表形式

AWS-EC2 クラウ サマリー
ド

SUMMARY-V1

サマリー

AWS-EC2 クラウ SP ステータス
ド

SP-STATUS-T0

表形式

AWS-EC2 vm

CPU 使用率 (%)

CPU-USAGE-(PERCENT)-S0

棒グラフ

AWS-EC2 vm

ネットワーク イン

NETWORK-IN-S0

棒グラフ

AWS-EC2 vm

ネットワーク アウト

NETWORK-OUT-S0

棒グラフ

AWS-EC2 vm

トレンド：CPU 使用率

TREND-CPU-USAGE-H0

トレンド
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レポート名

AWS-EC2 vm

トレンド：ディスクの読 TREND-DISK-READS
み取りと書き込み（バイ -&-WRITES-(BYTES)-H0
ト）

トレンド

AWS-EC2 vm

トレンド：ディスクの読 TREND-DISK-READS
み取りと書き込み（操 -&-WRITES-(OPS)-H0
作）

トレンド

AWS-EC2 vm

ネットワーク使用量

トレンド

カタログ

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

クラウド

vDC

VDCS-T0

表形式

クラウド

イベント

EVENTS-T0

表形式

クラウド

重大度別のイベント数

NUMBER-OF-EVENTS
-BY-SEVERITY-S0

棒グラフ

クラウド

VM 数が最も多いグルー GROUPS-WITH-MOST
-NUMBER-OF-VMS-T0
プ

表形式

クラウド

VM の数が最も多い vDC VDCS-WITH-MOST
-NUMBER-OF-VMS-T0

表形式

クラウド

CPU 使用率の最も高い
vDC

クラウド

メモリ使用率の最も高い VDCS-WITH-MOST
-MEMORY-USAGE-T0
vDC

表形式

クラウド

ディスク使用率の最も高 VDCS-WITH-MOST
-DISK-USAGE-T0
い vDC

表形式

クラウド、vm

VM アクション リクエス VM-ACTION-REQUESTS-X0
ト

アクションを
含む表形式

compute_chassis

サマリー

SUMMARY-V50

サマリー

compute_chassis

サーバ

SERVERS-T50

表形式

compute_chassis

ファン モジュール

FAN-MODULES-T50

表形式
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プ

compute_chassis

IO モジュール

IO-MODULES-T50

表形式

compute_chassis

電源ユニット

POWER-SUPPLY-UNITS-T50

表形式

compute_chassis

イベント

EVENTS-T50

表形式

compute_fbi

サマリー

SUMMARY-V50

サマリー

compute_fbi

電源ユニット

POWER-SUPPLY-UNITS-T50

表形式

compute_fbi

ファン

FANS-T50

表形式

compute_fbi

イーサネット ポート

ETHERNET-PORTS-X50

アクションを
含む表形式

compute_fbi

ファイバ チャネル ポー FIBRE-CHANNEL-PORTS-X50
ト

アクションを
含む表形式

compute_fbi

トレンド：イーサネット TREND-ETHERNET-PORTS
ポートの転送済み/受信 -TOTAL-KILO-BYTES
-TRANSFERRED/RECEIVED-H50
済みデータの合計
（KB）

トレンド

compute_fbi

トレンド：ファイバチャ TREND-FIBRE-CHANNEL
ネル ポートの転送済み/ -PORTS-TOTAL-KILO-BYTES
受信済みデータの合計 -TRANSFERRED/RECEIVED-H50
（KB）

トレンド

compute_fbi

トレンド：CPU 使用率

TREND-CPU-UTILIZATION-H50

トレンド

compute_fbi

トレンド：メモリ

TREND-MEMORY-H50

トレンド

compute_fbi

イベント

EVENTS-T50

表形式

compute_fbi_port

ポート サマリー

PORT-SUMMARY-V50

サマリー

compute_server

ローカル ディスク

LOCAL-DISKS-T50

表形式

compute_server

メモリ ユニット

MEMORY-UNITS-T50

表形式

compute_server

プロセッサ ユニット

PROCESSOR-UNITS-T50

表形式

compute_server

インターフェイス カー
ド

INTERFACE-CARDS-X50

アクションを
含む表形式
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レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

compute_server

サービス リクエスト詳
細

SERVICE-REQUEST-DETAILS-T50

表形式

compute_server

トレンド：マザーボード TREND-MOTHERBOARD
トレンド
-INPUT-CURRENT-RECEIVED-H50
の入力電流

compute_server

トレンド：マザーボード TREND-MOTHERBOARD
-INPUT-VOLTAGE-RECEIVED-H50
の入力電圧

トレンド

compute_server

トレンド：マザーボード TREND-MOTHERBOARD
-CONSUMED-POWER-H50
の消費電力

トレンド

compute_server

トレンド：マザーボード TREND-MOTHERBOARD
で検知された IO の温度 -SENS-IO-TEMPERATURE-H50

トレンド

compute_server

トレンド：マザーボード TREND-MOTHERBOARD
で検知された背面温度 -SENS-REAR-TEMPERATURE-H50

トレンド

compute_server

トレンド：メモリユニッ TREND-MEMORY-UNIT
-TEMPERATURE-H50
トの温度

トレンド

compute_server

トレンド：プロセッサ
ユニットの電流

TREND-PROCESSOR-UNIT
-CURRENT-H50

トレンド

compute_server

トレンド：プロセッサ
ユニットの温度

TREND-PROCESSOR-UNIT
-TEMPERATURE-H50

トレンド

compute_server

サマリー

SUMMARY-V50

サマリー

compute_server

イベント

EVENTS-T50

表形式

compute_server
_adapter_unit

DCE インターフェイス

DCE-INTERFACES-T50

表形式

compute_server
_adapter_unit

HBA

HBAS-T50

表形式

compute_server
_adapter_unit

NIC

NICS-T50

表形式

custom_actions

タスクの追加/編集

ADD/EDIT-TASKS-X46

アクションを
含む表形式

データセンター

ストレージ アカウント

STORAGE-ACCOUNTS-T51

表形式
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レポート名

レポート ID

データセンター

上位 5 つのボリュームの TOP-5-VOLUME-TOTAL
使用済みストレージ合計 -USED-STORAGE-T9999

表形式

データセンター

上位 5 つの LUN 使用済 TOP-5-LUN-TOTAL-USED
-STORAGE-T9999
みストレージ合計

表形式

データセンター

サマリー

サマリー

データセンター

ボリューム：合計と使用 VOLUMES-TOTAL-VS-USED-S51
済み

データセンター

LUN：合計と使用済み

LUNS-TOTAL-VS-USED-S51

データセンター

集約：空きと使用済み

AGGREGATES-FREE-VS -USED-S51 円グラフ

データセンター

UCSM アカウント

UCSM-ACCOUNTS-X50

アクションを
含む表形式

データセンター

シャーシ

CHASSIS-T50

表形式

データセンター

ファブリック インター
コネクト

FABRIC-INTERCONNECTS-T9999

表形式

データセンター

サーバ プール

SERVER-POOLS-T9999

表形式

データセンター

サマリー

SUMMARY-V50

サマリー

データセンター

サービス プロファイル

SERVICE-PROFILES-T9999

表形式

データセンター

プロセッサ ユニット

PROCESSOR-UNITS-T9999

表形式

データセンター

メモリ ユニット

MEMORY-UNITS-T9999

表形式

データセンター

ローカル ディスク

LOCAL-DISKS-T9999

表形式

データセンター

IO モジュール

IO-MODULES-T9999

表形式

データセンター

マネージドネットワーク MANAGED-NETWORKELEMENTS-X52
要素

アクションを
含む表形式

データセンター

VTP ステータス

VTP-STATUS-T52

表形式

データセンター

プライベート VLAN

PRIVATE-VLANS-T52

表形式

SUMMARY-V51

レポート タイ
プ

棒グラフ

棒グラフ
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レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

データセンター

L2 ネイバー

L2-NEIGHBORS-T52

表形式

データセンター

ポート プロファイル

PORT-PROFILES-T52

表形式

データセンター

VM ネットワークの詳細 VM-NETWORK-DETAILS-T52

表形式

データセンター

ホスト ネットワークの
詳細

HOST-NETWORK-DETAILS-T52

表形式

データセンター

VSAN

VSANS-T52

表形式

データセンター

VLAN

VLANS-X52

アクションを
含む表形式

データセンター

HP アカウント

HP-ACCOUNTS-X50

アクションを
含む表形式

データセンター

DHCP ログ

DHCP-LOG-T50

表形式

データセンター

PXE ブート要求

PXE-BOOT-REQUESTS-X50

アクションを
含む表形式

グローバル

サマリー

SUMMARY-V0

サマリー

グローバル

クラウド

CLOUDS-T0

表形式

グローバル

vDC

VDCS-T0

表形式

グローバル

クラスタ

CLUSTERS-T0

表形式

グローバル

VM

VMS-T0

表形式

グローバル

ホスト ノードのステー
タス

HOST-NODE-STATUS-T0

表形式

グローバル

ホスト ノードのインベ
ントリ

HOST-NODE-INVENTORY-T0

表形式

グローバル

リソース プール

RESOURCE-POOLS-T0

表形式

グローバル

イベント

EVENTS-T0

表形式

グローバル

イメージ

IMAGES-T0

表形式
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レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

グローバル

削除済みの VM

DELETED-VMS-T0

表形式

グローバル

システムの正常性

SYSTEM-HEALTH-T30

表形式

グローバル

アクティブな VM の分布 ACTIVE-VM-DISTRIBUTIONBY-CLOUD-S0

円グラフ

グローバル

パブリックおよびプライ ACTIVE-VMS-PUBLIC-VS
ベート クラウドのアク -PRIVATE-CLOUDS-S0
ティブな VM

円グラフ

グローバル

メモリ

MEMORY-S0

棒グラフ

グローバル

CPU

CPU-S0

棒グラフ

グローバル

ディスク

DISK-S0

棒グラフ

グローバル

プライベート クラウド
のストレージ容量

PRIVATE-CLOUD-STORAGE
-CAPACITY-S1

円グラフ

グローバル

プライベート クラウド
の空きストレージ

PRIVATE-CLOUD-FREE-STORAGE-S1 円グラフ

グローバル

プライベート クラウド
のストレージ使用量

PRIVATE-CLOUD-USED-STORAGE-S1 円グラフ

グローバル

ストレージ タイプ別の
ストレージ容量

STORAGE-CAPACITY-PERSTORAGE-TYPE-S1

グローバル

ストレージ タイプ別の
ストレージ使用量

USED-STORAGE-PER-STORAGE-TYPE-S1 棒グラフ

グローバル

ストレージ タイプ別の
空きストレージ

FREE-STORAGE-PER-STORAGE-TYPE-S1 棒グラフ

グローバル

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

グローバル

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

グローバル

イベント数

NUMBER-OF-EVENTS-S0

棒グラフ

棒グラフ
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レポート名

レポート ID

グローバル

トレンド：ホスト ノー
ドの数

TREND-NUMBER-OF-HOST-NODES-H0 トレンド

グローバル

トレンド：メモリ

TREND-MEMORY-H0

グローバル

トレンド：ストレージ容 TREND-STORAGE-CAPACITY,
-USED-&-FREE-H1
量（使用中と空き）

トレンド

グローバル

トレンド：CPU

TREND-CPU-H0

トレンド

グローバル

すべての VMware アク
ティビティ

ALL-VMWARE-ACTIVITY-T0

表形式

グローバル

サマリー

SUMMARY-V1

サマリー

グローバル

SP ステータス

SP-STATUS-T0

表形式

グローバル、ク
ラウド

VM（アクティブまたは VMS-ACTIVE-VS-INACTIVE-S0
非アクティブ）

棒グラフ

グローバル、ク
ラウド

トレンド：VM の数

トレンド

グローバル、ク
ラウド

トレンド：VM の追加と TREND-VM-ADDITIONS-&
-DELETIONS-H0
削除

トレンド

global_admin

NetAppVolumesTable

NETAPPVOLUMESTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppVFilerVolumes
テーブル

NETAPPVFILERVOLUMES
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppLunsTable

NETAPPLUNSTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppVFilerLunsTable

NETAPPVFILERLUNSTABLE-T9999 表形式

global_admin

NetAppFilersTable

NETAPPFILERSTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppInitiatorGroups
テーブル

NETAPPINITIATORGROUPS
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppVFilerInitiator グ
ループ テーブル

NETAPPVFILERINITIATOR
GROUPSTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppIPSpacesTable

NETAPPIPSPACESTABLE-T9999

表形式
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global_admin

NetAppVFilersTable

NETAPPVFILERSTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppAggregatesTable

NETAPPAGGREGATESTABLE-T9999 表形式

global_admin

NetAppONTAPAccounts
テーブル

NETAPPONTAPACCOUNTS
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDFMAccounts
テーブル

NETAPPDFMACCOUNTS
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDFMFiler テーブ
ル

NETAPPDFMFILERTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppONTAPFiler テー NETAPPONTAPFILERTABLE-T9999 表形式
ブル

global_admin

NetAppONTAPvFilers
テーブル

NETAPPONTAPVFILERS
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppUnAssignedIP
SpacesTable

NETAPPUNASSIGNEDIPSPACES
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppInterfacesTable

NETAPPINTERFACESTABLE-T9999 表形式

global_admin

NetAppVLANPhysical
InterfacesTable

NETAPPVLANPHYSICALINTERFACES 表形式
TABLE-T9999

global_admin

NetAppInterfacesvFilers 割 NETAPPINTERFACESVFILERS
ASSIGNEDTABLE-T9999
り当て済みテーブル

global_admin

NetAppDFMvFilersTable

NETAPPDFMVFILERSTABLE-T9999 表形式

global_admin

NetAppDfmVolume
DatasetTable

NETAPPDFMVOLUMEDATASET
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDfmLUN
DatasetTable

NETAPPDFMLUNDATASET
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDfmGroupTable

NETAPPDFMGROUPTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDfmProvision
PolicyTable

NETAPPDFMPROVISIONPOLICY
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDfmStorage
ServiceTable

NETAPPDFMSTORAGESERVICE
TABLE-T9999

表形式

表形式
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プ

global_admin

NetAppUnAssigned
DatasetTable

NETAPPUNASSIGNEDDATASET
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppAssignedDatasetTable NETAPPASSIGNEDDATASET
TABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDatasetTable

NETAPPDATASETTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppDatasetMember
LUN テーブル

NETAPPDATASETMEMBER
LUNTABLE-T9999

表形式

global_admin

NetAppReourcePoolTable NETAPPREOURCEPOOLTABLE-T9999 表形式

global_admin

NetAppGroupAssigned
VFilersTable

NETAPPGROUPASSIGNED
VFILERSTABLE-T9999

表形式

global_admin

プロビジョニング ポリ
シー

PROVISIONING-POLICIES-T48

表形式

global_admin

保護ポリシー

PROTECTION-POLICIES-T48

表形式

global_admin

ストレージ サービス

STORAGE-SERVICES-T48

表形式

global_admin

vFiler テンプレート

VFILER-TEMPLATES-T48

表形式

global_admin

OnCommand データセッ ONCOMMAND-DATASETS-T48
ト

表形式

global_admin

OnCommand グループ

ONCOMMAND-GROUPS-T48

表形式

global_admin

リソース プール

RESOURCE-POOL-T48

表形式

global_admin

UIMenuItemTable

UIMENUITEMTABLE-T9999

表形式

global_admin

UIOperationTable

UIOPERATIONTABLE-T9999

表形式

global_admin

顧客組織

CUSTOMER-ORGANIZATIONS-X23 アクションを
含む表形式

global_admin

顧客組織

CUSTOMER-ORGANIZATIONS-T23 表形式

global_admin

顧客組織

CUSTOMER-ORGANIZATIONS-T23 表形式

global_admin

MSP 組織

MSP-ORGANIZATIONS-X23
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プ

global_admin

MSP 組織

MSP-ORGANIZATIONS-T23

表形式

global_admin

ログイン ページ ブラン LOGIN-PAGE-BRANDING-X23
ディング

アクションを
含む表形式

global_admin

ログイン ページ ブラン LOGIN-PAGE-BRANDING-T23
ディング

表形式

global_admin

ログイン ユーザ

LOGIN-USERS-X23

アクションを
含む表形式

global_admin

ログイン ユーザ

LOGIN-USERS-T23

表形式

global_admin

現在のオンライン ユー
ザ

CURRENT-ONLINE-USERS-X23

その他

global_admin

仮想アカウント

VIRTUAL-ACCOUNTS-X22

アクションを
含む表形式

global_admin

仮想アカウント

VIRTUAL-ACCOUNTS-T22

表形式

global_admin

物理アカウント

PHYSICAL-ACCOUNTS-X24

アクションを
含む表形式

global_admin

物理アカウント

PHYSICAL-ACCOUNTS-T24

表形式

global_admin

カタログ

CATALOG-X40

アクションを
含む表形式

global_admin

UcsOrganizationTable

UCSORGANIZATION TABLE-T9999 表形式

global_admin

UcsServerTable

UCSSERVERTABLE-T9999

global_admin

UcsServiceProfileTable

UCSSERVICEPROFILE TABLE-T9999 表形式

global_admin

UcsServerPoolTable

UCSSERVERPOOLTABLE-T9999

表形式

global_admin

UcsBootPolicyTable

UCSBOOTPOLICYTABLE-T9999

表形式

global_admin

データセンター

DATA-CENTERS-X24

アクションを
含む表形式

global_admin

データセンター

DATA-CENTERS-T24

表形式

表形式
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レポート
利用可能な Cisco UCS Director レポートのリスト

コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

global_admin

ストレージ ポリシー

STORAGE-POLICY-X47

アクションを
含む表形式

global_admin

ネットワーク ポリシー

NETWORK-POLICY-X47

アクションを
含む表形式

global_admin

vHBA

VHBA-X47

アクションを
含む表形式

global_admin

vNIC

VNIC-X47

アクションを
含む表形式

global_admin

配置ポリシー

PLACEMENT-POLICY-X47

アクションを
含む表形式

global_admin

deviceZonesTable

DEVICEZONESTABLE-T9999

表形式

global_admin

ベンダー検証済み設計

VENDOR-VALIDATEDDESIGNS-X24

アクションを
含む表形式

global_admin

HpServerTable

HPSERVERTABLE-T9999

表形式

global_admin

レポートのカスタマイズ REPORTS-CUSTOMIZATION-X20

global_admin

Amazon の導入ポリシー AMAZON-DEPLOYMENT-POLICY-X41 アクションを
含む表形式

global_admin

Amazon の導入ポリシー AMAZON-DEPLOYMENT-POLICY-T41 表形式

global_admin

VMware の導入ポリシー VMWARE-DEPLOYMENT-POLICY-X21 アクションを
含む表形式

global_admin

VMware の導入ポリシー VMWARE-DEPLOYMENT-POLICY-T21 表形式

global_admin

リソース割り当てポリ
シー

RESOURCE-ALLOCATION-POLICY-X21 アクションを
含む表形式

global_admin

リソース割り当てポリ
シー

RESOURCE-ALLOCATION-POLICY-T21 表形式

global_admin

Rackspace の導入ポリ
シー

RACKSPACE-DEPLOYMENT-POLICY-X41 アクションを
含む表形式
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コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

global_admin

Rackspace の導入ポリ
シー

RACKSPACE-DEPLOYMENT-POLICY-T41 表形式

global_admin

KVM の導入ポリシー

KVM-DEPLOYMENT-POLICY-X41

アクションを
含む表形式

global_admin

KVM の導入ポリシー

KVM-DEPLOYMENT-POLICY-T41

表形式

global_admin

VMware ネットワーク ポ VMWARE-NETWORK- POLICY-X44 アクションを
リシー
含む表形式

global_admin

VMware ネットワーク ポ VMWARE-NETWORK- POLICY-T44 表形式
リシー

global_admin

ネットワークプロビジョ NETWORK-PROVISIONINGPOLICY-X44
ニング ポリシー

アクションを
含む表形式

global_admin

ネットワークプロビジョ NETWORK-PROVISIONINGPOLICY-T44
ニング ポリシー

表形式

global_admin

VLAN プール ポリシー

VLAN-POOL-POLICY-X44

アクションを
含む表形式

global_admin

VLAN プール ポリシー

VLAN-POOL-POLICY-T44

表形式

global_admin

仮想ストレージのカタロ VIRTUAL-STORAGECATALOG-X43
グ

global_admin

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

global_admin

VMware ストレージ ポリ VMWARE-STORAGE- POLICY-X43 アクションを
シー
含む表形式

global_admin

VMware ストレージ ポリ VMWARE-STORAGE- POLICY-T43
シー

表形式

global_admin

VMware ストレージ ポリ VMWARE-SYSTEM-POLICY-X41
シー

アクションを
含む表形式

global_admin

VMware ストレージ ポリ VMWARE-SYSTEM-POLICY-T41
シー

表形式

アクションを
含む表形式
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コンテキスト

レポート名

global_admin

VMware コンピューティ VMWARE-COMPUTINGPOLICY-X42
ング ポリシー

アクションを
含む表形式

global_admin

VMware コンピューティ VMWARE-COMPUTINGPOLICY-T42
ング ポリシー

表形式

global_admin

KVM コンピューティン KVM-COMPUTING-POLICY-X42
グ ポリシー

アクションを
含む表形式

global_admin

KVM コンピューティン KVM-COMPUTING-POLICY-T42
グ ポリシー

表形式

global_admin

コスト モデル

COST-MODEL-X41

アクションを
含む表形式

global_admin

コスト モデル

COST-MODEL-T41

表形式

global_admin

ストレージ階層のコスト STORAGE-TIER-COST-MODEL-X41 アクションを
モデル
含む表形式

global_admin

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

global_admin

OS ライセンス

OS-LICENSE-X41

アクションを
含む表形式

global_admin

OS ライセンス

OS-LICENSE-T41

表形式

global_admin

ネットワーク サービス
エージェント

NETWORK-SERVICES- AGENTS-X24 アクションを
含む表形式

global_admin

検出されたデバイス

DISCOVERED-DEVICES-X24

global_admin

アクティブなモジュール ACTIVE-MODULES-X26

アクションを
含む表形式

global_admin

アクティブなモジュール ACTIVE-MODULES-T26

表形式

global_admin

モジュール

MODULES-X26

アクションを
含む表形式

global_admin

モジュール

MODULES-T26

表形式
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コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

global_admin

モジュールのスナップ
ショット

MODULE-SNAPSHOTS-X26

アクションを
含む表形式

global_admin

モジュールのスナップ
ショット

MODULE-SNAPSHOTS-T26

表形式

global_admin

vmwareVSwitchTable

VMWAREVSWITCH TABLE-T9999

表形式

global_admin

portGroups

PORTGROUPS-T9999

表形式

global_admin

ワークフロー

WORKFLOWS-X46

アクションを
含む表形式

global_admin

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

アクションを
含む表形式

global_admin

コンテキスト ワークフ
ロー マッピング

CONTEXT-WORKFLOWMAPPING-X46

アクションを
含む表形式

global_admin

テンプレート

TEMPLATES-X46

アクションを
含む表形式

global_admin

ワークフローのスケ
ジュール

WORKFLOW-SCHEDULES-X46

アクションを
含む表形式

global_admin

カスタム承認タスク

CUSTOM-APPROVAL-TASKS-X46

アクションを
含む表形式

global_admin

ライセンス

LICENSE-X20

アクションを
含む表形式

global_admin

tabularlov.system.advanced.property.report TABULARLOV.SYSTEM.ADVANCED. 表形式
PROPERTY.REPORT-T9999

global_admin

レコードの変更

CHANGE-RECORDS-T25

表形式

global_admin

アプリケーション カテ
ゴリ

APPLICATION-CATEGORIES-X20

アクションを
含む表形式

global_admin

システムのタスク

SYSTEM-TASKS-X20

アクションを
含む表形式

global_admin

システムのタスク

SYSTEM-TASKS-T20

表形式
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コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

global_admin

LDAP 統合

LDAP-INTEGRATION-X23

アクションを
含む表形式

global_admin

LDAP 統合

LDAP-INTEGRATION-T23

表形式

global_admin

仮想コンソール サーバ

VIRTUAL-CONSOLE-SERVERS-X24 アクションを
含む表形式

global_admin

トリガー

TRIGGERS-X46

アクションを
含む表形式

global_admin、グ vDC
ループ

VDC-X45

アクションを
含む表形式

global_admin、グ vDC サービス プロファ
ループ
イル

VDC-SERVICE-PROFILES-X45

アクションを
含む表形式

global_admin、グ カタログ
ループ

CATALOG-T40

表形式

グループ

vDC

VDCS-T14

表形式

グループ

ポート グループ

PORT-GROUPS-X14

アクションを
含む表形式

グループ

vFilers

VFILERS-X15

アクションを
含む表形式

グループ

サーバ

SERVERS-X15

アクションを
含む表形式

グループ

サービス プロファイル

SERVICE-PROFILES-X15

アクションを
含む表形式

グループ

サービス リクエスト

SERVICE-REQUESTS-X10

アクションを
含む表形式

グループ

アーカイブ済みのサービ ARCHIVED-SERVICEREQUESTS-X10
ス要求

アクションを
含む表形式

グループ

ユーザ

アクションを
含む表形式
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コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

グループ

VM

VMS-T14

表形式

グループ

リソース制限

RESOURCE-LIMITS-T13

表形式

グループ

サマリー

SUMMARY-V13

サマリー

グループ

上位 5 つの障害原因

TOP-5-FAILURE-REASONS-T10

表形式

グループ

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

トレンド

グループ

トレンド：CPU 使用率

トレンド

グループ

トレンド：ディスク使用 TREND-DISK-USAGE-H14
量

トレンド

グループ

トレンド：総合リソース TREND-CONSOLIDATEDRESOURCE-USAGE-H14
使用率

トレンド

グループ

VM（アクティブまたは VMS-ACTIVE-VS-INACTIVE-S13
非アクティブ）

棒グラフ

グループ

VLAN

VLANS-X15

アクションを
含む表形式

グループ

リソース アカウンティ
ング

RESOURCE-ACCOUNTING-T12

表形式

グループ

リソース アカウンティ
ングの詳細

RESOURCE-ACCOUNTING-DETAILS-T12 表形式

グループ

チャージバック

CHARGEBACK-T12

表形式

グループ

リソース アカウンティ
ングの詳細

RESOURCE-ACCOUNTINGDETAILS-T85

表形式

グループ

チャージバック

CHARGEBACK-T85

表形式

グループ

今月のサマリー

CURRENT-MONTH-SUMMARY-V12 サマリー

グループ

前月のサマリー

PREVIOUS-MONTH-SUMMARY-V12 サマリー

グループ

今月のコストのサマリー CURRENT-MONTH-COSTSUMMARY-S12

TREND-CPU-USAGE-H14

円グラフ
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コンテキスト

レポート名

グループ

前月のコストのサマリー PREVIOUS-MONTH-COSTSUMMARY-S12

円グラフ

グループ

今月の上位 5 つのアプリ CURRENT-MONTH-TOP-5
-APPLICATIONS-S12
ケーション

円グラフ

グループ

前月の上位 5 つのアプリ PREVIOUS-MONTH-TOP-5
-APPLICATIONS-S12
ケーション

円グラフ

グループ

トレンド：予算の支出

TREND-BUDGET-SPENDING-H12

トレンド

グループ

トレンド：総コスト

TREND-TOTAL-COST-H12

トレンド

グループ

トレンド：VM コスト

TREND-VM-COST-H12

トレンド

グループ

トレンド：CPU コスト

TREND-CPU-COST-H12

トレンド

グループ

トレンド：メモリ コス
ト

TREND-MEMORY-COST-H12

トレンド

グループ

トレンド：ネットワーク TREND-NETWORK-COST-H12
コスト

トレンド

グループ

支払い情報

PAYMENT-INFORMATION-X10

アクションを
含む表形式

グループ

顧客資金

CUSTOMER-FUNDS-X10

アクションを
含む表形式

グループ

リソース アカウンティ
ングの詳細

RESOURCE-ACCOUNTINGDETAILS-T10

表形式

ホストノード

サマリー

SUMMARY-V0

サマリー

ホストノード

VM

VMS-T0

表形式

ホストノード

イベント

EVENTS-T0

表形式

ホストノード

削除済みの VM

DELETED-VMS-T0

表形式

hp、データセン
ター

ILO サーバ

ILO-SERVERS-X50

アクションを
含む表形式

hp_server

サーバの NIC

SERVER-NICS-T50

表形式
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コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

hp_server

サーバのメモリ

SERVER-MEMORY-T50

表形式

hp_server

サーバのプロセッサ

SERVER-PROCESSOR-T50

表形式

hp_server

サーバ スロット

SERVER-SLOTS-T50

表形式

HyperV クラウド トレンド：ホスト ノー
ドの数

TREND-NUMBER-OF- HOST
-NODES-H0

トレンド

HyperV クラウド トレンド：メモリ

TREND-MEMORY-H0

トレンド

HyperV クラウド トレンド：CPU

TREND-CPU-H0

トレンド

HyperV クラウド サマリー

SUMMARY-V0

サマリー

HyperV クラウド クラスタ

CLUSTERS-T0

表形式

HyperV クラウド ホスト ノードのステー
タス

HOST-NODE-STATUS-T0

表形式

HyperV クラウド ホスト ノードのインベ
ントリ

HOST-NODE-INVENTORY-T0

表形式

HyperV クラウド VM

VMS-T0

表形式

HyperV クラウド 削除済みの VM

DELETED-VMS-T0

表形式

HyperV クラウド データ ストア

DATA-STORES-T0

表形式

HyperV クラウド イメージ

IMAGES-T9999

表形式

HyperV クラウド メモリ

MEMORY-S0

棒グラフ

HyperV クラウド CPU

CPU-S0

棒グラフ

HyperV クラウド ディスク

DISK-S0

棒グラフ

HyperV クラスタ サマリー

SUMMARY-V0

サマリー

HyperV クラスタ ホスト ノードのステー
タス

HOST-NODE-STATUS-T0

表形式

HyperV クラスタ ホスト ノードのインベ
ントリ

HOST-NODE-INVENTORY-T0

表形式
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コンテキスト

レポート名

レポート ID

レポート タイ
プ

HyperV クラスタ VM

VMS-T0

表形式

HyperV クラスタ イベント

EVENTS-T0

表形式

HyperV ホスト
ノード

CPU 使用率

CPU-USAGE-S0

棒グラフ

HyperV ホスト
ノード

CPU 使用率 (MHz)

CPU-USAGE(MHZ)-S0

棒グラフ

HyperV ホスト
ノード

メモリ使用率

MEMORY-USAGE-S0

棒グラフ

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 Cisco UCS Director レ
ポートのリスト, （121 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, （110 ページ）を参照してください。

（注）

API 要求に関する追加データが必要な場合には、Cisco UCS Director 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, （8 ページ）を参照
してください。
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章

その他 REST API リソース
この章は、次の内容で構成されています。
• XML または Java を使用した API 要求コードの作成およびテスト, 143 ページ
• カスタム タスクのインポート, 144 ページ

XML または Java を使用した API 要求コードの作成および
テスト
はじめる前に
この手順を使用するには、[開発者メニューの有効化] オプションが選択されており、かつ [REST
APIブラウザ] タブに移動してタスクのリストを表示している必要があります。 この項で前述した
REST API ブラウザにアクセスする手順を参照してください。
3 つのタブがあるウィンドウが表示され、[APIの例] タブが開き、タスクの選択に対応したいくつ
かの API データが表示されます。 HTTP メソッドと URL 情報が表示されるはずです。

手順
ステップ 1

タスク フォルダを開いて API 情報を表示してから、関心のある API リソースと操作を含む行をダ
ブルクリックします。
操作およびリソースが新規 API 要求の作成をサポートしている場合には、[APIの例] タブにパラ
メータ値を入力するためのデータ入力ボックスが表示され、これを使用して適切な要求を作成で
きます。 データ入力ボックスが表示されない場合には、この手順に従ってデータを入力して新規
API 要求を作成することはできません。 [APIの例] タブに選択に対応した API データとその確認
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が表示され、かつ HTTP メソッドと URL 情報が表示された場合には、提供されたデータを使用す
ることができます。
ステップ 2

データ入力ボックスに [選択...] が表示された場合には、それをクリックするとデータ検索フィル
タが開きます。フィルタを使用してデータを絞り込み、入力の必要があるデータを選択すること
ができます。

ステップ 3

必要に応じて、[APIの例] タブで不足データ（API 要求パラメータ）を表示し、新規 API 要求を定
義します。 パラメータに関する有用な情報については、[詳細] タブを参照してください。
a) [XMLの生成] をクリックして要求のサンプルを確認することができます。

ステップ 4

API リソースおよび操作名の確認、および要求と応答データのデータ形式と定義を確認するには、
[詳細] タブを開きます。

ステップ 5

REST API ブラウザで API を実行するには、[詳細] タブをクリックしてから、[送信] をクリックし
ます。
重要
また、[APIの例] タブおよび [サンプル Java コード] タブを使用して API の例とサンプル
Java コードを送信することもできます。
REST API 要求コードに相当する Java コードを確認するには、[サンプル Java コード] タブを開き
ます。

ステップ 6

次の作業
成功した有用な API 要求の送信に使用されたコードのコピーを保存しておき、必要に応じてアプ
リケーションで使用します。

カスタム タスクのインポート
手順
ステップ 1

カスタム タスクの .wfdx ファイルをエンコードして、エンコード済みスクリプトにします。 例と
して、HostandVMPerf.wfdx ファイルを挙げることができます。
.wfdx ファイルをエンコードするには、以下の手順を実行します。
a) テキスト エディタまたはメモ帳で .wfdx ファイルを開きます。
b) .wfdx ファイルの内容をコピーして、URL Encoder/Decoder にある、エンコードまたはデコード
するテキスト用のテキスト ボックスに貼り付けます。
c) ドロップダウン リストから、[UTF-8] を選択します。
d) [URL エンコード] をクリックします。
XML が RESTClient アドオン経由で渡すために必要な形式にエンコードされます。

ステップ 2

Mozilla Firefox ブラウザで RESTClient アドオンを呼び出します。

ステップ 3

[メソッド] ドロップダウン リストから、[POST] を選択します。

ステップ 4

[URL] フィールドに、サーバの URL を入力します。
サーバの URL の形式は、http://<サーバの IP アドレス>/cloupia/api-v2/customtaskImport です。
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ステップ 5

API 要求ヘッダーに必要なサーバの REST API アクセス キーを入力します。
API アクセス キーの取得手順については、API アクセス キーの生成, （8 ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6

[本文] フィールドにエンコード済みスクリプトを貼り付けます。

ステップ 7

エンコード済みスクリプトの先頭に次のタグを追加します。
<cuicOperationRequest>
<operationType>CREATE</operationType>
<payload>
<![CDATA[
<customtaskImport>
<importText>

ステップ 8

---------- encoded text-------

エンコード済みスクリプトの末尾に次のタグを追加します。
</importText>
</customtaskImport>
]]>
</payload>
</cuicOperationRequest>

ステップ 9

[送信] をクリックします。

ステップ 10

[応答ヘッダー] タブと [応答本文（未加工）] タブをクリックして、応答ヘッダーと本文を確認し
ます。

インポートしたカスタム タスクが Cisco UCS Director に表示されます。 ホスト名または IP アドレ
スで Cisco UCS Director にログインして、[ポリシー] > [オーケストレーション] の順に選択します。
[カスタム ワークフロー タスク] タブをクリックします。 インポートしたカスタム タスクが [カス
タム ワークフロー タスク] 表に表示され、ワークフローで使用可能になります。
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Java API の概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Java API の例, 147 ページ
• Java の例：userAPIGetMyLoginProfile, 147 ページ
• Java の例：userAPIGetAllVDCs, 148 ページ

Java API の例
Cisco UCS Director は、Cisco UCS Director REST API のほとんどの機能を提供する Java API を提供
します。 ソース コードとコンパイルされたクラスは Cisco UCS Director SDK の一部であり、Javadoc
を含みます。
SDK で提供されるサンプルを実行するには、ExampleClient.sh または ExampleClient.bat を使用し
ます。
Cisco UCS Director Java API コードの自動生成
REST API ブラウザで使用可能な Java API コードを生成することができます。 コードは Cisco UCS
Director の実装に基づいてパラメータを統合します。API の操作実行にこのコードをすぐに使用す
ることができます。 詳細については、REST API ブラウザの使用, （9 ページ）を参照してくだ
さい。

Java の例：userAPIGetMyLoginProfile
次のサンプルは Java Client によって使用されるコードのスニペットを示します。
ExampleClient.bat SERVER KEY userAPIGetMyLoginProfile
{
userId: "exampleUser",
firstName: "John",
lastName: "Doe",
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email: "exampleUser@acme.com",
groupName: "exampleGroup",
role: "Regular"
}

Java の例：userAPIGetAllVDCs
次のサンプルは Java Client によって使用されるコードのスニペットを示します。
ExampleClient.bat SERVER KEY userAPIGetAllVDCs
{ rows: [
{
Cloud: "",
Group: "Default Group",
vDC: "Default vDC",
State: "Locked",
Total_VMs: 20,
Active_VMs: 18,
Custom_Categories: 0
},
{
Cloud: "Acme Private Cloud",
Group: "exampleGroup",
vDC: "exampleVDC",
State: "Ok",
Total_VMs: 10,
Active_VMs: 9,
Custom_Categories: 0
} ]}
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A

Cisco UCS Director REST API SDK バンドル
この付録の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS Director REST API SDK バンドルの概要, 149 ページ
• Eclipse IDE への SDK バンドル プロジェクトのインポート, 150 ページ

Cisco UCS Director REST API SDK バンドルの概要
Cisco UCS Director REST API SDK バンドルは Cisco UCS Director REST API の一部です。 開発ガイ
ドや readme などの資料に加え、SDK バンドル は REST API で使用できる例を提供します。 これ
らの例には、SDK クラスの使用を例示するテスト ケースやサンプル コードが含まれます。
SDK バンドルは ucsd-rest-api-sdk-v2.zip というアーカイブ ファイルの中にあります。 こ
のアーカイブには、REST API でのアプリケーション開発を支援する次のコンポーネントが含まれ
ています。
開発ガイド
開発ガイドは DevGuides フォルダの中にあります。 『Cisco UCS Director REST API Developer
Guide』および SDK バンドルとともに提供されるテスト ケースに関する資料が含まれます。
REST API Javadoc
Cisco UCS Director REST API Javadoc は docs フォルダの中にあります。 これらの Javadoc は SDK
バンドルで提供されるすべてのクラスを網羅しています。
JAR ファイル
ucsd-rest-api-sdk-v2.0.jar ファイルは lib フォルダの中にあります。 このファイルは
Cisco UCS Director およびその他必要なライブラリの管理に必要なすべてのクラスのアーカイブで
す。
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テスト ケースとサンプル コードの例
テスト ケースとサンプル コードの例は src フォルダの中にあります。 これらのテスト ケースと
コードは、ucsd-rest-api-sdk-v2.jar ファイルでの SDK クラスの使用を例示します。 クラ
スは src\com\cisco\cuic\api\examples フォルダの中にあります。
Readme
Readme には SDK バンドルに含まれるすべてのコンポーネントのリストが記載されています。 こ
れはアーカイブの最上位レベルにあります。
Rest-server.properties ファイル
このファイルには examples フォルダの中の例によって使用されるプロパティが含まれます。 こ
れはアーカイブの最上位レベルにあります。
プロジェクト ファイル
.project ファイルを使用すると、SDK バンドルを Eclipse IDE にインポートすることができま
す。このファイルは開発目的に必要なファイルです。これはアーカイブの最上位レベルにありま
す。

Eclipse IDE への SDK バンドル プロジェクトのインポート
はじめる前に
SDK バンドル アーカイブを取得し、そのコンテンツを適切なフォルダに抽出します。

手順
ステップ 1

Eclipse IDE で、[ファイル] > [新規] > [Java プロジェクト] を選択します。
[Create a Java Project（Java プロジェクトの作成）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[プロジェクト名] フィールドにプロジェクトの名前を入力します。

ステップ 3

プロジェクトを右クリックして、[インポート] を選択します。
[インポート] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[File System（ファイル システム）] を選択して、[次へ] をクリックします。

ステップ 5

[参照] をクリックして、SDK バンドルを展開したフォルダにナビゲートします。

ステップ 6

[終了] をクリックします。
Eclipse IDE の [プロジェクト エクスプローラ] タブに SDK バンドル プロジェクトが表示されま
す。
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