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はじめに

対象読者と目的
本書は、vDC Automation のデータセンター向けシステム構築者を対象読者とし、その方法に

ついて説明します。

本書の表記規則
本書では、注意すべき事項、および関連情報を以下のように表記します。

注

機能、操作、設定に関する注意事項、警告事項および補足事項です。
 

ヒント

追加情報または参照先の情報の場所を表します。
 

表記一覧

本書では以下の表記方法を使用します。

表記 使用方法 例

[ ]角かっこ 画面に表示される項目 (テキストボックス
チェックボックス タブなど) の前後

[マシン名]テキストボックスに
マシン名を入力します

[すべて]チェックボックス

『 』かぎかっこ 画面名 (ダイアログボックス ウィンドウな
ど)、マニュアル名の前後

『設定』ウィンドウ

『インストレーションガイド』

コマンドライン中
の[ ]角かっこ

かっこ内の値の指定が省略可能であるこ
とを示します

add [/a] Gr1

モノスペースフォ
ント

(courier new)

コマンドライン システムからの出力 (メッ
セージ プロンプトなど)

以下のコマンドを実行してくだ
さい

replace Gr1
モノスペースフォ
ント斜体

(courier new)
< > 山かっこ

ユーザが有効な値に置き換えて入力する
項目

値の中にスペースが含まれる場合は "
" (二重引用符) で値を囲んでください

add GroupName
InstallPath= "Install
Path"

<インストール DVD>
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第 1 章   
API の概要
本章では、API の体系と概要について説明します。
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1.1   API の体系
API は、ワークフロー系 API とリソース管理系 API の 2 種類の API から構成されます。

• ワークフロー系 API とは

ワークフロー系 API は vDC Automation 内で動作する WebSAM-FW を使用して、 仮想マ

シンの構築、監視を行うための RESTful API です。

• リソース管理系 API とは

リソース管理系 API は vDC Automation 内で動作するリソース管理系 API を使用して、

仮想マシンの構築、監視を行うための RESTful API です。

1.2   WebSAM vDC Automation が提供する RESTful
API について

WebSAM vDC Automation が提供する RESTful API について説明します。 WebSAM vDC
Automation は、幾つかのコンポーネントにわかれて機能を提供しています。

RESTful API に 関 す る コ ン ポ ー ネ ン ト で は 、 主 に 仮 想 の リ ソ ー ス を 扱 う

SigmaSystemCenter(以降、SSC)と、主に NW リソース、 運用管理機能を扱う SystemManager
G(以降、SysMgr G)が存在します。 SSC は単独で RESTful API を提供していますが、管理マ

ネージャ毎に存在するため、 複数の SSC および SysMgr G を制御するサービスガバナという

広域管理サーバ上のコンポーネントで WebSAM vDC Automation の RESTful API を提供して

います。

上記を踏まえて WebSAM vDC Automation が提供する RESTful API は以下に大別されます。

• 情報取得などは、同期系の API で実現されています。

• VM 生成などの制御は、非同期系の API で実現されています。

• vDCA 全体として実現するものは、ワークフローで実行します。

• ただし、スナップショット作成のような SSC 単独で実行するものは、SSC の API を実

行します。

第 1 章   API の概要
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第 2 章   
API の共通仕様
本章では、ワークフロー系 API とリソース管理系 API の間で共通の仕様について説明しま

す。

目次

2.1  HTTP メソッドについて ...........................................................................................................5
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2.3  認証方式について......................................................................................................................5
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2.1   HTTP メソッドについて
API では、用途に応じて以下の HTTP メソッドを使い分けます。

HTTP メソッド 用途

GET 既存のリソースの表現を取得。

POST 動的に URL が決定される、新規リソースの作成。 GET がふさわしい場合でも構造
化されたデータを引数に指定する必要がある場合は POST を使用する。

PUT URL が既知である新規リソースの作成。既存のリソースを編集。

DELETE 既存のリソースを削除。

2.2   JSON について
API では、JSON 形式をサポートします。

2.2.1   JSON の仕様

RFC4627 に準拠します。

2.2.2   日付・時間の形式

• 日付の形式

RFC3339 に準拠します。

例: 2011-01-01T00:00:00.0+09:00

• 時間の形式

[-]d.hh:mm:ss[.ff] 形式で指定します。

※d は日、ff は秒の端数を表す。

2.2.3   文字エンコーディング

文字列のエンコーディングはすべて UTF-8 とします。

2.3   認証方式について
認証方式については、『vDC Automation インストレーションガイド』の 『2.14.4 サービスガ

バナーの設定』を参照してください。

第 2 章   API の共通仕様
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第 3 章   
ワークフロー系 API 仕様
本章では、ワークフロー系 API の仕様について説明します。
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3.1   リクエスト形式

3.1.1   HTTP ヘッダ

ワークフロー系 API では以下の HTTP ヘッダを利用します。

HTTP ヘッダ 説明

X-UMF-API-Version API のバージョン。"3.0.0.201601"を指定してください。

Date API へのリクエスト日時(RFC 1123 形式)。

Authorization 認証方法および API キー。認証方法は"SharedKeyLite"を指定してください。

例：

X-UMF-API-Version: 3.0.0.201601
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

3.1.2   POST 時のリクエストデータ

URL および JSON 形式のデータで指定します。

3.1.3   GET 時のリクエストデータ

URL パラメータで指定します。

3.1.4   PUT 時のリクエストデータ

URL および JSON 形式のデータで指定します。

3.1.5   DELETE 時のリクエストデータ

URL および JSON 形式のデータで指定します。

3.2   レスポンス形式

3.2.1   共通の HTTP ステータスコード

API の成功・失敗は、HTTP ステータスコードで通知します。 全 API で共通の HTTP ステー

タスコードは次の通りです。

コード 意味 説明

400 Bad Request 渡されたパラメータが異なるなど、要求が正しくな
い場合に返却される

第 3 章   ワークフロー系 API 仕様
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コード 意味 説明

401 Unauthorized 適切な認証情報を提供せず、保護されたリソースに
対しアクセスをした場合に返却される

404 Not Found 指定されたリソースが見つからない場合に返却さ
れる

405 Method Not Allowed 要求したリソースがサポートしていない HTTP メ
ソッドを利用した場合に返却される

500 Internal Server Error API 実行時に予期しないエラーが発生した場合に返
却される

注

上記以外にも各 API で HTTP ステータスコードを定義します。詳細は各 API の仕様を参照してく

ださい。
 

3.2.2   エラー形式

API 実行時に予期しないエラーが発生した場合は "500 Internal Server Error" を返します。 エ
ラーに関する情報は JSON で返却します。

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"Error": "<エラーメッセージ>",
"Exception": "<例外のクラス名>",
"StackTrace": "<例外のスタックトレース>"
}

3.3   エンドポイント
以下の URL を API のエンドポイントとして使用します。 API バージョンは HTTP ヘッダ

で指定するため URL には含まれません。

https://<ホスト名>:<ポート番号>/umf/

3.4   API 一覧
以下の API を提供します。

表 3-1   REST インターフェース

HTTP メ
ソッド

API 名 URL 同期 / 非
同期

説明

GET シナリオ ID 一覧 /umf/workflow/list 同期 シナリオの一覧を取得する

POST ワークフロー実行 /umf/workflow/ID/execute 非同期 指定されたワークフローを実
行し、ワークフローインスタ
ンスを生成する
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HTTP メ
ソッド

API 名 URL 同期 / 非
同期

説明

GET ワークフロー結果
取得

/umf/workflowinstance/
EXECUTIONID

同期 指定されたワークフローイン
スタンスの進捗状況や実行結
果を取り出す。

DELETE ワークフロー実行
キャンセル

/umf/workflowinstance/
EXECUTIONID

同期 指定されたワークフローイン
スタンスを中断する

POST 構成情報取得 /umf/configuration/UUID/get 同期 指定されたリソースの構成情
報、ルーティング情報を取得
する

GET 性能情報項目取得 /umf/monitoring/UUID/
indicators

同期 取得可能な性能情報項目の一
覧を取得する

POST 性能情報取得 /umf/monitoring 同期 指定されたリソースの性能情
報を取得する

POST テナント情報登録 /umf/tenant/TenantID 同期 テナント情報の登録を vDC に
通知する

PUT テナント情報更新 /umf/tenant/TenantID 同期 テナント情報の変更を vDC に
通知する

DELETE テナント情報削除 /umf/tenant/TenantID 同期 テナント情報の削除を vDC に
通知する

GET グループ情報取得 /umf/api/groups/GroupPath 同期 すべての管理サーバを対象
に、グループ情報を取得する

GET ホスト情報取得 /umf/api/hosts/Host 同期 すべての管理サーバを対象
に、ホスト情報を取得する

POST ホスト性能情報取
得

/umf/api/monitoring 同期 すべての管理サーバを対象
に、ホスト性能情報を取得す
る

GET VM スクリーン
ショット取得

/umf/api/console/screenshots/
Host[?
width=width&height=height&ref
resh=refresh]

同期 すべての管理サーバを対象
に、VM のスクリーンショット
を取得する

GET リソースプール一
覧取得

/umf/api/resourcepools 同期 すべての管理サーバを対象
に、リソースプール一覧を取
得する

GET リソースプール情
報取得

/umf/api/resourcepools/
ResourcePoolName

同期 すべての管理サーバを対象
に、リソースプール情報を取
得する

POST VM スナップ
ショット作成

/umf/api/jobs/createsnapshot 非同期 すべての管理サーバを対象
に、VM スナップショットを作
成する

POST VM スナップ
ショット適用

/umf/api/jobs/revertsnapshot 非同期 すべての管理サーバを対象
に、VM スナップショットを復
元する

POST VM スナップ
ショット削除

/umf/api/jobs/deletesnapshot 非同期 すべての管理サーバを対象
に、VM スナップショットを削
除する

POST ホスト電源操作 /umf/api/jobs/{startup|shutdown|
reboot|suspend}

非同期 すべての管理サーバを対象
に、VM の電源操作を行う

GET ジョブ取得 /umf/api/jobs/JobId 同期 すべての管理サーバを対象
に、ジョブ情報を取得する
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HTTP メ
ソッド

API 名 URL 同期 / 非
同期

説明

DELETE ジョブキャンセル /umf/api/jobs/JobId 非同期 すべての管理サーバを対象
に、ジョブをキャンセルする

GET テンプレート一覧 /umf/api/templates 同期 すべての管理サーバを対象
に、テンプレート一覧を取得
する

GET 論理資産一覧 /umf/logicalasset/list 同期 論理資産の一覧を取得する

POST 論理資産要求 /umf/logicalasset/request 同期 ソフトウェアライセンス等の
論理資産を要求する

POST 論理資産返却 /umf/logicalasset/release 同期 指定された論理資産の返却す
る

POST 払出し論理資産一
覧取得

/umf/logicalasset/list 同期 VM テンプレートに含まれる
論理資産の一覧を取得する

GET 配布パッケージ一
覧取得

/umf/distributepackage/list 同期 配布パッケージの一覧を取得
する

GET VM イメージ一覧
取得

/umf/template/VMImage/
<TenantID>

同期 持ち込み VM の VM イメージ
一覧を取得する

GET DC リソースグルー
プ一覧取得

/umf/dcresource/groups 同期 DC リソースグループの一覧
を取得する

GET DC リソースグルー
プの詳細取得

/umf/dcresource/groups/
DCResourceGroupName

同期 DC リソースグループの詳細
取得する

POST IP アドレス情報取
得

/umf/ipaddress 同期 論理ネットワークに関する、
未使用 IP アドレスの一覧情報
を取得する

POST IP アドレス情報登
録

/umf/ipaddress 同期 論理ネットワークに対して IP
アドレスの情報を登録する

POST IP アドレス情報登
録解除

/umf/ipaddress 同期 論理ネットワークに対して IP
アドレスの情報を解除する

GET グローバル IP 登録
名一覧取得

/umf/globalip/list 同期 払い出し可能なグローバル IP
アドレスの登録一覧を取得す
る

POST グローバル IP 取得 /umf/globalip/request 同期 グローバル IP の払い出しを行
う

POST グローバル IP 返却 /umf/globalip/release 同期 払い出したグローバル IP の返
却を行う

GET MoM 一覧取得 /umf/managerinfo/list 同期 クラウドプロバイダ API に定
義されている MoM の一覧を
取得する

GET 位置検索 /umf/search?
q=location&type=MoMID&key=
<UUID>

同期 指定されたリソースの位置情
報を取得する

*SSC
API リ
ファレン
ス参照

SSC 情報一覧取得 /umf/ssclist/api/*
*/api 以降の URL については、
SSC の API リファレンス参照

同期 指定された、SSC API につい
て、すべての SSC にリクエス
ト送信して、結果をマージし
て返却する

*SSC
API リ

SSC パススルー /umf/ssc/<識別子>/api/*
*/api 以降の URL については、
SSC の API リファレンス参照

同期 SSC の WebAPI をパススルー
する。各 API 仕様について
は、SSC の API リファレンス
参照

第 3 章   ワークフロー系 API 仕様

11



HTTP メ
ソッド

API 名 URL 同期 / 非
同期

説明

ファレン
ス参照

POST ポートグループ作
成

/umf/api/jobs/createportgroup 非同期 ポートグループを作成する

POST ポートグループ更
新

/umf/api/jobs/updateportgroup 非同期 ポートグループを変更する

POST ポートグループ削
除

/umf/api/jobs/deleteportgroup 非同期 ポートグループを削除する

POST テナントに紐づく
DC リソース詳細情
報取得

/umf/reserveddcresource/
<TenantID>

同期 テナントに払い出されている
DC リソースを参照

POST 自動選択試行 /umf/trial/workflow/ID/execute 同期 リソースプールの自動選択処
理を試行する

3.5   パラメータ諸元
以下の API を提供します。

表 3-2   REST インターフェース

パラメータ名 形式 最大長

ワークフロー関連 ワークフロー ID 文字 8 桁

シナリオ実行 ID(要求 ID) 文字 21 桁固定長

ワークフロー実行時の Key 名 文字 64 文字

ワークフロー実行時の Value 値 文字 制限なし

論理資産関連 ユーザ名 文字 64 文字

払い出し要求数 数字 uint64

説明 文字 256 文字

論理資産番号 文字 64 文字

インデックス番号 数字 uint64(0～
0xFFFFFFFFFFFFFFFF)

論理資産種別 数字 uint16

論理資産データ 文字 256 文字

3.6   ワークフロー実行 API
指定されたワークフローを実行します。 ワークフローへのパラメータは JSON 形式のプロ

パティを POST することにより実現します。

• HTTP メソッド

POST
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• URL

/umf/workflow/<ID>/execute

<ID> にはワークフロー ID を指定します。ワークフロー ID を確認するには以下を実施

してください。

1.「WebSAM vDC Automation Svc」がインストールされているマシン上で、「WebSAM
vDC Automation Console」を起動します。

2.「システム」タブの「シナリオ制御ビュー」の配下から実行対象のワークフローを探

し、クリックします。

3. [シナリオ制御ビュー]-[Automation]-[Automatic]-[VM]-[CreateVM]ウィンドウの「プロ

パティビュー」タブをクリックします。

4. ここに表示された「シナリオ ID」の値が本 API で指定するワークフロー ID です。

ワークフロー ID の詳細については『WebSAM SystemManager G マニュアル』を参照し

てください。

• パラメータ

JSON 形式でワークフローに渡す任意のパラメータ (KEY,VALUE)を指定します。

KEY,VALUE はそれぞれワークフロー内のローカルオブジェクト名とその値に対応しま

す。 実行されたワークフローインスタンス内からこれらのローカルオブジェクトの値

を参照できます。

ワークフローがどのような名前のローカルオブジェクトを参照していてどのように値

を使用しているかはワークフローによります。 各ワークフローの仕様をご確認くださ

い。 本製品に標準添付されるワークフローにつきましては『vDC Automation ワークフ

ローテンプレートリファレンス』の 『第 3 章 各種ワークフローテンプレートの詳細』

に記載されています。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

202 受理 ワークフローの起動に成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

executionid string 実行したワークフローのシナリオ実行 ID(要求
ID)を返却する。 この ID はワークフローの結果
問い合わせに使用する。

• 実行例

リクエスト

PUT /workflow/ffffffff/execute
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
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Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

{
"CreateHostInfo" : "POST /api/jobs/createhost HTTP/1.1\nContent-
Type...",
"UUID" : "FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF"
:
:
}

レスポンス

{
    "executionid": "ffffffff2011123100000"
}

3.7   ワークフロー実行結果取得 API
実行されたワークフローの実行結果を返却します。 また、ワークフロー内で設定された

ローカルオブジェクトの名前とその値のペアを返却します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/workflowinstance/<ID>

<ID< にはワークフロー実行時に得られたシナリオ実行 ID(要求 ID)を指定します。

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 ワークフローの結果取得に成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

status string 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 未取得

• "SUCCEED" 正常終了

• "ALERT" 警告終了

• "FAILED" 異常終了

• "FORCED" 強制終了

• "NOTRUNNING" 未実行
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キー 型 説明

• "RUNNING" 実行中

• "AWAIT" 待ち受け中

progress number 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

resultdata object 以下の値のいずれかを返す。

resultdata.LocalObjectName string LocalObjectName は不定。ワークフローから返却
されたデータ。 ワークフロー内のローカルオブ
ジェクト名、値のペアが設定される。 実際にどの
ようなローカルオブジェクト名が設定されるか
は各ワークフローの仕様による。

• 実行例

レスポンス

{
    "status" : "SUCCEED",
    "progress" : 100,
    "resultdata" : {
        "PARAM1" : "VALUE1",
        "PARAM2" : "VALUE2",
        "PARAM3" : "VALUE3"
    }
}

3.8   ワークフロー実行キャンセル API
実行されたワークフローを中断します。

• HTTP メソッド

DELETE

• URL

/umf/workflowinstance/<ID>

<ID> にはワークフロー実行時に得られたシナリオ実行 ID(要求 ID)を指定します。

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 キャンセルに成功

• レスポンス (JSON)

なし
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3.9   構成情報取得 API
指定された VM の構成情報を取得します。 本バージョンにおいてはソフトウェア情報に加

え、ルーティング情報、ドライブ情報が取得できます。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/configuration/<UUID>/get

<UUID> には VM の UUID を指定します。

• パラメータ

キー 型 説明

keys string[] 取得する構成情報の名前を配列で複数指定す
る。 ただし本バージョンでは
"software","route","drive"以外指定不可。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

404 存在不明 指定された UUID の VM が見つからない

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

software object[] ソフトウェア情報の配列

software[n].name string ソフトウェア名

software[n].version string ソフトウェアのバージョン

software[n].type string ソフトウェアの種類。"application"または"patch"

route object[] ルーティング情報の配列*1

route[n].NetworkDestination string 到達先 IP アドレス

route[n].Prefix string アドレスのプレフィックス長

route[n].Gateway string ゲートウェイ情報

route[n].Interface string インターフェース

route[n].Metric string メトリック

route[n].IPType string IP タイプ { IPv4 | IPv6 }*2

drive object[] 物理ドライブ情報の配列

drive[n].DeviceID string ディスクドライブの一意な識別子

drive[n].InterfaceType string ディスクドライブのインタフェースタイプ{ IDE |
SCSI | XenVBD | VirtIODisk ｝

drive[n].MediaType string デバイスのメディアタイプ
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キー 型 説明

drive[n].SCSIBus number SCSI パス番号*3

drive[n].SCSILogicalUnit number SCSILun 番号*3

drive[n].SCSIPort number SCSIPort 番号*3

drive[n].SCSITargetId number SCSI 識別子番号*3

drive[n].Size number ディスクドライブの容量 (MB)

*1 ルーティング情報は、動的、静的を特に区別せずに出力されます。

*2 IPv6 の表示形式は RFC4291 に準拠した形式とします。

*3 KVM の場合は、取得しません。

 

• 実行例

リクエスト

POST /umf/configuration/FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF/get
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

{
    "keys": [
        "software",
        "route",
        "drive"
    ]
}

レスポンス

{
    "software": [
        {
            "name": "Oracle",
            "type": "application",
            "version": "10.0"
        },
        {
            "name": "Java",
            "type": "application",
            "version": "1.6.0"
        }
    ],
    "route": [
        {
            "Gateway": "192.168.120.1",
            "IPType": "IPv4",
            "Interface": "192.168.120.20",
            "Metric": "20",
            "NetworkDestination": "192.168.120.20",
            "Prefix": "24"
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        },
        {
            "Gateway": "10.20.80.1",
            "IPType": "IPv4",
            "Interface": "10.20.80.90",
            "Metric": "30",
            "NetworkDestination": "10.20.80.90",
            "Prefix": "24"
        }
    ],
    "drive": [
        {
            "DeviceID": "\\\\.\\PHYSICALDRIVE0",
            "InterfaceType": "SCSI",
            "MediaType": "Fixed hard disk media",
            "SCSIBus": 0,
            "SCSILogicalUnit": 0,
            "SCSIPort": 2,
            "SCSITargetId": 0,
            "Size": 51199
        }
    ]
}

3.10   性能情報項目取得 API
性能情報取得 API で取得可能な性能情報項目の一覧を返却します。 各性能情報項目の詳細

については『WebSAM SystemManager G マニュアル』を参照してください。

• HTTP メソッド

GET

• URL

umf/monitoring/<UUID>/indicators

<UUID> には性能情報取得対象 VM の UUID を指定します。

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 性能情報項目取得に成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Indicators string[] 性能情報取得 API に指定可能な性能情報項目の
配列
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• 実行例

レスポンス

{
"Indicators": [
"Processor|_Total|Processor Time",
"Processor|0|Processor Time",
"Processor|1|Processor Time",
"Network Interface|Intel[R] 82579LM Gigabit Network Connection|Bytes
Total/sec",
"LogicalDisk|C:|Disk Transfers/sec",
"Processor|0|%sys",
"LogicalDisk|/dev/hda|Use%"
]
}

3.11   性能情報取得 API
指定された VM の性能情報を取得します。 取得可能な性能情報項目は性能情報項目取得

API で返却されたもののみです。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/monitoring

• パラメータ

キー 型 説明

Host string 取得対象ホストの UUID。

Indicators string[] 性能情報項目取得 API で取得した性能項目の中
から実際に取得したい項目を指定する。

Statistics string[] 取得する性能情報の計算方法。以下の値を指定
する。

• Maximum 大値

• Average 平均値

• Minimum 小値

StartTime string 取得する性能情報の範囲(開始日時)。形式は以下
の通り。 yyyy-MM-ddThh:mm:ss+09:00
例)2011-12-31T23:59:59+09:00

EndTime string 取得する性能情報の範囲(終了日時)。形式は以下
の通り。

yyyy-MM-ddThh:mm:ss+09:00
例)2011-12-31T23:59:59+09:00

Interval string 取得する性能情報の間隔。[-]d.hh:mm:ss[.ff] 形式
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• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Performances object[] 性能情報の配列

Performances[n].Indicator string 性能情報項目

Performances[n].Statistic string 性能情報の計算方法

Performances[n].Timestamps string[] 性能情報の日付の配列

Performances[n].Datum string[] 性能情報データの配列

• 実行例

リクエスト

POST /umf/monitoring
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

{
"Host": "FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF",
"Indicators": ["Processor|0|%sys", "LogicalDisk|C:|Disk Transfers/
sec"],
"Statistics": ["Maximum","Average"],
"StartTime": "2011-06-06T15:00:00+09:00",
"EndTime": "2011-06-06T24:00:00+09:00",
"Interval": "0.00:05:00”
}

レスポンス

{
"Performances": [
{
"Indicator": " Processor|0|%sys ",
"Statistic": "Maximum",
"Timestamps": ["2011-06-06T15:00:00+09:00", 
"2011-06-06T16:00:00+09:00",
"2011-06-06T17:00:00+09:00", ...],
"Datum": ["2.0", "3.0", "4.0", ...]
},
{
"Indicator": " Processor|0|%sys ",
"Statistic": "Average",
"Timestamps": ["2011-06-06T15:00:00+09:00", 
"2011-06-06T16:00:00+09:00",
"2011-06-06T17:00:00+09:00", ...],
"Datum": ["1.0", "2.0", "3.0", ...]
},
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{
"Indicator": " LogicalDisk|C:|Disk Transfers/sec ",
"Statistic": "Maximum",
"Timestamps": ["2011-06-06T15:00:00+09:00", 
"2011-06-06T16:00:00+09:00",
"2011-06-06T17:00:00+09:00", ...],
"Datum": ["20.0", "30.0", "40.0", ...]
},
{
"Indicator": " LogicalDisk|C:|Disk Transfers/sec ",
"Statistic": "Average",
"Timestamps": ["2011-06-06T15:00:00+09:00", 
"2011-06-06T16:00:00+09:00",
"2011-06-06T17:00:00+09:00", ...],
"Datum": ["10.0", "20.0", "30.0", ...]
}
]
}

3.12   シナリオ ID 一覧 API
シナリオ ID の一覧を返却します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/workflow/list

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Workflows[n].Id string シナリオ ID

Workflows[n].Path string シナリオのツリービュー上のパス

Workflows[n].Description string シナリオの説明

• 実行例

レスポンス
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{
    "Workflows": [
        {
            "Id": "40000001",
            "Path": "Automation\\Automatic\\VM\\CreateVM"
            "Description": "Create VM"
        },
        {
            "Id": "40000002",
            "Path": "Automation\\Automatic\\VM\\DeleteVM"
            "Description": "Delete VM"
        }
    ]
}

3.13   テナント情報登録 API
テナントを登録した際に、vDC にテナント登録を通知します。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/tenant/TenantID

• パラメータ

キー 型 説明

TenantName string 登録したテナントのテナント名

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

なし

• 実行例

リクエスト

POST /umf/tenant/TenantID HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

{
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    "TenantName": "テナント B"
}

3.14   テナント情報変更 API
テナント情報を変更した際に、vDC にテナント情報変更を通知します。

• HTTP メソッド

PUT

• URL

/umf/tenant/TenantID

• パラメータ

キー 型 説明

TenantName string 変更したテナントのテナント名

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

なし

• 実行例

リクエスト

PUT /umf/tenant/TenantID HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

{
    "TenantName": "テナント B"
}

3.15   テナント情報削除 API
テナント情報を削除した際に、vDC にテナント情報削除を通知します。

• HTTP メソッド

DELETE
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• URL

/umf/tenant/TenantID

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

404 Not Found 指定されたテナント ID が見つからない

• レスポンス (JSON)

なし

3.16   グループ情報取得 API
運用グループの詳細情報を取得します。

• URL

GET /umf/api/groups/<GroupPath>

<GroupPath> には SSC の運用グループのフルパスを指定してください。

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.17   ホスト情報取得 API
ホストの詳細情報を取得します。

• URL

GET /umf/api/hosts/<Host>
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<Host> にはホストの UUID を指定してください。

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.18   ホスト性能情報取得 API
ホストの性能情報を取得します。

• URL

POST /umf/api/monitoring

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.19   VM スクリーンショット取得 API
VM コンソールのスクリーンショットを取得します。

レスポンスは JSON ではなく png イメージのバイナリを返却します。

• URL

GET /umf/api/console/screenshots/<Host>[?
width=width&height=height&refresh=refresh]

<Host> にはホストの UUID を指定してください。
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• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.20   リソースプール一覧取得 API
リソースプールおよびサブリソースプール名の一覧を取得します。

• URL

GET /umf/api/resourcepools

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

ResourcePools object[] リソースプールの配列

ResourcePools[n].Name string リソースプール名

ResourcePools[n].Type string 専有か共有か

• Dedicated:専有

• Shared:共有

ResourcePools[n].Groups string[] 割り当てているグループのパスの配列

ResourcePools[n].OverCommit boolean 常に false

ResourcePools[n].Resources object[] 常に null

ResourcePools[n].SubResourcePools object[] サブリソースプールの配列

ResourcePools[n].SubResourcePools[m
].Name

string サブリソースプール名

ResourcePools[n].SubResourcePools[m
].Type

string サブリソースプールが専有か共有か

• Dedicated:専有

• Shared:共有
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キー 型 説明

ResourcePools[n].SubResourcePools[m
].Groups

string[] サブリソースプールを割り当てているグループ
のパスの配列

ResourcePools[n].SubResourcePools[m
].OverCommit

boolean サブリソースプールのオーバーコミット設定

ResourcePools[n].SubResourcePools[m
].Resources

object[] 常に null

ResourcePools[n].SubResourcePools[m
].SubResourcePools

object[] 孫リソースプール

ResourcePools[n].vCPU object vCPU の単位*1

ResourcePools[n].vCPU.Type string vCPU の単位の種別*1

ResourcePools[n].vCPU.Value number vCPU の単位の値*1

*1 X-SSC-API-Version が 2014-12-25 以降の場合に出力されます。  X-SSC-API-Version が
2014-12-25 以前の場合は、出力されません。 出力キーの詳細については、SSC の API リ
ファレンスを参照してください。 また、X-SSC-API-Version は設定ファイルにて変更可能
です。 詳細は、「付録 C   X-SSC-API-Version について（137 ページ）」 を参照してくださ
い。

 

• 実行例

レスポンス

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
    "ResourcePools": [
        {
            "Name": "esx-rootpool-TenantA-1",
            "Type": "Dedicated",
            "Groups": ["/TenantA"],
            "OverCommit": false,
            "Resources": null,
            "SubResourcePools": [],
            "vCPU": {
                "Type": "Speed",
                "Value": 2000
            }
        },
        {
            "Name": "esx-rootpool-TenantA-2",
            "Type": "Dedicated",
            "Groups": ["/TenantA"],
            "OverCommit": false,
            "Resources": null,
            "SubResourcePools": [],
            "vCPU": {
                "Type": "Speed",
                "Value": 100
            }
        },
        {
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            "Name": "esx-rootpool-shared",
            "Type": "Shared",
            "Groups": [],
            "OverCommit": false,
            "Resources": null,
            "SubResourcePools": [],
            "vCPU": {
                "Type": "Speed",
                "Value": 1000
            }
        },
        {
            "Name": "kvm-rootpool-shared",
            "Type": "Shared",
            "Groups": [],
            "OverCommit": false,
            "Resources": null,
            "SubResourcePools": [],
            "vCPU": {
                "Type": "PerCore",
                "Value": 10
            }
        },
        {
            "Name": "xen-rootpool-shared",
            "Type": "Shared",
            "Groups": [],
            "OverCommit": false,
            "Resources": null,
            "SubResourcePools": [
                {
                "Name": "xen-subpool-TenantB",
                "Type": "Dedicated",
                "Groups": ["/TenantB"],
                "OverCommit": false,
                "Resources": null,
                "SubResourcePools": null
                }
            ],
            "vCPU": {
                "Type": "PerCore",
                "Value": 4
            }
        }
    ]
}

3.21   リソースプール情報取得 API
リソースプールおよびサブリソースプールの情報を取得します。 リソースプールを指定す

ると、リソースプールの情報を返します。

• URL
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GET /umf/api/resourcepools/<RootResourcePoolName>

<RootResourcePoolName>にはルートリソースプール名を指定してください。

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

404 Not Found 指定したリソースプールが存在しない

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Name string リソースプール名

Type string 専有か共有か

• Dedicated:専有

• Shared:共有

Groups string[] 割り当てているグループのパスの配列

OverCommit boolean オーバーコミット設定

Resources object[] リソースの消費情報の配列

Resources[n].Name string リソースの種類

• CPU:CPU 周波数　※ ルートリソースプール
の場合のみ

• vCPU:vCPU 数

• Memory:メモリ容量

• Storage:ストレージ容量

• VM:VM 数

Resources[n].Unit string リソースの単位

• MHz:Name が CPU の場合

• MB:Name が Memory または Storage の場合

Resources[n].Capacity number リソースの総数

Resources[n].Consumed number リソースの消費量

Resources[n].Reserved number リソースの予約量

Resources[n].Unused number リソースの未使用量

Resources[n].ActuallyUsed number リソースの実際の消費量

SubResourcePools object[] サブリソースプールの配列

SubResourcePools[m].Name string サブリソースプール名

SubResourcePools[m].Type string 専有か共有か

• Dedicated:専有

• Shared:共有

SubResourcePools[m].Groups string[] 割り当てているグループのパスの配列
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キー 型 説明

SubResourcePools[m].OverCommit boolean オーバーコミット設定

SubResourcePools[m].Resources object[] リソースの消費情報の配列

SubResourcePools[m].SubResourcePoo
ls

object[] 常に null

HostSystems object[] VM サーバ一覧

HostSystems[n].UUID string マシンの UUID

HostSystems[n].Path string SSC 上のフルパス

HostSystems[n].Status string OS ステータス

• poweron:電源 On
• poweroff:電源 Off
• running:電源 On かつ OS 起動済み

• suspend:サスペンド

• unknown:不明

HostSystems[n].ExecuteStatus string ジョブの実行ステータス

• inprocess:ジョブ実行中

• abort:ジョブ実行失敗

• wait:ジョブは実行していない

• unknown:不明

Datastores object[] データストア一覧

Datastores[n].Name string データストア名

Datastores[n].Size number サイズ(MB 単位)

Datastores[n].Usage number 使用量(MB 単位)

Datastores[n].Tags string[] タグ

LUNs object[] LUN 一覧

LUNs[n].Name string LUN 名

LUNs[n].UniqueId string ユニーク ID

LUNs[n].DiskArray string ディスクアレイ名

LUNs[n].Size number サイズ(MB 単位)

LUNs[n].Status string 状態

• clean:RDM 用途外から RDM 用途を設定され
た LUN

• dirty:仮想マシンに仮想ディスクとして割り当
てられた LUN

• inuse:仮想マシンとの関連付けが削除された
LUN

LUNs[n].Tags string[] タグ

LUNs[n].Group string 適用グループ

PortGroups object[] ポートグループ一覧

PortGroups[n].Name string ポートグループ名

PortGroups[n].Switch string 仮想スイッチ名

PortGroups[n].SwitchType string 仮想スイッチのタイプ
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キー 型 説明

• virtualswitch:仮想スイッチ

• distributedvirtualswitch:分散仮想スイッチ

PortGroups[n].VLANID string VLANID

PortGroups[n].LogicalNetwork string 論理ネットワーク名

PortGroups[n].Group string 適用グループ

vCPU object vCPU の単位*1

vCPU.Type string vCPU の単位の種別*1

• Speed:周波数

• PerCore:コアの vCPU 数

vCPU.Value number vCPU の単位の値*1

*1 X-SSC-API-Version が 2014-12-25 以降の場合に出力されます。  X-SSC-API-Version が
2014-12-25 以前の場合は、出力されません。 出力キーの詳細については、SSC の API リ
ファレンスを参照してください。 また、X-SSC-API-Version は設定ファイルにて変更可能
です。 詳細は、「付録 C   X-SSC-API-Version について（137 ページ）」 を参照してくださ
い。

 

• 実行例

レスポンス

HTTP/1.1 200 OK

{
    "Name": "esx-rootpool-shared",
    "Type": "shared",
    "Groups": [],
    "OverCommit": false,
    "Resources": [
        {
            "Name": "CPU",
            "Unit": "MHz",
            "Capacity": 40788,
            "Consumed": 9000,
            "Unused": 31788,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 435
        },
        {
            "Name": "vCPU",
            "Unit": null,
            "Capacity": 135,
            "Consumed": 30,
            "Unused": 105,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 30
        },
        {
            "Name": "Memory",
            "Unit": "MB",
            "Capacity": 98275,
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            "Consumed": 20736,
            "Unused": 77539,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 21628
        },
        {
            "Name": "Storage",
            "Unit": "MB",
            "Capacity": 631398,
            "Consumed": 0,
            "Unused": 631398,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 129074
        },
        {
            "Name": "VM",
            "Unit": null,
            "Capacity": 400,
            "Consumed": 24,
            "Unused": 376,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 24
        },
        {
            "Name": "LUN",
            "Unit": "10GB",
            "Capacity": 4,
            "Consumed": 0,
            "Unused": 4,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 0
        },
        {
            "Name": "LUN",
            "Unit": "20GB",
            "Capacity": 4,
            "Consumed": 0,
            "Unused": 4,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 0
        },
        {
            "Name": "LUN",
            "Unit": "30GB",
            "Capacity": 2,
            "Consumed": 0,
            "Unused": 2,
            "Reserved": 0,
            "ActuallyUsed": 0
        }
    ],
    "SubResourcePools": [
        {
            "Name": "esx-subpool-TenantA",
            "Type": "dedicated",
            "Groups": [
                "/TenantA"
            ],
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            "OverCommit": false,
            "Resources": [
                {
                    "Name": "vCPU",
                    "Unit": null,
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 18,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 18
                },
                {
                    "Name": "Memory",
                    "Unit": "MB",
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 11520,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 11520
                },
                {
                    "Name": "Storage",
                    "Unit": "MB",
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 0,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 0
                },
                {
                    "Name": "VM",
                    "Unit": null,
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 18,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 18
                }
            ],
            "SubResourcePools": null
        },
        {
            "Name": "esx-subpool-TenantB",
            "Type": "dedicated",
            "Groups": [
                "/TenantB"
            ],
            "OverCommit": false,
            "Resources": [
                {
                    "Name": "vCPU",
                    "Unit": null,
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 12,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 12
                },
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                {
                    "Name": "Memory",
                    "Unit": "MB",
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 9216,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 9216
                },
                {
                    "Name": "Storage",
                    "Unit": "MB",
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 0,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 0
                },
                {
                    "Name": "VM",
                    "Unit": null,
                    "Capacity": 0,
                    "Consumed": 6,
                    "Unused": 0,
                    "Reserved": 0,
                    "ActuallyUsed": 6
                }
            ],
            "SubResourcePools": null
        }
    ],
    "HostSystems": [
        {
            "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
            "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
            "Status": "running",
            "ExecuteStatus": "wait"
        },
        {
            "UUID": "3c295300-29dc-11e0-8001-00255cac4703",
            "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb02",
            "Status": "running",
            "ExecuteStatus": "wait"
        },
        {
            "UUID": "5f3cc680-cf1b-11e0-8001-00255cc64b2e",
            "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb03",
            "Status": "running",
            "ExecuteStatus": "wait"
        }
    ],
    "Datastores": [
        {
            "Name": "datastore_s1500",
            "Size": 379648,
            "Usage": 111940,
            "Tags": [
                "gold",
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                "shared"
            ]
        },
        {
            "Name": "datastore1",
            "Size": 137728,
            "Usage": 8567,
            "Tags": [
                "local",
                "silver"
            ]
        },
        {
            "Name": "datastore1 (1)",
            "Size": 137728,
            "Usage": 8567,
            "Tags": [
                "local",
                "silver"
            ]
        }
    ],
    "LUNs": [
        {
            "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530005)",
            "UniqueId": "0030138409530005",
            "DiskArray": "",
            "Size": 10240,
            "Status": "clean",
            "Tags": [],
            "Group": null
        },
        {
            "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530006)",
            "UniqueId": "0030138409530006",
            "DiskArray": "",
            "Size": 10240,
            "Status": "clean",
            "Tags": [],
            "Group": null
        }
    ],
    "PortGroups": [
        {
            "Name": "Management Network",
            "Switch": "vSwitch0",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": null,
            "Group": null
        },
        {
            "Name": "Service Console",
            "Switch": "vSwitch0",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": null,
            "Group": null
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        },
        {
            "Name": "VM Network",
            "Switch": "vSwitch0",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": "Shared_VM_Network_ESX",
            "Group": null
        },
        {
            "Name": "VM Network",
            "Switch": "vSwitch0",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
            "Group": null
        },
        {
            "Name": "VM Network",
            "Switch": "vSwitch0",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network_ESX",
            "Group": "/TenantA"
        },
        {
            "Name": "VM Network",
            "Switch": "vSwitch0",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": "TenantB_VM_Network_ESX",
            "Group": "/TenantB"
        },
        {
            "Name": "VM Network 2",
            "Switch": "vSwitch1",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": "Shared_VM_Network2_ESX",
            "Group": null
        },
        {
            "Name": "VM Network 2",
            "Switch": "vSwitch1",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network2_ESX",
            "Group": "/TenantA"
        },
        {
            "Name": "VM Network 2",
            "Switch": "vSwitch1",
            "SwitchType": "virtualswitch",
            "VLANID": null,
            "LogicalNetwork": "TenantB_VM_Network2_ESX",
            "Group": "/TenantB"
        }
    ],
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    "vCPU": {
        "Type": "PerCore",
        "Value": 4
    }
}

3.22   VM スナップショット作成 API
VM のスナップショットを作成します。

• URL

POST /umf/api/jobs/createsnapshot

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.23   VM スナップショット適用 API
スナップショットを VM に適用します。

• URL

POST /umf/api/jobs/revertsnapshot

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。
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3.24   VM スナップショット削除 API
VM のスナップショットを削除します。指定したスナップショットが存在しない場合は無

視します。

• URL

POST /umf/api/jobs/deletesnapshot

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.25   ホスト電源操作 API
ホストの電源を操作します。

• URL

POST /umf/api/jobs/{startup|shutdown|reboot|suspend}

URL 説明

/umf/api/jobs/startup 電源を On にし、OS の起動を待ち合わせる

/umf/api/jobs/
shutdown

OS をシャットダウンし、電源 Off を待ち合わせる

/umf/api/jobs/reboot 再起動

/umf/api/jobs/
suspend

サスペンド

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。
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• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.26   ジョブ取得 API
ジョブの実行状態を取得します。

• URL

GET /umf/api/jobs/<JobId>

<JobId> にはジョブ ID を指定してください。 ジョブ ID は各ジョブを実行した時のレ

スポンスから取得可能です。

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.27   ジョブキャンセル API
ジョブの実行をキャンセルします。

• URL

DELETE /umf/api/jobs/<JobId>

<JobId> にはジョブ ID を指定してください。 ジョブ ID は各ジョブを実行した時のレ

スポンスから取得可能です。

• パラメータ

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

SSC の API リファレンスを参照してください。

• レスポンス (JSON)

SSC の API リファレンスを参照してください。
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• 実行例

SSC の API リファレンスを参照してください。

3.28   テンプレート一覧 API
テンプレート情報の一覧を取得します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/template/list/<TenantID>

<TenantID>はテナント ID を指定します。

※<TenantID>に_provider_を指定すると事業者テンプレート一覧が出力されます。

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Templates object[] テンプレート情報の配列

Templates[n].ID string テンプレート ID

Templates[n].Name string テンプレート名。 大 80 文字。

Templates[n].MakeTemplateName string SSC に登録されているテンプレート名。 大 80
文字。 *1 *2 *3

Templates[n].UUID string マスタ VM の UUID

Templates[n].SnapshotName string スナップショット名。 大 80 文字。

Templates[n].Type string テンプレート種別

• Virtual：仮想 (VM テンプレート)
• Physical：物理 (OS イメージ)

Templates[n].HypervisorType string 作成元仮想化基盤種別

• VMware："VMWare"
• Hyper-V："Hyper-V"
• KVM："KVM"

Type が「Virtual」(VM テンプレート)の場合のみ
有効。 「Physical」(OS イメージ)の場合は『""』
(空文字)となる。
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*1 VM 作成時のパラメータには MakeTemplateName を指定してください。

*2 SW リポジトリ経由でテンプレート作成を行わないと、本 API でテンプレート一覧は出力
されません。 SW リポジトリ経由（ワークフロー実行 API）でテンプレート作成を行って
ください。

*3 事業者が SigmaSystemCenter または仮想化基盤を使用して作成した VM テンプレートを本
API でテンプレート一覧出力するには、VM テンプレートの収集が必要です。 VM テンプ
レートの収集は、『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の 『7.2.3 事業者の VM
テンプレートを登録する』を参照してください。

 

• 実行例

レスポンス

HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
    "Templates" : [
        {
            "ID" : "xxxx",
            "Name" : "win2k8server1",
            "MakeTemplateName" : "win2k8server1-1",
            "UUID" : "xxxx-xxxx-xxxx",
            "SnapshotName" : "snapshot1",
            "Type" : "Virtual"
            "HypervisorType" : "VMWare"
        },
        {
            "ID" : "yyyy",
            "Name" : "rhel6-64",
            "MakeTemplateName" : "rhel6-64",
            "UUID" : "yyyy-yyyy-yyyy",
            "SnapshotName" : "snapshot2",
            "Type" : "Physical"
            "HypervisorType" : "Hyper-V"
        }
    ]
}

3.29   論理資産一覧取得 API
論理資産の一覧を取得します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/logicalasset/list

• パラメータ
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なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

LogicalAssets object[] 論理資産情報の配列

LogicalAssets[n].Path string 論理資産のパス

*1 VM 作成時のパラメータには MakeTemplateName を指定してください。

*2 SW リポジトリ経由でテンプレート作成を行わないと、本 API でテンプレート一覧は出力
されません。 SW リポジトリ経由（ワークフロー実行 API）でテンプレート作成を行って
ください。

*3 事業者が SigmaSystemCenter または仮想化基盤を使用して作成した VM テンプレートを本
API でテンプレート一覧出力するには、VM テンプレートの収集が必要です。 VM テンプ
レートの収集は、『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の 『7.2.3 事業者の VM
テンプレートを登録する』を参照してください。

 

• 実行例

レスポンス

{
    "LogicalAssets": [
        {
            "Path": "Group1/Windows2k8"
        },
        {
            "Path": "Group1/Windows2k3"
        }
    ]
}

3.30   論理資産要求 API
ソフトウェアライセンス等の論理資産を要求します。 複数の論理資産グループを指定して

一度に複数の論理資産を取得することが可能です。

指定した全ての論理資産が取得できない場合には、1 つも取得せずに終了します。

• HTTP メソッド

POST

• URL
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/umf/logicalasset/request

• パラメータ

キー 型 説明

User string 資産を借りるユーザ名。 ここに指定した名前が
AssetSuite の GUI で表示される。 動作に影響は
なく、不要であれば空文字列でよい。

LogicalAssetRequirements[n].Path string AssetSuite 上で設定された論理資産グループパ
ス。 AssetSuite の GUI で確認可能。

LogicalAssetRequirements[n].Num number 要求数

LogicalAssetRequirements[n].Descripti
on

string 説明。 ここに指定した文字列が AssetSuite の
GUI で表示される。 動作に影響はなく、不要であ
れば空文字列でよい。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

404 存在不明 払い出し可能な論理資産が不足しており取得で
きない。

• レスポンス (JSON)

ステータスコードが 200 の場合には以下の JSON を返却します。

キー 型 説明

LogicalAssets object[] 論理資産情報の配列

LogicalAssets[n].path string AssetSuite 上で設定された論理資産グループパス

LogicalAssets[n].type number AssetSuite 上で定義されている論理資産種別

LogicalAssets[n].key string ライセンスキーまたは IP アドレス

LogicalAssets[n].id string 論理資産管理番号

LogicalAssets[n].index number 論理資産インデックス*1

*1 ボリュームライセンスなど、同一論理資産管理番号で複数の貸出が可能な論理資産を区別
するための番号。 貸出資産は「論理資産管理番号＋論理資産インデックス」で一意にな
る。

 

• 実行例

リクエスト

POST /umf/logicalasset/request
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: apiserver.com
Content-Length: nnn
{
    User: "tenantA",
    LogicalAssetRequirements: [
        {
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            "Path": "gourp1/groupA",
            "Num": 3,
            "Description": "OS License for AP Server"
        },
        {
            "Path": "gourp1/groupB",
            "Num": 4,
            "Description": ""
        },
    ]
}

レスポンス

Content-Length: nnn
{
    "LogicalAssets": [
        {
            "path": "group1/groupA",
            "type": 0,
            "key": " 192.168.100.3",
            "id": "XXXX-XXXX-XXX",
            "index": 3
        },
        {
            "path": "group1/groupA",
            "type": 0,
            "key": "192.168.100.4",
            "id": "XXXX-XXXX-XXX",
            "index": 4
        },
        {
            "path": "group1/groupB"
            "type": 0,
            "key": "192.168.100.5",
            "id": "YYYY-YYYY-YYYY",
            "index": 5
        }
    ]
}

• レスポンス (JSON)

ステータスコードが 404 の場合には以下の JSON を返却します。

キー 型 説明

LogicalAssetPaths[n] string 獲得できなかった論理資産グループのパス。

• 実行例

レスポンス

{
    "LogicalAssetPaths": ["groupA/group1"]
}
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3.31   論理資産返却 API
指定された論理資産の返却を行います。複数の論理資産を一度に返却可能です。 取得時と

違い、一部の返却に失敗した場合でも返却可能なものは返却します。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/logicalasset/release

• パラメータ

キー 型 説明

LogicalAssets[n].id string 返却対象の論理資産管理番号

LogicalAssets[n].index number 返却対象の論理資産インデックス

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

206 部分的コンテンツ 一部または全ての論理資産返却に失敗した。

• レスポンス (JSON)

ステータスコードが 206 の場合には以下の JSON を返却します。

キー 型 説明

LogicalAssets object[] 論理資産情報の配列

LogicalAssets[n].id string 論理資産管理番号

LogicalAssets[n].index number 論理資産インデックス*1

*1 ボリュームライセンスなど、同一論理資産管理番号で複数の貸出が可能な論理資産を区別
するための番号。 貸出資産は「論理資産管理番号＋論理資産インデックス」で一意にな
る。

 

• 実行例

リクエスト

POST /umf/logicalasset/release
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: apiserver.com
Content-Length: nnn
{
    LogicalAssets: [
        {
            "id": "XXXXXX",
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            "index": 0
        },
        {
            "id": "XXXXXX",
            "index": 1
        }
    ]
}

レスポンス

{
    LogicalAssets: [
        {
            "id": "XXXXXX",
            "index": 0
        },
        {
            "id": "XXXXXX",
            "index": 1
        }
    ]
}

3.32   払い出し論理資産一覧取得 API
VM テンプレートに含まれる論理資産の一覧を取得します。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/template/logicalasset/list

• パラメータ

キー 型 説明

Template object[] テンプレート情報

Template[n].TenantID string テナント ID。

Template[n].TemplateName string テンプレート名。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)
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キー 型 説明

LogicalAssets object[] 論理資産情報の配列。省略不可。

LogicalAssets[n].TenantID string テナント ID。

LogicalAssets[n].TemplateName string テンプレート名

LogicalAssets[n].Asset object[] 論理資産情報

LogicalAssets[n].Asset[n].Path string リクエストで渡されたリソース ID。

LogicalAssets[n].Asset[n].Inuse string 払い出し数

• 実行例

リクエスト

POST /umf/logicalasset/list
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

{
    "Template": [
        {
            "TemplateName": "rhel6-template",
            "TenantID": "TenantA"
        },
        {
            "TemplateName": "rhel6-template",
            "TenantID": "TenantB"
        }
    ]
}

レスポンス

{
    "LogicalAssets": [
        {
            "TenantID": "TenantA",
            "TemplateName": "rhel6-template",
            "Asset": [
                {
                    "Path": "Group1/Windows2k8",
                    "Inuse": "1"
                },
                {
                    "Path": "Group1/Windows2k3",
                    "Inuse": "1"
                }
            ]
        },
        {
            "TenantID": "TenantB",
            "TemplateName": "rhel6-template",
            "Asset": [
                {
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                    "Path": "Group1/Windows2k8",
                    "Inuse": "1"
                },
                {
                    "Path": "Group1/Windows2k3",
                    "Inuse": "1"
                }
            ]
        }
    ]
}

3.33   配布パッケージ一覧取得 API
配布パッケージの一覧を取得します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/distributepackage/list

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Distributepackage object[] 配布パッケージの配列。省略不可。

Distributepackage[n].Name string パッケージ名。

Distributepackage[n].Version string バージョン情報

Distributepackage[n].OSType string OS 種別

Distributepackage[n].DestFolder string 配布パッケージ格納先パス

Distributepackage[n].ExecuteFile string 起動するファイル名

Distributepackage[n].ExecuteOption string 起動時パラメータ

• 実行例

レスポンス

{
    "LogicalAssets": [
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        {
            "Id": 1,
            "Name": "Tomcat",
            "Version": "1.0",
            "OSType": "Windows",
            "DestFolder": "C:\tmp",
            "ExecuteFile": "setup.exe",
            "ExecuteOption": "-i -x"
        },
        {
            "Id": 2,
            "Name": "Tomcat",
            "Version": "1.0",
            "OSType": "Linux",
            "DestFolder": "C:\tmp",
            "ExecuteFile": "setup.exe",
            "ExecuteOption": "-i -x"
        }
    ]
}

3.34   VM イメージ一覧取得 API
持ち込み VM の VM イメージ一覧を取得します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/template/VMImage/<TenantID>

<TenantID>はテナント ID を指定します。

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

VMImages object[] VM イメージ情報の配列

VMImages[n].ImageName string VM イメージ名。

VMImages[n].Remark string 説明

VMImages[n].OSName string OS 名

VMImages[n].ImageSize string イメージのディスクサイズ
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• 実行例

レスポンス

{
    "VMImages" : [
        {
            " ImageName": "image1",
            " Remark": "○○用のテンプレート",
            " OSName": "Windows8",
            " ImageSize": "10MB"
        },
        {
            " ImageName": "image2",
            " Remark": "○○用のテンプレート",
            " OSName": "RHEL6",
            " ImageSize": "10MB"
        }
    ]
}

3.35   DC リソースグループ一覧取得 API
DC リソースグループの一覧を取得します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/dcresource/groups

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Groups object[] DC リソースグループの配列

Groups[n].Name string DC リソースグループ名多段構成の場合、
<GroupName/GroupName>の形式。

共通グループが存在する場合、グループ名のパス
には共通グループも含まれます。

Groups[n].Priority number 優先度
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キー 型 説明

Groups[n].PodName string 所属 Pod 名

Groups[n].ThresholdOver boolean 閾値越え状態

Groups[n].PodExtension boolean Pod 拡張可否

Groups[n].SharedType string phase2 のテナント NW 作成で、 DC リソースグ
ループ省略した時に、自動選択の対象にするか否
か

{ Dedicated | Shared }

Groups[n].ResourcePoolThreshold object リソースに関する閾値

Groups[n].ResourcePoolThreshold.CPU
count

number リソースプールの空 CPU（個数）使用量に対する
閾値

Groups[n].ResourcePoolThreshold.CPU
mhz

number リソースプールの空 CPU（MHz）使用量に対する
閾値

Groups[n].ResourcePoolThreshold.Me
mory

number リソースプールのメモリ使用量に対する閾値

Groups[n].ResourcePoolThreshold.VM
count

number リソースプールの VM 数に対する閾値

Groups[n].ResourcePoolThreshold.Stor
age

number リソースプールのディスク使用量に対する閾値

Groups[n].ResourcePoolThreshold.Forc
eMode

boolean 閾値越えをした場合にエラーにするかそれとも、
無理やりリソースを払い出すかどうかを決定

Groups[n].ResourcePoolThreshold.Cap
acityType

string { real | reserved }

Groups[n].ResourcePoolsIdentifier string SSC リソースプール識別子

Groups[n].ResourcePools string[] SSC リソースプール名の配列

Groups[n].GroupType string グループ種別

• RG：リソースグループ

• RMG：リソース管理グループ

Groups[n].ResourceTags object[] タグ情報

Groups[n].ResourceTags[m].Key string キー

Groups[n].ResourceTags[m].Value string 値

• 実行例

レスポンス

{
    "Groups" : [ {
        "SharedType" : "Shared",
        "ThresholdOver" : false,
        "GroupType" : "RG",
        "PodName" : "GM1",
        "Priority" : 1,
        "PodExtension" : true,
        "ResourcePools" : [ ],
        "ResourceTags" : [ ],
        "Name" : "GroupA",
        "ResourcePoolsIdentifier" : "",
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        "ResourcePoolThreshold" : {
            "CapacityType" : "",
            "CPUmhz" : 0,
            "ForceMode" : false,
            "VMcount" : 0,
            "CPUcount" : 0,
            "Storage" : 0,
            "Memory" : 0
        }
    }, {
        "SharedType" : "Shared",
        "ThresholdOver" : false,
        "GroupType" : "RMG",
        "PodName" : "MoM1",
        "Priority" : 2,
        "PodExtension" : true,
        "ResourcePools" : [ "Pool" ],
        "ResourceTags" : [ ],
        "Name" : "GroupA/Pod3",
        "ResourcePoolsIdentifier" : "(*mom1*)",
        "ResourcePoolThreshold" : {
            "CapacityType" : "reserved",
            "CPUmhz" : 0,
            "ForceMode" : true,
            "VMcount" : 0,
            "CPUcount" : 0,
            "Storage" : 0,
            "Memory" : 0
        }
    } ]
}

3.36   DC リソースグループ詳細取得 API
指定された DC リソースグループの詳細情報を取得します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/dcresource/groups/<DCResourceGroupName>

<DCResourceGroupName> には、DC リソースグループ名を指定してください。

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功
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コード 意味 説明

404 Not Found 指定したリソースプールが存在しない

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

DCResourcePools object[]

DCResourcePools[n].GroupName string DC リソースグループ名多段構成の場合、
<GroupName/GroupName>の形式。

共通グループが存在する場合、グループ名のパス
には共通グループも含まれます。

DCResourcePools[n].Groups string[] 配下の DC リソースグループ一覧

DCResourcePools[n].Priority number リソースグループの優先度

DCResourcePools[n].PodName string 所属 Pod 名

DCResourcePools[n].PodExtension boolean Pod 拡張(複数 Pod のリソースグループを まとめ
たグループで且つ、利用機器に PFC が含まれてい
る場合 true となる)

DCResourcePools[n].ThresholdOver boolean 閾値越え状態閾値を越えている場合は true とな
る

DCResourcePools[n].SharedType string phase2 のテナント NW 作成で、DC リソースグ
ループ省略した時に、 自動選択の対象にするか否
か。

• Dedicated：占有

• Shared：共有

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold

object リソースに関する閾値

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold.CPUcount

number リソースプールの空 CPU（個数）使用量に対する
閾値

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold.CPUmhz

number リソースプールの空 CPU（MHz）使用量に対する
閾値

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold.Memory

number リソースプールのメモリ使用量に対する閾値

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold.VMcount

number リソースプールの VM 数に対する閾値

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold.Storage

number リソースプールのディスク使用量に対する閾値

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold.ForceMode

boolean 閾値越えをした場合にエラーにするかそれとも、
強制的にリソースを払い出すかどうかを決定。
強制的にリソースを払い出す設定の場合に true
となる。

DCResourcePools[n].ResourcePoolThre
shold.CapacityType

string リソースプールの空き容量の計算方式。

{ real | reserved }

DCResourcePools[n].ResourcePoolsIde
ntifier

string SSC リソースプール識別子

DCResourcePools[n].ResourcePools string[] SSC リソースプール情報の配列

DCResourcePools[n].VLANTotalCount number 管理グループ内の VLAN 総数

DCResourcePools[n].VLANUnused number 管理グループ内の未使用 VLAN 総数
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キー 型 説明

DCResourcePools[n].VLANConsumed number 管理グループ内の消費 VLAN 総数

DCResourcePools[n].VLANCapacity number 管理グループ内の有効 VLAN 総数

DCResourcePools[n].VLANDisabled number 管理グループ内の使用不可 VLAN 総数

DCResourcePools[n].VLANUnallocate
d

number 管理グループ内の VLAN 種別未割当の VLAN 未
使用量

DCResourcePools[n].VLAN object[] SSC リソースプール名の配列

DCResourcePools[n].VLAN[n].Type string VLAN 種別。

• ManagementVLAN
• TenantVLAN
• BusinessVLAN
• PublicVLAN
• WANServiceVLAN

DCResourcePools[n].VLAN[n].Capacit
y

number VLAN 総数

DCResourcePools[n].VLAN[n].Consu
med

number VLAN 消費量

DCResourcePools[n].VLAN[n].Unused number VLAN 未使用量

DCResourcePools[n].VLAN[n].Allocat
ed

number VLAN 種別割当済みの VLAN 未使用量

DCResourcePools[n].VLAN[n].Thresho
ld

number VLAN 閾値

DCResourcePools[n].VLAN[n].Thresho
ldOver

boolean 閾値越え状態(閾値を超えた場合 true)。

DCResourcePools[n].VLAN[n].ForceM
ode

boolean 閾値越えをした場合にエラーにするか、それと
も、 強制的にリソースを払い出すかどうかを決
定。 強制的にリソースを払い出す設定の場合に
true となる。

DCResourcePools[n].VLAN[n].Ledger object[] VLAN 一覧

DCResourcePools[n].VLAN[n].Ledger[
m].ID

number VLAN-ID

DCResourcePools[n].VLAN[n].Ledger[
m].LogicalName

string SSC 論理 NW 名

DCResourcePools[n].VLAN[n].Ledger[
m].IPSubnetAddress

string IP サブネット

DCResourcePools[n].VLAN[n].Ledger[
m].IPSubnetMask

string IP サブネットマスク

DCResourcePools[n].TenantNW object[] マルチテナント対応機器一覧

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Typ
e

string マルチテナント対応機器種別。

• TFW
• LB
• SSL
• BFW

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Cap
acity

number マルチテナント対応機器総数
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キー 型 説明

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Con
sumed

number マルチテナント対応機器消費量

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Un
used

number マルチテナント対応機器未使用量

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Thr
eshold

number マルチテナント対応機器閾値

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Thr
esholdOver

boolean 閾値越え状態(閾値を超えた場合 true)

DCResourcePools[n].TenantNW[n].For
ceMode

boolean 閾値越えをした場合にエラーにするか、それと
も、無理やりリソースを払い出すかどうかを決
定。

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices

object[] マルチテナント対応機器装置一覧

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].Name

string マルチテナント対応機器装置名 or クラスタグ
ループ

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].Capacity

number マルチテナント対応機器数

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].Consumed

number マルチテナント対応機器消費量

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].Unused

number マルチテナント対応機器未使用量

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].Threshold

number マルチテナント対応機器閾値

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].ThresholdOver

boolean 閾値越え状態(閾値を超えた場合 true)

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].Priority

number マルチテナント対応機器優先度

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].Relations[l].Vname

string 論理 FW 名/論理 LB 名

DCResourcePools[n].TenantNW[n].Dev
ices[m].VirtualNode

string 装置名/仮想ノード名

DCResourcePools[n].PhysicalSVCapaci
ty

number 物理サーバの総数

DCResourcePools[n].PhysicalSVConsu
med

number 物理サーバの消費量

DCResourcePools[n].PhysicalSVUnuse
d

number 物理サーバの未使用量

DCResourcePools[n].PhysicalSVThresh
old

number 物理サーバの閾値

DCResourcePools[n].PhysicalSVThresh
oldOver

boolean 閾値越え状態(閾値を超えた場合 true)

DCResourcePools[n].PhysicalSVOsGol
dImages

string[] 物理サーバの OS イメージ名一覧

DCResourcePools[n].PhysicalSVDevic
es

object[] 物理サーバの一覧

DCResourcePools[n].PhysicalSVDevic
es[n].Name

string 物理サーバの名前
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キー 型 説明

DCResourcePools[n].PhysicalSVDevic
es[n].Property

string 物理サーバのプロパティ情報

DCResourcePools[n].PhysicalSVDevic
es[n].Priority

number 物理サーバの優先度

DCResourcePools[n].DiskvolumeCapac
ity

number ディスクボリュームの総数

DCResourcePools[n].DiskvolumeConsu
med

number ディスクボリュームの消費量

DCResourcePools[n].DiskvolumeUnuse
d

number ディスクボリュームの未使用量

DCResourcePools[n].DiskvolumeThres
hold

number ディスクボリュームの閾値

DCResourcePools[n].DiskvolumeThres
holdOver

boolean 閾値越え状態(配下の DC リソース（SSC は含ま
ず）の中で 1 つでも閾値を超えたリソースが存在
した場合 true)

DCResourcePools[n].Diskvolume object[] ディスクボリュームの一覧

DCResourcePools[n].Diskvolume[n].Na
me

string ディスクボリュームの名前

DCResourcePools[n].Diskvolume[n].Di
skArray

string ディスクボリュームの所属ディスクアレイ名

DCResourcePools[n].DeviceNode object[] デバイスノード一覧

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].N
ame

string 機器名/グループノード名

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].G
UID

string 機器/ グループノードの DcResourceID

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].Gr
oupName

string 所属 DC リソースグループ名

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].Po
dName

string 装置が登録されている MoM 名(Automation を行
う MoM)

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].IP string 装置 IP アドレス

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].Ty
pe

string 機器種別

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].Ic
onType

string アイコンタイプ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].Cl
usterType

string クラスタグループのタイプ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].A
utomationSoft

string オートメーション実行するソフト

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].A
utomationCmd

string オートメーション実行コマンドパス名

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].A
utomationCmdArg

string オートメーション実行コマンドパスパラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].Ss
cResourcePool

string vSW が所属する SSC リソースプールの
DcResourceID

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt1

string 装置固有拡張パラメータ
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キー 型 説明

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt2

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt3

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt4

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt5

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt6

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt7

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt8

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt9

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt10

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt11

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt12

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt13

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt14

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].E
xt15

string 装置固有拡張パラメータ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption1

string オプション 1

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption2

string オプション 2

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption3

string オプション 3

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption4

string オプション 4

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption5

string オプション 5

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption6

string オプション 6

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption7

string オプション 7

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption8

string オプション 8

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption9

string オプション 9
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キー 型 説明

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].O
ption10

string オプション 10

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].vS
witchType

string 仮想スイッチ種別

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].U
nused

number 機器諸元の未使用数

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].M
emo

string メモ

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].vS
WName

string 仮想 SW 名

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].R
esourceCount

number 装置固有諸元値。 大アクティブ VLAN 数等

DCResourcePools[n].DeviceNode[n].Vi
rtualNode

string 装置名/仮想ノード名

DCResourcePools[n].GroupType string グループ種別。

• RG：リソースグループ

• RMG：リソース管理グループ

DCResourcePools[n].ResourceTags object[] タグ情報

DCResourcePools[n].ResourceTags[m].
Key

string キー

DCResourcePools[n].ResourceTags[m].
Value

string 値

DCResourcePools[n].Controllers object[] 共通グループで利用している Controller 情報。共
通グループ指定時に出力

DCResourcePools[n].Controllers[n].Co
ntroller

object[] 両端の Controller 情報

DCResourcePools[n].Controllers[n].Co
ntroller[n].Name

string Controller 名

DCResourcePools[n].Controllers[n].Co
ntroller[n].Type

string Controller 種別

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries

object[] Boundary 情報

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].Name

string Boundary 名

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].Capacity

number Boundary の総 VLAN 数

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].Unused

number Boundary の空き VLAN 数

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].VLAN

object[] Boundary の使用 VLAN 情報

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].VLAN[n].ID

number VLANID

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].VLAN[n].TenantID

string 対象の VLANID を使用しているテナント ID

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].LogicalPorts

object[] 両端の LogicalPort 情報
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キー 型 説明

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].LogicalPorts[n].ControllerN
ame

string LogicalPort が所属する Controller 名

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].LogicalPorts[n].DomainNa
me

string LogicalPort が所属する Domain 名

DCResourcePools[n].Controllers[n].Bo
undaries[n].LogicalPorts[n].LogicalPort
Name

string LogicalPort 名

• 実行例

レスポンス

{
    "DCResourcePools" : [
        {
            "GroupName" : "Pod3_Pod4",
            "Groups" : [ "Pod3" , "Pod4" ],
            "Priority" : 1,
            "PodName" : "Pod3",
            "PodExtension" : true,
            "ThresholdOver" : true,
            "SharedType" : "Shared",
            "ResourcePoolThreshold" : [
                {
                    "CPUcount" : 2,
                    "CPUmhz" : 3000,
                    "Memory" : 1000,
                    "VMcount" : 3000,
                    "Storage" : 1234,
                    "ForceMode" : false,
                    "CapacityType" : "real"
                }
            ],
            "ResourcePoolsIdentifier" : "ABC",
            "ResoucePools" : ["RP1", "RP2"],
            "VLAN": [
                {
                    "Type": "FW",
                    "Capacity": 100,
                    "Consumed": 10,
                    "Unused": 90,
                    "Threshold": 80,
                    "ThresholdOver" : false,
                    "ForceMode" : false,
                    "Ledger": [
                        {
                            "ID": 1,
                            "LogicalName": "MLAN",
                            "IPSubnetAddress": "10.21.80.0",
                            "IPSubnetMask": "255.255.255.0"
                        },
                        {
                            "ID": 2,
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                            "LogicalName": "TLAN",
                            "IPSubnetAddress": "10.21.81.0",
                            "IPSubnetMask": "255.255.255.0"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "TenantNW": [
                {
                    "Type": "FW",
                    "Capacity": 100,
                    "Consumed": 10,
                    "Unused": 90,
                    "Threshold": 80,
                    "ThresholdOver": true,
                    "ForceMode": true,
                    "Devices": [
                        {
                            "Name": "Forti1",
                            "Capacity ": 100,
                            "Consumed": 45,
                            "Unused": 55,
                            "Threshold": 95,
                            "ThresholdOver": false,
                            "Priority": 1
                        },
                        {
                            "Name": "Forti2",
                            "Capacity ": 100,
                            "Consumed": 35,
                            "Unused": 65,
                            "Threshold": 95,
                            "ThresholdOver": true,
                            "Priority": 2
                        }
                    ]
                }
            ],
            "PhysicalSVCapacity" : 0,
            "PhysicalSVConsumed" : 0,
            "PhysicalSVUnused" : 0,
            "PhysicalSVThreshold" : 0,
            "PhysicalSVThresholdOver" : false,
            "PhysicalSVOsGoldImages" : [ "image1", "image2" ],
            "PhysicalSVDevices": [
                {
                    "Name": "SV1",
                    "Property": "AAA",
                    "Priority": 2
                }
            ],
            "DiskvolumeCapacity" : 123,
            "DiskvolumeConsumed" : 123,
            "DiskvolumeUnused" : 123,
            "DiskvolumeThreshold" : 123,
            "DiskvolumeThresholdOver" : true,
            "DiskvolumeCapacity" : 123,
            "Diskvolume" : [
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                {
                    "Name" : "disk1",
                    "DiskArray" : "diskarray"
                }
            ],
            "ResourceTags" : [ ],
            "GroupType" : "RMG",
            "DeviceNode" : [ {
                "Ext14" : "",
                "AutomationCmdArg" : "",
                "Option10" : "",
                "Ext15" : "",
                "Ext1" : "",
                "Ext2" : "",
                "Ext3" : "1389",
                "Option1" : "",
                "Ext4" : "",
                "GroupName" : "GroupA",
                "PodName" : "MOM1 ",
                "Option2" : "",
                "Ext5" : "",
                "AutomationCmd" : "%SYSTEM_FW_BINPATH%/
nvpdevcmdexe.exe",
                "AutomationSoft" : "NetvisorProV",
                "ClusterType" : "",
                "Unused" : 4000,
                "Option3" : "",
                "Ext6" : "32",
                "Option4" : "",
                "Ext7" : "0",
                "IP" : "192.168.20.181",
                "Option5" : "",
                "Ext8" : "1",
                "Memo" : "",
                "Option6" : "",
                "Ext9" : "",
                "Type" : "LB",
                "GUID" : "W10321167E35A464E90A0B0042BE1DEF5",
                "Option7" : "",
                "IconType" : "BIG-IP_V9",
                "Option8" : "",
                "Name" : "big-ip05.local",
                "vSWName" : "",
                "Option9" : "",
                "Ext10" : "",
                "Ext11" : "",
                "Ext12" : "",
                "vSwitchType" : "",
                "Ext13" : "",
                "SscResourcePool" : "",
                "ResourceCount" : 4000
            }]
        }
    ]
}
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3.37   IP アドレス情報取得 API
以下のシナリオを実行して作成された論理ネットワークに関する、未使用 IP アドレスの一

覧情報を取得します。

「テナント NW 作成（105 ページ）」

「業務 VLAN 作成（118 ページ）」

「パブリック VLAN 作成（119 ページ）」

「WAN 作成（121 ページ）」

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/ipaddress

• パラメータ

キー 型 説明

TenantID string テナント ID

IPAddressInfo object IP アドレス情報

IPAddressInfo.LogicalNetworkName string テナントに紐づく論理 NW 名

IPAddressInfo.Type string "unused-list"固定

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 OK 情報の取得に成功

204 No Content サブネット指定で作成された論理 NW を指定し
た

400 Bad Request Type に"register"、"unregister"、"unused-list"以外が
指定された

404 Not Found ・指定したテナント ID または論理 NW が見つか
らなかった

・指定した論理 NW が、指定したテナントに紐づ
いていなかった

405 Unsupported API VersionException サポートしていない API バージョン（2.2.0.201501
以前）を指定した

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

TenantID string テナント ID

IPAddressInfo object IP アドレス情報

IPAddressInfo.LogicalNetworkName string テナントに紐づく論理 NW 名
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キー 型 説明

IPAddressInfo.SubnetMask string IPサブネットマスク値
ex) 255.255.255.0

IPAddressInfo.Range string[] 空き IPアドレス範囲。空き IPアドレスがない場合
は空配列。
ex) 192.168.0.1と 192.168.0.101が使用中の
場合
192.168.0.2-192.168.0.100 , 
192.168.0.102-192.168.0.255

• 実行例

リクエスト

POST /umf/ipaddress
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 3.0.0.201601
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite :

{
    "TenantID": "T0000001",
    "IPAddressInfo": {
        "LogicalNetworkName": "LogicalNW100",
        "Type": "unused-list"
    }
}

レスポンス

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "TenantID": "T0000001",
    "IPAddressInfo": {
        "LogicalNetworkName": "LogicalNW100",
        "SubnetMask": "255.255.255.0",
        "Range": [
          "192.168.0.2-192.168.0.100","192.168.0.102-192.168.0.255"
        ]
    }
}

3.38   IP アドレス情報登録 API
以下のシナリオを実行して作成された論理ネットワークに対して IP アドレスの情報を登録

します。

「テナント NW 作成（105 ページ）」

「業務 VLAN 作成（118 ページ）」

「パブリック VLAN 作成（119 ページ）」
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「WAN 作成（121 ページ）」

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/ipaddress

• パラメータ

キー 型 説明

TenantID string テナント ID

IPAddressInfo object IP アドレス情報

IPAddressInfo.LogicalNetworkName string テナントに紐づく論理 NW 名

IPAddressInfo.IPAddress string[] 登録 IP アドレス(IPv4 形式)

IPAddressInfo.Type string "register"固定

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 OK 情報の取得に成功

204 No Content サブネット指定で作成された論理 NW を指定し
た

400 Bad Request Type に"register"、"unregister"、"unused-list"以外が
指定された

404 Not Found ・指定したテナント ID または論理 NW が見つか
らなかった

・指定した論理 NW が、指定したテナントに紐づ
いていなかった

405 Unsupported API VersionException サポートしていない API バージョン（2.2.0.201501
以前）を指定した

• レスポンス (JSON)

なし

• 実行例

リクエスト

POST /umf/ipaddress
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 3.0.0.201601
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite :

{
    "TenantID": "T0000001",
    "IPAddressInfo": {
        "LogicalNetworkName": "LogicalNW100",
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        "IPAddress": [
            "192.168.0.1","192.168.0.2"
        ],
        "Type": "register"
    }
}

3.39   IP アドレス情報登録解除 API
以下のシナリオを実行して作成された論理ネットワークに対して IP アドレスの情報を解除

します。

「テナント NW 作成（105 ページ）」

「業務 VLAN 作成（118 ページ）」

「パブリック VLAN 作成（119 ページ）」

「WAN 作成（121 ページ）」

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/ipaddress

• パラメータ

キー 型 説明

TenantID string テナント ID

IPAddressInfo object IP アドレス情報

IPAddressInfo.LogicalNetworkName string テナントに紐づく論理 NW 名

IPAddressInfo.IPAddress string[] 登録 IP アドレス(IPv4 形式)

IPAddressInfo.Type string "unregister"固定

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 OK 情報の取得に成功

204 No Content サブネット指定で作成された論理 NW を指定し
た

400 Bad Request Type に"register"、"unregister"、"unused-list"以外が
指定された

404 Not Found ・指定したテナント ID または論理 NW が見つか
らなかった

・指定した論理 NW が、指定したテナントに紐づ
いていなかった
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コード 意味 説明

405 Unsupported API VersionException サポートしていない API バージョン（2.2.0.201501
以前）を指定した

• レスポンス (JSON)

なし

• 実行例

リクエスト

POST /umf/ipaddress
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 3.0.0.201601
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite :

{
    "TenantID": "T0000001",
    "IPAddressInfo": {
        "LogicalNetworkName": "LogicalNW100",
        "IPAddress": [
            "192.168.0.1","192.168.0.2"
        ],
        "Type": "unregister"
    }
}

3.40   グローバル IP 登録名一覧取得 API
払出し可能な IP アドレスの一覧を出力します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/globalip/list

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)
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キー 型 説明

GlobalIPs object[] IP アドレス一覧

GlobalIPs[n].IdentifierName string DC リソース管理上での登録名。

大長：64 文字

GlobalIPs[n].IpType string IP アドレスの種類。

{"IPv4" | "IPv6"}

GlobalIPs[n].MAXAllocationCount string 大割り当て可能数。

0～2147483647

GlobalIPs[n].RemainingCount string 残り割り当て可能数。

0～2147483647

GlobalIPs[n].IPv4Address string IPv4 アドレス。

nnn.nnn.nnn.nnn(IPv4 表現形式)

GlobalIPs[n].IPv4Prefix string IPv4 プレフィックス。

サブネットマスクのビット長(8-24)

GlobalIPs[n].IPv6Address string IPv6 アドレス。

hhhh:hhhh:hhhh:hhhh::(IPv6 表現形式)

GlobalIPs[n].IPv6Prefix string IPv6 プレフィックス。

プレフィックスのビット長(16-63)

GlobalIPs[n].RegistDate string 登録日。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss

GlobalIPs[n].Memo string メモ。

大長：256 文字

GlobalIPs[n].ResourceTags object[] タグ情報

GlobalIPs[n].ResourceTags[m].Key string キー

GlobalIPs[n].ResourceTags[m].Value string 値

• 実行例

レスポンス

{
    "GlobalIPs":[
        {
            "IdentifierName":"IPアドレス 1",
            "IpType":"IPv4",
            "MAXAllocationCount":"100",
            "RemainingCount":"80",
            "IPv4Address":"192.168.0.1",
            "IPv4Prefix":"24",
            "IPv6Address":"",
            "IPv6Prefix":"",
            "RegistDate":"2013/12/31 23:59:59",
            "ResourceTags" : [ ],
            "Memo":"メモです"
        },
        {
            "IdentifierName":"IPアドレス 2",
            "IpType":"IPv6",
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            "MAXAllocationCount":"100",
            "RemainingCount":"80",
            "IPv4Address":"",
            "IPv4Prefix":"",
            "IPv6Address":"2001:db8::9abc",
            "IPv6Prefix":"63",
            "RegistDate":"2013/12/31 23:59:59",
            "ResourceTags": [
                {
                    "Key": "Site",
                    "Value": "Tokyo"
                }
            ],
            "Memo":"メモです"
        }
    ]
}

3.41   グローバル IP 取得 API
IP アドレスの払い出しをします。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/globalip/request

• パラメータ

キー 型 説明

ID string(64) テナント ID

IdentifierName string(64) 登録名

IpType string グローバル IP のタイプ

"IPv4" / "IPv6"

IPv4Prefix string(64) IPv4 プレフィックス。

サブネットマスクのビット長(8-30)

IPv6Prefix string(64) IPv6 プレフィックス。

プレフィックスのビット長(16-64)

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

404 Not Found 指定されたグローバル IP が存在しない

• レスポンス (JSON)
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キー 型 説明

ID string(64) テナント ID

IdentifierName string(64) 登録名。リクエストと同じ。

AllocationID string(64) 払い出し ID。

<登録番号>-<シーケンス番号>

IpType string グローバル IP のタイプ。リクエストと同じ。

IPv4Address string IPv4 アドレス。

nnn.nnn.nnn.nnn(IPv4 表現形式)

IPv4Prefix string IPv4 プレフィックス。リクエストと同じ。

IPv6Address string IPv6 アドレス。

hhhh:hhhh:hhhh:hhhh::(IPv6 表現形式)

IPv6Prefix string IPv6 プレフィックス。リクエストと同じ。

IPAddressList string[] 利用可能な IP アドレスの一覧。

IpType の形式に従った IP アドレスイメージ。

• 実行例

リクエスト

{
    "ID":"TenantA",
    "IdentifierName":"IPアドレス 1",
    "IpType":"IPv4",
    "IPv4Prefix":"24",
    "IPv6Prefix":""
}

レスポンス

{
    "ID":"TenantA",
    "IdentifierName":"IPアドレス 1",
    "AllocationID":"1234567890",
    "IpType":"IPv4",
    "IPv4Address":"192.168.0.1",
    "IPv4Prefix":"24",
    "IPv6Address":"",
    "IPv6Prefix":"",
    "IPAddressList":["192.168.0.100","192.168.0.101"]
}

3.42   グローバル IP 返却 API
IP アドレスの返却をします。

• HTTP メソッド

POST
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• URL

/umf/globalip/release

• パラメータ

キー 型 説明

ID string(64) テナント ID

AllocationID string(64) 払い出し ID。

<登録番号>-<シーケンス番号>

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

404 存在不明 指定されたグローバル IP が存在しない

• レスポンス (JSON)

なし

• 実行例

リクエスト

{
    "ID":"TenantA",
    "AllocationID":"1234567890"
}

3.43   MoM 一覧取得 API
MoM 情報(識別子、MoM 名)の一覧を出力します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/managerinfo/list

• パラメータ

なし

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功
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• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

ManagerInfo object[] MoM 一覧

ManagerInfo[n].Name string MoM 名

備考：2 バイトは不可

ManagerInfo[n].Identifier string 識別子

例：(*MOM1*) , (*1*)*1

*1 (*●*)は vdcapi.properties の設定によって変わる

 

• 実行例

レスポンス

{
    "ManagerInfo": [
        {
            "Identifier": "(*mom1*)",
            "Name": "MoM1 "
        },
        {
            "Identifier": "(*mom2*)",
            "Name": "MoM2 "
        }
    ]
}

3.44   位置検索 API
MoM 情報(識別子、MoM 名)の一覧を出力します。

• HTTP メソッド

GET

• URL

/umf/search?q=location&type=MoMID&key=<UUID>

<UUID>には VM の UUID を指定します。

• パラメータ

検索条件は、クエリ文字列で指定し、リクエスト ボディは空です。 指定できる検索条

件は以下の通りです。

クエリキー 説明

q 検索対象を指定する。 位置検索の場合、"location"を指定します。
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クエリキー 説明

type 検索タイプを指定します。 位置検索の場合、"MoMID"文字列を指
定する。

key 検索対象の VM の UUID を指定する。

クエリ例:

q= q=location&type=MoMID&key= W1A16A1059CBB4DBC8CB7AD398AD0FAB4

上記の例の場合、UUID が W1A16A1059CBB4DBC8CB7AD398AD0FAB4 の VM を検索

し、 その VM を管理している MoM の MoM 識別子を返します。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Result string 指定した VM を管理している MoM の MoM 識別
子

• 実行例

レスポンス

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "Result": [
    "(*MoM1*)"
    ]
}

3.45   SSC 汎用一覧取得 API
サービスガバナに登録されたすべての SSC に対して、指定された WebAPI を実行します。

実行した結果は、各 SSC の実行結果（Managers オブジェクト）の配列で返却されます。

• HTTP メソッド

指定した各 SSC WebAPI に準拠します。 各 SSC WebAPI については、SSCWebAPI リ
ファレンスを参照。

• URL

/umf/ssclist/<SSC WebAPIの URL>

<SSC WebAPI の URL>には実行したい SSC の WebAPI の URL を指定します。

対応 API 一覧
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API 名 URL

ロードバラン
サ一覧 API

GET /umf/ssclist/api/loadbalancers

ファイア
ウォール一覧
API

GET /umf/ssclist/api/firewalls

論理ネット
ワーク一覧取
得 API

GET /umf/ssclist/api/logicalnetworks

リソースプー
ル一覧取得
API

GET /umf/ssclist/api/resourcepools[?group=GroupPath]

VM サーバ一
覧取得 API

GET /umf/ssclist/api/hostsystems

テンプレート
一覧取得 API

GET /umf/ssclist/api/templates

ディスクアレ
イ一覧取得
API

GET /umf/ssclist/api/diskarrays

ディスクボ
リューム一覧
取得 API

GET /umf/ssclist/api/diskvolumes/DiskArray

ストレージ
プール一覧取
得 API

GET /umf/ssclist/api/storagepools/DiskArray

注

本 API で実行できるのは、JSON 形式のレスポンスが返される SSC API に限ります。
 

• パラメータ

指定した各 SSC WebAPI に準拠します。各 SSC WebAPI については、SSCWebAPI リファ

レンスを参照。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

206 Partial Content 一部の MoM でリクエストが失敗した。 詳細は
レスポンス JSON の Managers[m].StatusCode およ
び Managers[m].ErrorMessage を参照。

• レスポンス (JSON)

キー 型 説明

Managers object[] マネージャ単位のレスポンス。 要素数はクラウ
ドプロバイダ API 上に登録されているマネー
ジャ数と常に同じ。

Managers[m].ID string MoM 識別子

Managers[m].StatusCode number MoM(SSC)が返却した HTTP ステータスコード
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キー 型 説明

Managers[m].ErrorMessage string MoM(SSC)ごとのエラーメッセージ。リクエスト
に成功した場合は null

Managers[m].<SSC WebAPI リファレ
ンスに準拠した JSON オブジェクト
>

object[] 各 SSC から取得したレスポンス JSON オブジェ
クトの配列。 リクエストに失敗した場合は項目
そのものを省略する。

各 SSC から取得した JSON を MoM ごとにまとめる。

各 SSC で重複した情報（論理ネットワークや、VM サーバなど）が存在している場合

も、サービスガバナでは重複チェックをしない。

• 実行例

レスポンス(リクエスト成功例)

{
    "Managers" : [
        {
            "ID" : "(*mom1*)",
            "StatusCode" : 200,
            "ErrorMessage" : null,
            "LogicalNetworks": [
                {
                    ＜＜省略 論理ネットワーク一覧 API参照＞＞
                },
                {
                    ＜＜省略 論理ネットワーク一覧 API参照＞＞
                }
            ]
        },
        {
            "ID" : "(*mom2*)",
            "StatusCode" : 200,
            "ErrorMessage" : null,
            "LogicalNetworks": [
                {
                    ＜＜省略 論理ネットワーク一覧 API参照＞＞
                },
                {
                    ＜＜省略 論理ネットワーク一覧 API参照＞＞
                }
            ]
        }
    ]
}

レスポンス(リクエスト失敗例)

{
    "Managers" : [
        {
            "ID" : "(*mom1*)",
            "StatusCode" : 404,
            "ErrorMessage" : "NotFoundException"
        },
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        {
            "ID" : "(*mom2*)",
            "StatusCode" : 500,
            "ErrorMessage" : "InternalException"
        }
    ]
}

3.46   SSC パススルー API
SSC WebAPI に、パススルーでアクセスすることを可能とする。 SSC WebAPI にリクエスト

する際の、Authorization ヘッダなど、Http ヘッダは自動構成する。

リクエスト URL や、リクエスト JSON 、レスポンス JSON については、 SSC Web API リファ

レンスに準拠し、サービスガバナでの改変は行わない。

• HTTP メソッド

指定した各 SSC WebAPI に準拠します。 各 SSC WebAPI については、SSCWebAPI リ
ファレンスを参照。

• URL

/umf/ssc/<MoM識別子>/<SSC WebAPIの URL>

<MoM 識別子>には実行したい SSC を管理している MoM の識別子を指定します。

<SSC WebAPI の URL>には実行したい SSC の WebAPI の URL を指定します。

対応 API 一覧

API 名 URL

グループ情報
取得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/groups/GroupPath

グループ作成・
更新 API

PUT /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/groups/GroupPath

グループ削除
API

DELETE /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/groups/GroupPath

ホスト情報取
得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/hosts/Host

ホスト性能情
報取得 API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/monitoring

VM スクリー
ンショット取
得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/console/screenshots/Host[?
width=width&height=height&refresh=refresh

ロードバラン
サ一覧 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/loadbalancers

ロードバラン
サ・グループ一
覧 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/loadbalancers/LoadBalancerName
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API 名 URL

ロードバラン
サ・グループ取
得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/loadbalancers/LoadBalancerName/
LoadBalancerGroupName

ロードバラン
サ・グループ作
成・更新 API

PUT /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/loadbalancers/LoadBalancerName/
LoadBalancerGroupName

ロードバラン
サ・グループ削
除 API

DELETE /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/loadbalancers/
LoadBalancerName/LoadBalancerGroupName

ファイア
ウォール一覧
API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/firewalls

論理ネット
ワーク一覧取
得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/logicalnetworks

論理ネット
ワーク情報取
得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/logicalnetworks/NetworkName

論理ネット
ワーク作成・更
新 API

PUT /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/logicalnetworks/NetworkName

論理ネット
ワーク削除
API

DELETE /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/logicalnetworks/NetworkName

リソースプー
ル一覧取得
API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/resourcepools[?group=GroupPath]

リソースプー
ル情報取得
API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/resourcepools/
RootResourcePoolName[/SubResourcePoolName]

VM サーバ一
覧取得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/hostsystems

VM サーバ情
報取得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/hostsystems/Host

テンプレート
一覧取得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/templates

テンプレート
情報取得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/templates/TemplateName[?
image=Image&hostsystem=HostSystem]

ディスクアレ
イ一覧取得
API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/diskarrays

ディスクボ
リューム一覧
取得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/diskvolumes/DiskArray

ストレージ
プール一覧取
得 API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/storagepools/DiskArray

VM 作成 API POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/createhost

VM 再構成 API POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/reconfigurehost
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API 名 URL

VM 削除 API POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/deletehost

VM インポー
ト API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/importhost

VM エクス
ポート API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/exporthost

VM スナップ
ショット作成
API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/createsnapshot

VM スナップ
ショット適用
API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/revertsnapshot

VM スナップ
ショット削除
API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/deletesnapshot

ホスト電源操
作 API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/{startup|shutdown|reboot|
suspend|poweroff}

テンプレート
作成 API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/createtemplate

テンプレート
削除 API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/deletetemplate

ジョブ取得
API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/JobId

ジョブ検索
API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs?id=JobId[,JobID...]

ジョブキャン
セル API

DELETE /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/JobId

ホスト検索
API

GET /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/hosts?q=<key>:<value>

ポートグルー
プ作成 API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/createportgroup

ポートグルー
プ更新 API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/updateportgroup

ポートグルー
プ削除 API

POST /umf/ssc/<MoM 識別子>/api/jobs/deleteportgroup

注

本 API で実行できるのは、JSON 形式のレスポンスが返される SSC API に限ります。
 

• パラメータ

指定した各 SSC WebAPI に準拠します。各 SSC WebAPI については、SSCWebAPI リファ

レンスを参照。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

指定した各 SSC WebAPI に準拠します。各 SSC WebAPI については、SSCWebAPI リファ

レンスを参照。

第 3 章   ワークフロー系 API 仕様

77



• レスポンス (JSON)

指定した各 SSC WebAPI に準拠します。各 SSC WebAPI については、SSCWebAPI リファ

レンスを参照。

3.47   ポートグループ作成 API
ポートグループ情報を指定して、指定されたポートグループを作成するジョブを実行する。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/api/jobs/createportgroup

• パラメータ

キー 型 説明

MoMID*1 string MoM 識別子

例： (*MoM1*)

Name string ポートグループ（VLAN）名

VLANID string VLANID
プライベート VLAN の場合は、プライマリ
VLANID とセカンダリ VLANID をカンマ区切り
で結合したもの。

例 100,10

Switch string スイッチ名

SwitchType string スイッチのタイプ {physicalswitch | virtualswitch |
distributedvirtualswitch}

HostSystem string VM サーバのホストパス、または UUID

*1 ポートグループ名などは重複が可能であり、どの MoM の情報かの判断するため、MoMID
というキーを追加する。

 

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

202 Accepted 成功

409 ConflictException 既に同名のポートグループが存在する

• レスポンス (JSON)

実行したジョブの情報を返す。詳細は 「3.26   ジョブ取得 API（39 ページ）」 を参照。

※ どの MoM で実行されたジョブか判別できないため、JobID に MoM 識別子を付与す

る。
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• 実行例

リクエスト

POST /umf/api/jobs/createportgroup HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-UMF-API-Version: 2.1
{
"MoMID": "(*MoM1*)",
"Name": "vPortGroup1",
"VLANID": null,
"Switch": "vSwitch1",
"SwitchType": " virtualswitch ",
"HostSystem": "/TenantA/server1"
}

レスポンス

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "Id": "(*MoM1*)00001",
    "Completed": false,
    "Failed": false,
    "Jobs": [
        {
            "Completed": false,
            "Progress": 40,
            "Summary": "VLAN 作成",
            "Id": "(*MoM1*)00568-00",
            "EndTime": null,
            "Host": null,
            "StartTime": "2011-08-05T15:53:43+09:00",
            "Failed": false,
            "Error": null
        }
    ]
}

3.48   ポートグループ更新 API
ポートグループ情報を指定して、指定されたポートグループを更新するジョブを実行する。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/api/jobs/updateportgroup
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• パラメータ

キー 型 説明

MoMID*1 string MoM 識別子

例： (*MoM1*)

Name string ポートグループ（VLAN）名 *2

VLANID string VLANID
プライベート VLAN の場合は、プライマリ
VLANID とセカンダリ VLANID をカンマ区切り
で結合したもの。

例 100,10

Switch string スイッチ名 *2

SwitchType string スイッチのタイプ {physicalswitch | virtualswitch |
distributedvirtualswitch} *2

HostSystem string VM サーバのホストパス、または UUID *2

*1 ポートグループ名などは重複が可能であり、どの MoM の情報かの判断するため、MoMID
というキーを追加する。

*2 変更不可

 

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

202 Accepted 成功

• レスポンス (JSON)

実行したジョブの情報を返す。詳細は 「3.26   ジョブ取得 API（39 ページ）」 を参照。

※ どの MoM で実行されたジョブか判別できないため、JobID に MoM 識別子を付与す

る。

• 実行例

リクエスト

POST /umf/api/jobs/updateportgroup HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-UMF-API-Version: 2.1
{
    "MoMID": "(*MoM1*)",
    "Name": "vPortGroup1",
    "VLANID": 2360,
    "Switch": "vSwitch1",
    "SwitchType": " virtualswitch ",
    "HostSystem": "/TenantA/server1"
}

レスポンス
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HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "Id": "(*MoM1*)00001",
    "Completed": false,
    "Failed": false,
    "Jobs": [
        {
            "Completed": false,
            "Progress": 40,
            "Summary": "VLAN 編集",
            "Id": "(*MoM1*)00568-00",
            "EndTime": null,
            "Host": null,
            "StartTime": "2011-08-05T15:53:43+09:00",
            "Failed": false,
            "Error": null
        }
    ]
}

3.49   ポートグループ削除 API
ポートグループ情報を指定して、指定されたポートグループを削除するジョブを実行する。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/api/jobs/deleteportgroup

• パラメータ

キー 型 説明

MoMID*1 string MoM 識別子

例： (*MoM1*)

Name string ポートグループ（VLAN）名

Switch string スイッチ名

SwitchType string スイッチのタイプ {physicalswitch | virtualswitch |
distributedvirtualswitch}

HostSystem string VM サーバのホストパス、または UUID

*1 ポートグループ名などは重複が可能であり、どの MoM の情報かの判断するため、MoMID
というキーを追加する。

 

• レスポンス (HTTP ステータスコード)
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コード 意味 説明

202 Accepted 成功

• レスポンス (JSON)

実行したジョブの情報を返す。詳細は 「3.26   ジョブ取得 API（39 ページ）」 を参照。

※ どの MoM で実行されたジョブか判別できないため、JobID に MoM 識別子を付与す

る。

• 実行例

リクエスト

POST /umf/api/jobs/deleteportgroup HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-UMF-API-Version: 2.1
{
    "MoMID": "(*MoM1*)",
    "Name": "vPortGroup1",
    "Switch": "vSwitch1",
    "SwitchType": " virtualswitch ",
    "HostSystem": "/TenantA/server1"
}

レスポンス

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "Id": "(*MoM1*)00001",
    "Completed": false,
    "Failed": false,
    "Jobs": [
        {
            "Completed": false,
            "Progress": 40,
            "Summary": "VLAN 削除(vPortGroup1)",
            "Id": "(*MoM1*)00568-00",
            "EndTime": null,
            "Host": null,
            "StartTime": "2011-08-05T15:53:43+09:00",
            "Failed": false,
            "Error": null
        }
    ]
}
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3.50   テナントに紐づく DC リソース詳細情報取得
API

テナントに払い出されている DC リソースを参照する。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/reserveddcresource/<TenantID>

<TenantID>はテナント ID を指定します。

• パラメータ

キー 型 説明

keys string[] 取得する情報の名前を配列で複数指定する。

"LB","TFW","SSL","VLAN","GROUP","BFW"以外
指定不可とする。

• 改版履歴

・ 3.0.0.201601
SSLInfo[n].AccessIPAddressを追加

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 テナントに紐づくリソース情報取得に成功

• レスポンス (JSON)

リクエストで"TFW"を指定した場合のレスポンス(JSON)

キー 型 説明

FWInfo object[] FW 情報の配列

FWInfo[n].Name string テナント FW 名

FWInfo[n].GroupName string リソース管理グループ名（フルパス）

FWInfo[n].VLAN object[] VLAN 情報

FWInfo[n].VLAN[m].LogicalName string 論理 NW 名

FWInfo[n].VLAN[m].IPAddress string IP アドレス

FWInfo[n].VLAN[m].ClusterIPAddress string クラスタ IP アドレス（非クラスタの場合は
IPAddress と同じ値が出力されます）

FWInfo[n].VLAN[m].IPSubnetMask string IP サブネットマスク

FWInfo[n].VLAN[m].VLANType string VLAN 種別
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注

論理 NW が接続されていないテナント FW は表示されません。
 

リクエストで"BFW"を指定した場合のレスポンス(JSON)

キー 型 説明

BFWInfo object[] BFW 情報の配列

BFWInfo[n].Name string BFW の VDOM 名

BFWInfo[n].GroupName string リソース管理グループ名（フルパス）

BFWInfo[n].VLAN object[] VLAN 情報

BFWInfo[n].VLAN[m].LogicalName string 論理 NW 名

BFWInfo[n].VLAN[m].IPAddress string IP アドレス

BFWInfo[n].VLAN[m].ClusterIPAddre
ss

string クラスタ IP アドレス（非クラスタの場合は
IPAddress と同じ値が出力されます）

BFWInfo[n].VLAN[m].IPSubnetMask string IP サブネットマスク

BFWInfo[n].VLAN[m].VLANType string VLAN 種別

リクエストで"LB"を指定した場合のレスポンス(JSON)

キー 型 説明

LBInfo object[] LB 情報の配列

LBInfo[n].Name string LB 名

LBInfo[n].GroupName string リソース管理グループ名（フルパス）

LBInfo[n].VLAN object[] VLAN 情報

LBInfo[n].VLAN[m].LogicalName string 論理 NW 名

LBInfo[n].VLAN[m].IPAddress string IP アドレス

LBInfo[n].VLAN[m].ClusterIPAddress string クラスタ IP アドレス（非クラスタの場合は
IPAddress と同じ値が出力されます）

LBInfo[n].VLAN[m].IPSubnetMask string IP サブネットマスク

LBInfo[n].VLAN[m].VLANType string VLAN 種別

注

論理 NW が接続されていない LB は表示されません。
 

リクエストで"SSL"を指定した場合のレスポンス(JSON)

キー 型 説明

SSLInfo object[] SSL 情報の配列

SSLInfo[n].Name string SSL の VDOM 名

SSLInfo[n].GroupName string リソース管理グループ名（フルパス）

SSLInfo[n].VLAN object[] VLAN 情報

SSLInfo[n].VLAN[m].LogicalName string 論理 NW 名

SSLInfo[n].VLAN[m].IPAddress string IP アドレス
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キー 型 説明

SSLInfo[n].VLAN[m].ClusterIPAddress string クラスタ IP アドレス（非クラスタの場合は
IPAddress と同じ値が出力されます）

SSLInfo[n].VLAN[m].IPSubnetMask string IP サブネットマスク

SSLInfo[n].VLAN[m].SSLStartIP string SSL-VPN 接続後の IPNW アドレス(IPPOOL の IP
アドレス)の開始 IP
(形式例：192.168.0.252)

SSLInfo[n].VLAN[m].SSLEndIP string SSL-VPN 接続後の IPNW アドレス(IPPOOL の IP
アドレス)の終了 IP
(形式例：192.168.0.253)

SSLInfo[n].VLAN[m].VLANType string VLAN 種別

リクエストで"GROUP"を指定した場合のレスポンス(JSON)

キー 型 説明

Groups object[] SSL 情報の配列

Groups[n].Name string リソース管理グループ名（フルパス）

Groups[n].PodName string 所属 MoM 名

Groups[n].ResourcePoolsIdentifier string SSC リソースプール識別子

Groups[n].ResourcePools string[] SSC リソースプール名一覧

リクエストで"VLAN"を指定した場合のレスポンス(JSON)

キー 型 説明

VLANInfo object[] VLAN 情報の配列

VLANInfo[n].LogicalName string 論理 NW 名

VLANInfo[n].Type string VLAN 種別

VLANInfo[n].GroupName string 所属リソースグループ名(フルパス)

VLANInfo[n].ID number VLAN ID

VLANInfo[n].IPAddress string IP アドレス

VLANInfo[n].IPSubnetMask string IP サブネットマスク

VLANInfo[n].ExtensionGroupName string[] 拡張先のリソース管理グループ名

VLANInfo[n].Range object[] IP 範囲のオブジェクト

VLANInfo[n].Range[m].Type string リソースタイプ

• "Allocation" : VM に払い出す IP アドレス範囲

• "Exclusion" : 自動的な払い出しから除外され
る IP アドレス範囲

• "FW": テナント FW に設定される IP アドレス
範囲

• "LB" : テナント LB に設定される IP アドレス
範囲

• "SSL" : SSL に設定される IP アドレス範囲

VLANInfo[n].Range[m].IPAddresses string[] IP アドレス範囲

VLANInfo[n].Resource object[] リソース情報

VLANInfo[n].Resource[m].Type string リソースタイプ {"TFW","LB","SSL","BFW" }

第 3 章   ワークフロー系 API 仕様

85



キー 型 説明

VLANInfo[n].Resource[m].IPAddress string リソース IP アドレス(クラスタの場合のみ複数出
力されます)

VLANInfo[n].Resource[m].ClusterIPAd
dress

string クラスタ IP アドレス（非クラスタの場合は
IPAddress と同じ値が出力されます）

VLANInfo[n].Resource[m].Name string リソース名

VLANInfo[n].Resource[m].SSLStartIP string SSL-VPN 接続後の IPNW アドレス(IPPOOL の IP
アドレス)の開始 IP*1

(形式例：192.168.0.252)

VLANInfo[n].Resource[m].SSLEndIP string SSL-VPN 接続後の IPNW アドレス(IPPOOL の IP
アドレス)の終了 IP*1

(形式例：192.168.0.253)

*1 VLANInfo[n].Resource[m].Type=SSL の場合のみ

 

注

論理 NW が接続されていないテナント FW、LB は表示されません。
 

• 実行例

リクエスト

POST /umf/reserveddcresource/<TenantID>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite :
{
    "keys": [
        "LB",
        "TFW",
        "BFW",
        "SSL",
        "VLAN",
        "GROUP"
    ]
}

レスポンス（リクエストで"TFW"を指定した場合）

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "FWInfo": [
        {
            "GroupName": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "Name": "TFWS200",
            "VLAN": [
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPSubnetMask": "255.255.255.0",
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                    "LogicalName": "LogicalNW2428",
                    "VLANType": "BusinessVLAN"
                }
            ]
        },
        {
            "GroupName": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "Name": "TFWS201",
            "VLAN": [
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.253",
                    "IPSubnetMask": "255.255.255.0",
                    "LogicalName": "LogicalNW2429",
                    "VLANType": "BusinessVLAN"
                }
            ]
        }
    ]
}

レスポンス（リクエストで"LB"を指定した場合）

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "LBInfo": [
        {
            "GroupName": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "Name": "LB200",
            "VLAN": [
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPSubnetMask": "255.255.255.0",
                    "LogicalName": "LogicalNW2428",
                    "VlanType": "BusinessVLAN"
                }
            ]
        },
        {
            "GroupName": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "Name": "LB201",
            "VLAN": [
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.253",
                    "IPSubnetMask": "255.255.255.0",
                    "LogicalName": "LogicalNW2429",
                    "VlanType": "BusinessVLAN"
                }
            ]
        }
    ]
}

レスポンス（リクエストで"SSL"を指定した場合）
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HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "SSLInfo": [
        {
            "GroupName": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "Name": "SSL200",
            "VLAN": [
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPSubnetMask": "255.255.255.0",
                    "LogicalName": "LogicalNW2428",
                    "SSLEndIP": "192.168.0.254",
                    "SSLStartIP": "192.168.0.224",
                    "VlanType": "TenantVLAN"
                }
            ]
        },
        {
            "GroupName": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "Name": "SSL201",
            "VLAN": [
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.253",
                    "IPSubnetMask": "255.255.255.0",
                    "LogicalName": "LogicalNW2429",
                    "SSLEndIP": "192.168.0.254",
                    "SSLStartIP": "192.168.0.224",
                    "VlanType": "TenantVLAN"
                }
            ]
        }
    ]
}

レスポンス（リクエストで"GROUP"を指定した場合）

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "Groups": [
        {
            "Name": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "PodName": "MoM1",
            "ResourcePools": [
                "RP1",
                "RP2"
            ],
            "ResourcePoolsIdentifier": "(*mom1*)"
        }
    ]
}

レスポンス（リクエストで"VLAN"を指定した場合）
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HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "VLANInfo": [
        {
            "ExtensionGroupName": [
                "ResourceGroupA/ManagementGroupB"
            ],
            "GroupName": "ResourceGroupA/ManagementGroupA",
            "ID": 2345,
            "IPAddress": "192.168.0.254",
            "IPSubnetMask": "255.255.255.0",
            "LogicalName": "LogicalNW2345",
            "Range": [
                {
                    "IPAddresses": [
                        "100.72.0.1 - 100.72.0.223"
                    ],
                    "Type": "Allocation"
                },
                {
                    "IPAddresses": [
                        "172.25.10.10",
                        "172.25.10.23"
                    ],
                    "Type": "Exclusion"
                },
                {
                    "IPAddresses": [
                        "100.78.0.249-100.78.0.253"
                    ],
                    "Type": "FW"
                },
                {
                    "IPAddresses": [
                        "100.78.1.249-100.78.1.253"
                    ],
                    "Type": "LB"
                },
                {
                    "IPAddresses": [
                        "100.78.2.249-100.78.2.253"
                    ],
                    "Type": "SSL"
                }
            ],
            "Resource": [
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.254",
                    "Name": "TFW200",
                    "Type": "TFW"
                },
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.254",
                    "Name": "LB200",
                    "Type": "LB"
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                },
                {
                    "ClusterIPAddress": "192.168.0.254",
                    "IPAddress": "192.168.0.254",
                    "Name": "SSL200",
                    "SSLEndIP": "",
                    "SSLStartIP": "",
                    "Type": "SSL"
                }
            ],
            "Type": "BusinessVLAN"
        }
    ]
}

3.51   自動選択試行 API
VM 作成時、VLAN 作成時などに行うリソースプールの自動選択処理を試行します。 クライ

アントが、実際に VM 作成などを実行した際に選択されるリソースを事前に確認することを

可能にします。

試行 API は

• テナント NW 作成

• テナント FW 作成

• LB 作成

• SSL 作成

• VM 作成

のオペレーションで利用可能です。

• HTTP メソッド

POST

• URL

/umf/trial/workflow/ID/execute

• パラメータ

試行対象の各オペレーションと全く同じパラメータを入力してください。

• レスポンス (HTTP ステータスコード)

コード 意味 説明

200 受理 成功

• レスポンス (JSON)

第 3 章   ワークフロー系 API 仕様

90



選択可能なリソース管理グループ名または、リソースプール名を一覧で返却します。

VM 作成ワークフローの自動選択試行の場合

キー 型 説明

Candidates object 選択候補の一覧（選択したリソースを含め選択可
能だったリソースの一覧）

Candidates.ResourcePools object[] リソースプールの選択可能候補一覧

Candidates.ResourcePools[m].Manage
mentGroupName

string リソース管理グループ名(フルパス)

Candidates.ResourcePools[m].Resource
PoolName

string SSC 上のリソースプール名（MoM 識別子付）

Candidates.ResourcePools[m].Rank number 選択候補内での順位を示します。１位のリソー

スが実際の作成時に選択されます。*1

Candidates.ResourcePools[m].NotConf
ormRule

string[] 一部のルールが不適合とした場合でも、選択対象
とする場合があります。不適合としたルール名
一覧。

Rejected object 選択対象から除外したリソースの一覧

Rejected.ResourcePools[m] object[] 選択除外リソースプール一覧

Rejected.ResourcePools[m].Manageme
ntGroupName

string リソース管理グループ名(フルパス)

Rejected.ResourcePools[m].ResourcePo
olName

string SSC 上のリソースプール名（MoM 識別子付）

Rejected.ResourcePools[m].RejectedRu
le

object 除外したルール

Rejected.ResourcePools[m].RejectedRu
le.Name

string ルール名

Rejected.ResourcePools[m].RejectedRu
le.Message

string 除外した理由、メッセージなどの情報

内部処理の結果、Rank1 ではなく、それ以下の Rank のリソースが選択される場合もあります。

 

ネットワーク系ワークフローの自動選択試行の場合

キー 型 説明

Candidates object 選択候補の一覧（選択したリソースを含め選択可
能だったリソースの一覧）

Candidates.ManagementGroups object[] リソースプールの選択可能候補一覧

Candidates.ManagementGroups[m].Ma
nagementGroupName

string リソース管理グループ名(フルパス)

Candidates.ManagementGroups[m].Ran
k

number 選択候補内での順位を示します。１位のリソー

スが実際の作成時に選択されます。*1

Candidates.ManagementGroups[m].Not
ConformRule

string[] 一部のルールが不適合とした場合でも、選択対象
とする場合があります。不適合としたルール名
一覧。

Rejected object 選択対象から除外したリソースの一覧

Rejected.ManagementGroups[m] object[] 選択除外リソース管理グループ一覧
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キー 型 説明

Rejected.ManagementGroups[m].Mana
gementGroupName

string リソース管理グループ名(フルパス)

Rejected.ManagementGroups[m].Reject
edRule

object 除外したルール

Rejected.ManagementGroups[m].Reject
edRule.Name

string ルール名

Rejected.ManagementGroups[m].Reject
edRule.Message

string 除外した理由、メッセージなどの情報

*1 内部処理の結果、Rank1 ではなく、それ以下の Rank のリソースが選択される場合もありま
す。

 

• 改版履歴

・ 3.0.0.201601
下記を追加
Rejected
Rejected.ResourcePools[m]
Rejected.ResourcePools[m].ManagementGroupName
Rejected.ResourcePools[m].ResourcePoolName
Rejected.ResourcePools[m].RejectedRule
Rejected.ResourcePools[m].RejectedRule.Name
Rejected.ResourcePools[m].RejectedRule.Message
Rejected.ManagementGroups[m]
Rejected.ManagementGroups[m].ManagementGroupName
Rejected.ManagementGroups[m].RejectedRule
Rejected.ManagementGroups[m].RejectedRule.Name
Rejected.ManagementGroups[m].RejectedRule.Message

• 実行例

リクエスト(テナント NW 作成の場合)

GET /umf/autoselection
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.1
Date: Fri, 10 Apr 2015 11:25:35 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
{
    "DeviceInfo" : {
    "Type" : null,
    "DeviceName" : null
    },
    "VlanInfoList" : [ {
        "Type" : "ManagementVLAN",
    }, {
        "Type" : "TenantVLAN",
    } ],
    "GroupInfoList" : {
        "Name" : null
    },
    "TenantID" : "TenantA",
    "DCResourceOperation" : "Create",
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    "DCResourceType" : "TenantNW"
}

レスポンス

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "Candidates": {
        "ManagementGroups": [
            {
                "ManagementGroupName": "GroupA/GroupB/ManagementA",
                "NotConformRule": [
                    "CPUResourceThresholdRule"
                ],
                "Rank": 1
            },
            {
                "ManagementGroupName": "GroupA/GroupB/ManagementB",
                "NotConformRule": [
                    "CPUResourceThresholdRule",
                    "MemoryResourceThresholdRule"
                ],
                "Rank": 2
            }
        ]
    }
}
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第 4 章   
リソース管理系 API 仕様
本章ではリソース管理系 API の仕様について説明します。

目次

4.1  リクエスト形式........................................................................................................................95

4.2  レスポンス形式........................................................................................................................95

4.3  エンドポイント........................................................................................................................95

4.4  API 一覧....................................................................................................................................95
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4.1   リクエスト形式

4.1.1   HTTP ヘッダ

SSC の API リファレンスを参照してください。

4.2   レスポンス形式
SSC の API リファレンスを参照してください。

4.3   エンドポイント
リクエスト可能な URL を以下に記述します。

https://<SSCホスト名>:26105/api/

4.4   API 一覧
以下の API を提供します。

パラメータおよびレスポンスについては SSC の API リファレンスを参照してください。

• グループ情報取得 API

• ホスト情報取得 API

• リソースプール一覧取得 API

• リソースプール情報取得 API

• VM 作成 API

• VM 再構成 API

• VM 削除 API

• VM スナップショット作成 API

• VM スナップショット適用 API

• VM スナップショット削除 API

• ホスト電源操作 API

• ジョブ取得 API

• ジョブキャンセル API

• ホスト性能情報取得 API
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第 5 章   
ワークフロー実行 API について
本章では、ワークフロー実行 API の使用方法について説明します。

目次

5.1  概要 ...........................................................................................................................................97

5.2  実行方法 ...................................................................................................................................97

5.3  ワークフローからリソース管理系 API を呼び出す .............................................................99

5.4  実行例 .....................................................................................................................................100

5.5  シナリオ一覧 .........................................................................................................................104

5.6  シナリオ .................................................................................................................................105

5.7  シナリオの同時実行について ..............................................................................................132
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5.1   概要
WebSAM vDC Automation では、NW、VM の ICT リソースの払い出し・再構成・削除などの

制御を ワークフローと呼ばれる機能を用いて実現しています。

ワークフロー機能の説明については 『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の 『6.1
ワークフローを設定する』を参照してください。

WebSAM vDC Automation では、RESTful API を利用してワークフローを実行することで、

NW、VM などの ICT リソースの払い出し・再構成・削除をポータルから指示することがで

きます。

図 5-1   ワークフロー参考例(VM 作成時のワークフロー)

5.2   実行方法
ワークフロー実行するためには、 「3.6   ワークフロー実行 API（12 ページ）」 を利用しま

す。

通常、WebSAM vDC Automation が標準で用意しているワークフローは、 ワークフロー中に

定義されたローカルオブジェクトという変数にしたがって動作をします。

例）VM 作成ワークフローでは、作成する OS・VM のスペックなどはローカルオブジェク

トに設定され、 その設定内容にしたがって VM が作成されます。
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これらのローカルオブジェクトは、 「3.6   ワークフロー実行 API（12 ページ）」 の引数（Json
パラメータ）に指定することで設定可能です。

「3.6   ワークフロー実行 API（12 ページ）」 に指定する Json は String 型の Key および Value
を指定します。 Key 名は Value を設定したいローカルオブジェクト名を指定します。 Value
にはローカルオブジェクトに設定したい値を指定します。

VM 作成等、ワークフロー内でワークフロー実行 API とは別の RESTful API を実行するアク

ションが存在する場合があります。 その場合は、「5.3   ワークフローからリソース管理系

API を呼び出す（99 ページ）」 を参照し、ワークフロー実行 API の Value に Json 文字列を

指定してください。
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5.3   ワークフローからリソース管理系 API を呼び出
す

ワークフローからリソース管理系 API を呼び出すことにより、VM の生成、削除などリソー

ス管理系 API を使用することができます。 リソース管理系 API を呼び出すためには、ワー

クフロー実行 API のパラメータにリソース管理系 API に渡す JSON リクエストイメージを

HTTP ヘッダ付きで設定します。

以下の HTTP ヘッダが必要になります。

フィールド 値

Content-Type 値は空でよい。ワークフロー内で自動設定する。

Host 値は空でよい。ワークフロー内で自動設定する。

Date 値は空でよい。ワークフロー内で自動設定する。

Authorization 値は空でよい。ワークフロー内で自動設定する。

Connection 値は空でよい。ワークフロー内で自動設定する。

Content-Length ボディの長さを(byte)を数字で指定する。

JSON に含める SSC リクエストのイメージ

POST /api/jobs/createhost HTTP/1.1
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Date:
Authorization:
Host:
Content-Length: 1276
Connection:

{"Group":"/ResellerB/TenantB/win",
    "HostName":"WINTESTA",
    "HostProfile":{
        "Account":"Administrator",
        "DomainAccount":null,
    :
    :
｝

上記イメージをダブルクオートと改行をエンコード(サニタイジング)し、JSON に格納しま

す。

エンコード後の文字列イメージ

"POST /api/jobs/createhost HTTP/1.1\nContent-Type: application/
json;charset=utf-8\nDate:\nAuthorization:\nHost:\nContent-Length:
1276\nConnection:\n\n{\"Group\":\"/ResellerB/TenantB/win\",\"HostName\":
\"WINTESTA\",\"HostProfile\":{\"Account\":\"Administrator\",
\"DomainAccount\":null,・・・}"
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5.4   実行例
ワークフロー実行するためには、 「3.6   ワークフロー実行 API（12 ページ）」 を利用しま

す。 「3.12   シナリオ ID 一覧 API（21 ページ）」 で取得したシナリオ ID を workflowID に指

定します。

5.4.1   VM 作成

VM 作成ワークフローで設定が必要なローカルオブジェクトは以下のとおりです。

キー 型 説明

CreateHostInfo string SSC の VM 作成 API を使用するための JSON 形式
の文字列

TenantID string テナント ID

OSType number OS 種別 {1：Windows | 2：Linux }

AGHostName string ホスト名

HyperVisorType string VM テンプレートの HyperVisor 種別

※『vDC Automation ワークフローテンプレートリファレンス』の VM 生成より

上記のローカルオブジェクトに値を設定するためには、 下記のような Json を指定したうえ

で、ワークフロー実行 API を実行します。

この例では、VM の払い出しを下記の設定としています。

• OS を Linux（"OSType"に 2 を設定）

• AGHostName を vm-extdisk5（"AGHostName"に設定）

• HyperVisor を VMWare（"HyperVisorType"に設定)

• TenantID に Test("TenantID"に設定）

まず CreateHostInfo 内に入れる SSC の VM 作成 API に対応した Json を作成します。
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SSC の VM 作成 API のリクエスト Json イメージ（改行済み）

※下記では改行した Json を記載しますが、実際は改行なしでリクエストパラメータを作成

してください。

{
    "ResourcePool" : "(*mom1*)RainPool",
    "MachineProfile" :
        {
            "CPU" :
                {
                    "Share" : "normal",
                    "Reservation" : 0,
                    "Limit" : 0,
                    "Count" : 1
                },
            "Memory" :
                {
                    "Limit" : 0,
                    "Share" : "normal",
                    "Reservation" : 0,
                    "Size" : 1024
                },
            "Disks" : [
                {
                    "RequestType" : "add",
                    "DiskType" : "thin",
                    "Type" : "systemdisk",
                    "Size" : 10240
                }
            ]
        },
    "HostProfile" :
        {
            "Account" : "root",
            "DomainSuffix" : "localdomain",
            "MaxConnection" : 0,
            "Timezone" : "EB",
            "Password" : "P@ssw0rd"
        },
    "NetworkProfiles" : [
        {
            "LogicalNetwork" : "LogicalNW1",
            "NicNumber" : 1,
            "RequestType" : "add"
        }
    ],
    "Template" : "m_rhel64x64_diff_tmp",
    "HostName" : "vm-extdisk"
}

上記の Json をサニタイジングします。

またワークフロー上で SSC の VM 作成 API を実行するために必要な以下の HTTP ヘッダ情

報を付加して CreateHostInfo 項を作成します。

• VM 作成 API のメソッド(POST)
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• VM 作成 API の URI(/api/jobs/createhost)

• HTTP のバージョン(HTTP/1.1)

• コンテントタイプ（Content-Type)

• Date ヘッダ（Date)

• Authorization ヘッダ（Authorization)

• Host ヘッダ（Host)

• Content-Length ヘッダ（Content-Length:サニタイジングする前の長さ)

• Connection ヘッダ（Connection)

さらに vDC として必要な OSType キーなどの設定も Json で指定します。

VM 作成 API のリクエスト Json イメージ（改行済み）

※下記では改行した Json を記載しますが、実際は改行なしでリクエストパラメータを作成

してください。

{
    "CreateHostInfo" : "POST /api/jobs/createhost HTTP/1.1\n
        Content-Type:\nDate:\n
        Authorization:\n
        Host:\n
        Content-Length: 870\n
        Connection:\n
        \n
        {\"ResourcePool\":\"(*mom1*)RainPool\",
        \"VMName\":null,\
        MachineProfile\:
        {\"CPU\":
                {\"Share\":\"normal\",
                \"Reservation\":0,
                \"Limit\":0,
                \"Count\":1},
            \"Memory\":
                {\"Limit\":0,
                \"Share\":\"normal\",
                \"Reservation\":0,
                \"Size\":1024},
            \"Disks\":
                [{\"DatastoreTags\":null,
                \"RequestType\":\"add\",
                \"DeviceSlot\":null,
                \"DiskType\":\"thin\",
                \"Type\":\"systemdisk\",
                \"Size\":10240}]},
            \"HostProfile\":
                {\"Organization\":null,
                \"ProductKey\":null,
                \"Account\":\"root\",
                \"DomainSuffix\":\"localdomain\",
                \"DomainType\":null,
                \"NetworkName\":null,
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                \"DomainAccount\":null,
                \"DomainPassword\":null,
                \"LicenseMode\":null,
                \"MaxConnection\":0,
                \"Owner\":null,
                \"Timezone\":\"EB\",
                \"Password\":\"P@ssw0rd\"},
            \"NetworkProfiles\":
                [{\"LogicalNetwork\":\"LogicalNW1\",
                \"IPAddresses\":null,
                \"NicNumber\":1,
                \"RequestType\":\"add\",
                \"PrimaryDNS\":null,
                \"SecondaryDNS\":null,
                \"TertiaryDNS\":null,
                \"PrimaryWINS\":null,
                \"SecondaryWINS\":null}],
            \"Template\":\"m_rhel64x64_diff_tmp\",
            \"HostName\":\"vm-extdisk\",
            \"Group\":null}
            \n",
    "OSType" : "2",
    "AGHostName" : "vm-extdisk",
    "HyperVisorType" : "VMWare",
    "VMTemplateID" : "25288767438849",
    "TenantID" : "SSC32Test"
}

実際のリクエストのイメージ

PUT /workflow/40000001/execute
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-UMF-API-Version: 2.2.0.201501
Date: Fri, 10 Apr 2015 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>

{
    "CreateHostInfo" : "POST /api/jobs/createhost HTTP/1.1\nContent-Type:
\nDate:\nAuthorization:\nHost:\nContent-Length: 984\nConnection:\n
\n{\"Host\":null,\"HostName\":\"vm-extdisk\",\"Group\":null,\"HostProfile
\":{\"Owner\":null,\"Timezone\":\"EB\",\"Password\":\"P@ssw0rd\",
\"MaxConnection\":0,\"Organization\":null,\"ProductKey\":null,\"Account
\":\"root\",\"DomainSuffix\":\"localdomain\",\"DomainType\":null,
\"NetworkName\":null,\"DomainAccount\":null,\"DomainPassword\":null,
\"LicenseMode\":null},\"MachineProfile\":{\"CPU\":{\"Count\":1,\"Share\":
\"normal\",\"Reservation\":0,\"Limit\":0},\"Memory\":{\"Size\":
1024,\"Share\":\"normal\",\"Limit\":0,\"Reservation\":0},\"Disks\":
[{\"Type\":\"systemdisk\",\"Size\":10240,\"RequestType\":\"add\",
\"DatastoreTags\":null,\"DiskType\":\"thin\",\"DeviceSlot\":null},{\"Type
\":\"extendeddisk\",\"Size\":15360,\"RequestType\":\"add\",
\"DatastoreTags\":null,\"DiskType\":\"thin\",\"DeviceSlot\":null}]},
\"NetworkProfiles\":[{\"RequestType\":\"add\",\"LogicalNetwork\":
\"LogicalNW1\",\"IPAddresses\":null,\"NicNumber\":1,\"PrimaryDNS\":null,
\"SecondaryDNS\":null,\"TertiaryDNS\":null,\"PrimaryWINS\":null,
\"SecondaryWINS\":null}],\"ResourcePool\":\"(*mom1*)RainPool\",\"Template
\":\"m_rhel64x64_diff_tmp\",\"VMName\":null}\n",
    "OSType" : "2",
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    "AGHostName" : "vm-extdisk5",
    "HyperVisorType" : "VMWare",
    "TenantID" : "Test"
}

※CreateHostInfo は、SSC の VM 作成 API を実行するための Json イメージを格納します。 し
たがって、CreateHostInfo の Value には、 「3.6   ワークフロー実行 API（12 ページ）」の

「ワークフローからリソース管理系 API を呼び出す」にしたがった形式の Json 文字列を格納

します。

以上で、VM 作成ワークフローが実行できます。

5.5   シナリオ一覧
vDC Automation に予め同梱されているは下記の通りです。

各シナリオの詳細については『vDC Automation ワークフローテンプレートリファレンス』を

参照してください。

シナリオ名 概要

Automation\Automatic\Network\CreateTenantFW テナント FW 作成

Automation\Automatic\Network\CreateTenantLB テナント LB 作成

Automation\Automatic\Network\CreateTenantNW テナント NW 作成

Automation\Automatic\Network\CreateVLAN VLAN 作成

Automation\Automatic\Network\DeleteSSL-VPN SSL-VPN 解除

Automation\Automatic\Network\DeleteTenantFW テナント FW 削除

Automation\Automatic\Network\DeleteTenantLB テナント LB 削除

Automation\Automatic\Network\DeleteTenantNW テナント NW 削除

Automation\Automatic\Network\DeleteVLAN VLAN 削除

Automation\Automatic\Network\SettingSSL-VPN SSL-VPN 設定
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シナリオ名 概要

Automation\Automatic\Network\UpdateTenantFW テナント FW 更新

Automation\Automatic\Network\UpdateTenantLB テナント LB 更新

Automation\Automatic\Physical\DeletePhysicalServer 物理サーバ削除

Automation\Automatic\Physical\ProvisionPhysicalServer 物理サーバ作成

Automation\Automatic\Physical\ReconfigurePhysicalServer 物理サーバ再構成

Automation\Automatic\VM\CreateVM VM 生成

Automation\Automatic\VM\DeleteVM VM 削除

Automation\Automatic\VM\ReconfigureVM VM 再構成

Automation\Automatic\VMTemplate\CreateTemplate VM テンプレート作成

Automation\Automatic\VMTemplate\DeleteTemplate VM テンプレート削除

Automation\Automatic\VMTemplate\GetTemplateList VM テンプレート一覧取
得

Automation\Manual\VM\UpdatePerformanceCounter 性能監視情報更新

Automation\Manual\VMTemplate\RegisterTemplateByUser 手動 VM テンプレート登
録

5.6   シナリオ
一部のシナリオに関してはシナリオ実行 API により、ワークフロー内で処理が行われます。

それらのシナリオについて説明します。

5.6.1   テナント NW 作成

一テナントに対して事業者管理 LAN、テナント管理 LAN、テナント FW を作成する。 事業

者管理 LAN は、主に VM にインストールされている vDC エージェントと GM/MoM の通信

用に利用される。

テナント管理 LAN は、テナント管理者が SSL 経由などで VM にアクセスするために利用さ

れる。

• シナリオ名 CreateTenantNW

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 TenantNW を指定

DCResourceOperation string 不可 Create を指定

GroupInfoList object[] 不可

GroupInfoList[n].Name string 不可 リソースグループ名 or DC リソース管
理グループ名のフルパス

VlanInfoList object[] 不可

第 5 章   ワークフロー実行 API について

105



パラメータ 型 省略可
否

説明

VlanInfoList[n].Type string 不可 以下のパラメータが入力可能

• ManagementVLAN: 事業者管理
VLAN

• TenantVLAN: テナント管理 VLAN

DeviceInfo object 可

DeviceInfo.Type string 不可 TFW のみ指定可能です。 指定を省略
した場合は、TFW が払い出されません。
*1

DeviceInfo.DeviceName string 可 Type で指定したリソースの作成に利用
する NW 機器名を明示する場合に指定
してください。

TagInfo object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags[m].Key string 不可 キー名

TagInfo[n].ResourceTags[m].Value string 不可 値

TagInfo[n].ResourceTags[m].Type string 可 リソースグループを自動で選択する際
に、タグを適用するタイプを指定す
る。 指定できるタイプについては
「5.6.23   タグ指定種別（131 ページ）」
を参照してください。

既定値は、"extend"

*1 自動選択した場合、BFW とテナント FW の両方が存在する管理グループが選択されます。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 テナント NW 作成時に返却される主な
パラメータは下記の通り。

resultdata.ManagementLogicalNWName 事業者管理 LAN の論理 NW 名

resultdata.ManagementVlanIPSubnet 事業者管理 LAN のサブネット

resultdata.ManagementVlanSubnetMask 事業者管理 LAN のサブネットマスク

resultdata.ManagementVlanFwIpAddress 事業者管理 LAN のテナント FW 側の IP アドレ
ス

resultdata.ManagementVlanID 払い出した事業者管理 VLAN の VLANID

第 5 章   ワークフロー実行 API について

106



キー 説明

resultdata.TenantLogicalNWName テナント管理 LAN の論理 NW 名

resultdata.TenantVlanIPSubnet テナント管理 LAN のサブネット

resultdata.TenantVlanSubnetMask テナント管理 LAN のサブネットマスク

resultdata.TenantVlanFwIpAddress テナント管理 LAN のテナント FW 側の IP アド
レス

resultdata.TenantVlanID 払い出したテナント管理 VLAN の VLANID

resultdata.TenantFWInfo テナント FW を作成した NW 機器名

resultdata.TenantFWName 払い出した論理テナント FW 名

resultdata.BackEndFWInfo BackEndFW を作成した NW 機器名

resultdata.BackEndFWVirtualName 設定先の BFW 用 VDOM 名

resultdata.BackEndFWVirtualNode 設定先の BFW 用 VDOM を一意に識別する情報
(NW 機器名/VDOM 名の形式)

resultdata.ResourceGroupName BFW を払い出したリソース管理グループ名

5.6.2   テナント NW 削除

テナント NW の削除を行う。

• シナリオ名 DeleteTenantNW

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID*1

DCResourceType string 不可 TenantNW を指定

DCResourceOperation string 不可 Delete を指定

*1 下記のものが払い出されているテナントは削除できません。

テナント FW：ポリシー等の設定が残っている場合、対象のテナント FW が削除されませ
ん。

テナント LB：テナント削除の実行に失敗します。

VM、VM テンプレート：対象 VM、VM テンプレートに接続しているポートグループが削
除されません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了
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キー 説明

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。

5.6.3   テナント FW 作成

テナントが利用するファイアウォールの払い出しを行います。

• シナリオ名 CreateTenantFW

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 TFW を指定

DCResourceOperation string 不可 Create を指定

GroupInfoList object[] 可

GroupInfoList[n].Name string 不可 リソースグループ名 or DC リソース管
理グループ名のフルパス

VlanInfoList object[] 不可

VlanInfoList[n].Type string 不可 以下のパラメータが入力可能

• BusinessVLAN: 業務 VLAN
• PublicVLAN: パブリック VLAN
• WANServiceVLAN: WAN

*1*2

VlanInfoList[n].LogicalName string 不可 TFW に接続する論理 NW 名を指定

DeviceInfo object 不可

DeviceInfo[n].Type string 不可 TFW のみ指定可能です。

DeviceInfo[n].DeviceName string[] 可 Type で指定したリソースの作成に利用
する NW 機器名を明示する場合に指定

してください。*2

TagInfo object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags[m].Key string 不可 キー名

TagInfo[n].ResourceTags[m].Value string 不可 値

TagInfo[n].ResourceTags[m].Type string 可 リソースグループを自動で選択する際
に、タグを適用するタイプを指定す
る。 指定できるタイプについては
「5.6.23   タグ指定種別（131 ページ）」
を参照してください。

既定値は、"extend"

*1 指定がなくてもテナント管理 VLAN が自動的に接続されます。
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*2 同一の機器を使用して、同一の論理ネットワークに接続するテナント FW を複数払い出す
ことはできません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 テナント FW 作成時に返却される主な
パラメータは下記の通り。

resultdata.TenantFWInfo 払い出したテナント FW 機器名

resultdata.LogicalNWName テナント FW に設定されている全 VLAN の論理

NW 名*1

resultdata.VlanID テナント FW に設定されている全 VLAN の

VLAN-ID*1

resultdata.FwIpAddressList テナント FW に設定されている全 VLAN の IP ア
ドレス一覧

resultdata.TenantFWName 払い出した論理テナント FW 名

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.FWFIPAddressList テナント FW に設定されている IP アドレス一
覧。

非クラスタ構成の場合、装置に設定された IP ア
ドレス。

クラスタ構成の場合、クラスタに設定されたフ
ローティング IP アドレス。

*1 LogicalNWName に表示される論理 NW 名と同じ順序で論理 NW 名毎の IP アドレスも表
示されます。 テナント管理 VLAN の情報も含まれます。

 

5.6.4   テナント FW 更新

払い出し済みのテナント FW に対して、指定 VLAN の接続・切断を行う。

• シナリオ名 UpdateTenantFW

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

第 5 章   ワークフロー実行 API について

109



パラメータ 型 省略可
否

説明

DCResourceType string 不可 TFW を指定

DCResourceOperation string 不可 Update を指定

VlanInfoList object[] 不可

VlanInfoList[n].Type string 不可 以下のパラメータが入力可能

• BusinessVLAN: 業務 VLAN
• PublicVLAN: パブリック VLAN
• WANServiceVLAN: WAN

*1

VlanInfoList[n].LogicalName string 不可 TFW に接続・切断する対象の論理 NW
名を指定

VlanInfoList[n].ConnectDevice string 可 以下のパラメータが入力可能

• connect: TFW へ接続する

• disconnect: TFW へ接続しない

省略した場合、VlanInfoList.LogicalName
で指定した論理 NW 名が既に接続済み
の場合は disconnect が選択 されます。
VlanInfoList.LogicalName で指定した論
理 NW 名が未接続の場合は connect が
選択されます。

DeviceInfo object 不可

DeviceInfo.Type string 不可 TFW のみ指定可能です。

DeviceInfo.DeviceName string[] 不可 指定した VLAN の接続・切断対象とな

る論理テナント FW 名*1

*1 同一の機器を使用して、同一の論理ネットワークに接続するテナント FW を複数払い出す
ことはできません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 テナント FW 更新時に返却される主な
パラメータは下記の通り。

resultdata.TenantFWInfo 払い出したテナント FW 機器名

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.LogicalNWName テナント FW に接続した全 VLAN の論理 NW 名
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キー 説明

resultdata.VlanID テナント FW に接続した全 VLAN の VLAN-ID

resultdata.FwIpAddressList テナント FW に接続した全 VLAN の IP アドレス

一覧*1

resultdata.FWFIPAddressList テナント FW に接続した IP アドレス一覧。

非クラスタ構成の場合、装置に設定された IP ア
ドレス。

クラスタ構成の場合、クラスタに設定されたフ
ローティング IP アドレス。

resultdata.LogicalNWName_Del テナント FW から切断された全 VLAN の論理
NW 名

resultdata.VlanID_Del テナント FW から切断された全 VLAN の VLAN-
ID

resultdata.TenantFWName 払い出した論理テナント FW 名

*1 LogicalNWName に表示される論理 NW 名と同じ順序で論理 NW 名毎の IP アドレスも表
示されます。

 

5.6.5   テナント FW 削除

テナント FW の削除を行う。

• シナリオ名 DeleteTenantFW

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 TFW を指定

DCResourceOperation string 不可 Delete を指定

DeviceInfo string 不可

DeviceInfo[n].Type string 不可 TFW を指定

DeviceInfo[n].DeviceName string 不可 削除対象の論理テナント FW 名

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
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キー 説明

クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。

5.6.6   テナント LB 作成

テナント LB を作成する。

• シナリオ名 CreateTenantLB

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 LB を指定

DCResourceOperation string 不可 Create を指定

GroupInfoList object[] 可

GroupInfoList[n].Name string 不可 リソースグループ名 or DC リソース管
理グループ名のフルパス

VlanInfoList object[] 不可

VlanInfoList[n].Type string 不可 以下のパラメータが入力可能

• BusinessVLAN: 業務 VLAN
*1*2

VlanInfoList[n].LogicalName string 不可 LB に接続する論理 NW 名を指定

DeviceInfo object 不可

DeviceInfo.Type string 不可 以下のパラメータが入力可能

• LB: LB が単独装置の場合

• ClusterG: LB がクラスタ構成の場合
*1*2

DeviceInfo.DeviceName string 可 Type で指定したリソースの作成に利用
する NW 機器名を明示する場合に指定

してください。*2

TagInfo object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags[m].Key string 不可 キー名

TagInfo[n].ResourceTags[m].Value string 不可 値

TagInfo[n].ResourceTags[m].Type string 可 リソースグループを自動で選択する際
に、タグを適用するタイプを指定す
る。 指定できるタイプについては
「5.6.23   タグ指定種別（131 ページ）」
を参照してください。

既定値は、"extend"

*1 指定がなくてもテナント管理 VLAN が自動的に接続されます。

*2 同一の機器を使用して、同一の論理ネットワークに接続するテナント LB を複数払い出す
ことはできません。
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• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 テナント LB 作成時に返却される主な
パラメータは下記の通り。

resultdata.TenantLBInfo 払い出した論理テナント LB 名

resultdata.LogicalNWName テナント LB に設定されている全 VLAN の論理

NW 名*1

resultdata.VlanID テナント LB に設定されている全 VLAN の

VLAN-ID*1

resultdata.LbIpAddressList テナント LB に設定されている全 VLAN の IP ア
ドレス一覧

resultdata.TenantLBDeviceName 払い出したテナント LB 機器名

resultdata.TenantLBClusterGroupName 払い出したテナント LB のクラスタグループ名

クラスタグループが組まれていない場合、空とな
る。

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.LbFIPAddressList テナント LB に設定されている IP アドレス一覧。

非クラスタ構成の場合、装置に設定された IP ア
ドレス。

クラスタ構成の場合、クラスタに設定されたフ
ローティング IP アドレス。

*1 LogicalNWName に表示される論理 NW 名と同じ順序で論理 NW 名毎の IP アドレスも表
示されます。 テナント管理 VLAN の情報も含まれます。

 

5.6.7   テナント LB 更新

払い出し済みのテナント LB に対して、指定 VLAN の接続・切断を行う。

• シナリオ名 UpdateTenantLB

• パラメータ
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パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 LB を指定

DCResourceOperation string 不可 Update を指定

VlanInfoList object[] 不可

VlanInfoList[n].Type string 不可 以下のパラメータが入力可能

• BusinessVLAN: 業務 VLAN
*1

VlanInfoList[n].LogicalName string 不可 LB に接続・切断する対象の論理 NW 名
を指定

VlanInfoList[n].ConnectDevice string 可 以下のパラメータが入力可能

• connect: LB へ接続する

• disconnect: LB へ接続しない

省略した場合、VlanInfoList.LogicalName
で指定した論理 NW 名が既に接続済み
の場合は disconnect が選択 されます。
VlanInfoList.LogicalName で指定した論
理 NW 名が未接続の場合は connect が
選択されます。

DeviceInfo object 不可

DeviceInfo[n].Type string 不可 LB のみ指定可能です。

DeviceInfo[n].DeviceName string 可 指定した VLAN の接続・切断対象とな

る論理テナント LB 名*1

*1 同一の機器を使用して、同一の論理ネットワークに接続するテナント LB を複数払い出す
ことはできません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 テナント LB 更新時に返却される主な
パラメータは下記の通り。

resultdata.TenantLBInfo 払い出した論理テナント LB 名

resultdata.TenantLBDeviceName 払い出したテナント LB 機器名

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.LogicalNWName テナント LB に接続した全 VLAN の論理 NW 名
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キー 説明

resultdata.VlanID テナント LB に接続した全 VLAN の VLAN-ID

resultdata.LbIpAddressList 接続した全 VLAN の IP アドレス一覧*1

resultdata.LbFIPAddressList テナント LB に接続した IP アドレス一覧。

非クラスタ構成の場合、装置に設定された IP ア
ドレス。

クラスタ構成の場合、クラスタに設定されたフ
ローティング IP アドレス。

resultdata.LogicalNWName_Del テナント LB から切断された全 VLAN の論理
NW 名

resultdata.VlanID_Del テナント LB から切断された全 VLAN の VLAN-
ID

*1 LogicalNWName に表示される論理 NW 名と同じ順序で論理 NW 名毎の IP アドレスも表
示されます。

 

5.6.8   テナント LB 削除

テナント LB の削除を行う。

• シナリオ名 DeleteTenantLB

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 LB を指定

DCResourceOperation string 不可 Delete を指定

DeviceInfo object 不可

DeviceInfo.Type string 不可 LB を指定

DeviceInfo.DeviceName string 不可 削除対象の論理テナント LB 名

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。
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5.6.9   SSL 作成

SSL-VPN を設定する。

• シナリオ名 SettingSSL-VPN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 SSL を指定

DCResourceOperation string 不可 Create を指定

GroupInfoList object[] 可

GroupInfoList[n].Name string 不可 リソースグループ名 or DC リソース管
理グループ名のフルパス

省略時はテナント NW 作成時に決めら

れた管理グループ*1

DeviceInfo object 不可

DeviceInfo.Type string 不可 SSL を指定

LocalID string 可 ローカル認証設定時のアカウント

LocalPW string 可 ローカル認証設定時のパスワード。
Base64 エンコード後の文字列を格納す
る

TagInfo object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags[m].Key string 不可 キー名

TagInfo[n].ResourceTags[m].Value string 不可 値

TagInfo[n].ResourceTags[m].Type string 可 リソースグループを自動で選択する際
に、タグを適用するタイプを指定す
る。 指定できるタイプについては
「5.6.23   タグ指定種別（131 ページ）」
を参照してください。

既定値は、"extend"

*1 SSL-VPN を使用する場合は、SSL-VPN と同じ管理グループにテナント FW が存在してい
る必要があります。 SSL-VPN 作成時は、テナント FW を払い出す、または払い出したリ
ソースグループ/管理グループを指定してください。 テナント FW が作成されたリソース
グループ/ 管理グループは、 「5.6.3   テナント FW 作成（108 ページ）」 のレスポンスの
resultdata.ResourceGroupName を参照してください。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中
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キー 説明

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 SSL 作成時に返却される主なパラメー
タは下記の通り。

resultdata.SSLVPNInfo SSL に設定された IP アドレス

resultdata.SSLVPNDevName 払い出した SSL 機器名

resultdata.SSLVPNVirtualName 設定先の SSL 用 VDOM 名

resultdata.SSLVPNVirtualNode 設定先の SSL 用 VDOM を一意に識別する名前
(NW 機器名/VDOM 名の形式)

resultdata.SSLVPNName SSL を一意に識別する名前（管理グループ名/装置
名/VDOM 名の形式）

resultdata.SSLVPNAccessInfo 作成された SSL にアクセスするための IP アドレ
ス

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.TenantVlanID 払い出したテナント管理 VLAN の VLAN-ID

5.6.10   SSL 削除

SSL-VPN の設定を削除する。

• シナリオ名 DeleteSSL-VPN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 SSL を指定

DCResourceOperation string 不可 Delete を指定

DeviceInfo object 不可

DeviceInfo.Type string 不可 SSL を指定

DeviceInfo.DeviceName string 可 SSL を一意に識別する名前

TenantID が複数の SSL を利用していた
場合は、省略不可

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中
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キー 説明

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。

5.6.11   業務 VLAN 作成

テナントが利用する業務 VLAN を作成する。

• シナリオ名 CreateVLAN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 VLAN を指定

DCResourceOperation string 不可 Create を指定

VlanInfo object 不可

VlanInfo.Type string 不可 BusinessVLAN を指定

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 VLAN 作成時に返却される主なパラ
メータは下記の通り。

resultdata.LogicalNWName 論理 NW 名

resultdata.VlanIPSubnet VLAN の IP サブネット

resultdata.VlanSubnetMask VLAN のサブネットマスク

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.VlanID 払い出した VLAN の VLAN-ID
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5.6.12   業務 VLAN 削除

テナントが利用する業務 VLAN を削除する。

• シナリオ名 DeleteVLAN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 VLAN を指定

DCResourceOperation string 不可 Delete を指定

VlanInfo object 不可

VlanInfo.Type string 不可 BusinessVLAN を指定

VlanInfo.LogicalName string 不可 削除対象の LAN が設定されている論

理 NW 名*1

*1 テナント FW、テナント LB、VM、VM テンプレートに接続されている論理 NW は削除で
きません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。

5.6.13   パブリック VLAN 作成

テナントが利用するパブリック VLAN を作成する。

• シナリオ名 CreateVLAN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 VLAN を指定

DCResourceOperation string 不可 Create を指定
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パラメータ 型 省略可
否

説明

VlanInfo object 不可

VlanInfo.Type string 不可 PublicVLAN を指定

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 VLAN 作成時に返却される主なパラ
メータは下記の通り。

resultdata.LogicalNWName 論理 NW 名

resultdata.VlanIPSubnet VLAN の IP サブネット

resultdata.VlanSubnetMask VLAN のサブネットマスク

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.VlanID 払い出した VLAN の VLAN-ID

5.6.14   パブリック VLAN 削除

テナントが利用するパブリック VLAN を削除する。

• シナリオ名 DeleteVLAN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 VLAN を指定

DCResourceOperation string 不可 Delete を指定

VlanInfo object 不可

VlanInfo.Type string 不可 PublicVLAN を指定

VlanInfo.LogicalName string 不可 削除対象の LAN が設定されている論

理 NW 名*1

*1 テナント FW に接続されている論理 NW は削除できません。

 

• レスポンス
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キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。

5.6.15   WAN 作成

テナントが利用する WAN を作成する。

一つのテナントに一つの WAN が作成される。

• シナリオ名 CreateVLAN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 VLAN を指定

DCResourceOperation string 不可 Create を指定

VlanInfo object 不可

VlanInfo.Type string 不可 WANServiceVLAN を指定

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 VLAN 作成時に返却される主なパラ
メータは下記の通り。

resultdata.LogicalNWName 論理 NW 名

resultdata.VlanIPSubnet VLAN の IP サブネット
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キー 説明

resultdata.VlanSubnetMask VLAN のサブネットマスク

resultdata.ResourceGroupName リソースを払い出したリソース管理グループ名

resultdata.VlanID 払い出した VLAN の VLAN-ID

5.6.16   WAN 削除

テナントが利用する WAN を削除する。

• シナリオ名 DeleteVLAN

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

TenantID string 不可 テナント ID

DCResourceType string 不可 VLAN を指定

DCResourceOperation string 不可 Delete を指定

VlanInfo object 不可

VlanInfo.Type string 不可 WANServiceVLAN を指定

VlanInfo.LogicalName string 不可 削除対象の LAN が設定されている論

理 NW 名*1

*1 テナント FW に接続されている論理 NW は削除できません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。

5.6.17   VM 作成

テナントが利用する VM を作成する。

• シナリオ名 CreateVM

• パラメータ
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パラメータ 型 省略可
否

説明

CreateHostInfo string 不可 SSC の VM 作成 API(POST /api/jobs/
createhost)を使用するための HTTP
ヘッダおよび JSON 形式の文字列

形式については 「5.3   ワークフローか
らリソース管理系 API を呼び出す（99
ページ）」を参照

JSON の各パラメータについては、SSC
の API リファレンスを参照

LogicalAssetIDList string 可 論理資産番号のリスト(タグ区切り)

LogicalAssetIndexList string 可 論理資産のインデックス番号のリスト

DistributionNameList object 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージの名前のリスト(タグ区切
り)

DistributionVerList string 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージのバージョンのリスト

AGHostName string 不可 ホスト名

• Windows： 15 文字以内

• Linux： 26 文字以内

CreateHostInfo パラメータの、JSON で
指定したホスト名と同じものを指定し
てください。

ResourceGroups string[] 可 選択対象としたいリソースグループ名
を指定します。 指定したリソースグ
ループ配下のすべてのサブリソースグ
ループ配下のリソース管理グループが
選択対象になります。 本パラメータを
指定した場合、ManagementGroups 、お
よび、CreateHostInfo の ResourcePool に
指定したパラメータは無視されます。
選択対象としたいリソースグループ
を、ルートリソースグループからのフ
ルパスで指定してください。 複数のリ
ソースグループにまたがった場合デ
フォルトのルールが適用されます。

ManagementGroups string[] 可 選択対象としたいリソース管理グルー
プ名を指定します。 指定したリソース
管理グループのリソースプールを選択
対象とします。 本パラメータを指定し
た場合、CreateHostInfo の ResourcePool
に指定したパラメータは無視されま
す。 また、TagInfo に指定したパラメー
タも無視され全ての指定した管理グ
ループが選択対象となります。

TenantID string 不可 テナントの ID を設定してください。

SpecifiedResourceType string 可 ResourcePool （CreateHostInfo パラメー
タの JSON キー）に指定したリソース
の種別を指定します。 指定されない、
もしくは指定可能文字列以外の場合
は、SSC 上のリソースプール、リソー
スグループ、リソース管理グループの
いずれかから自動判別 します。 リ
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パラメータ 型 省略可
否

説明

ソースグループは自動判別されません
ので、必ず指定してください。

以下のパラメータが指定可能です。

• ResourceGroup: リソースグループ

• ManagementGroup: リソース管理グ
ループ

• ResourcePool: リソースプール

TagInfo object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags object[] 可

TagInfo[n].ResourceTags[m].Key string 不可 キー名

TagInfo[n].ResourceTags[m].Value string 不可 値

TagInfo[n].ResourceTags[m].Type string 可 リソースグループを自動で選択する際
に、タグを適用するタイプを指定す
る。 指定できるタイプについては
「5.6.23   タグ指定種別（131 ページ）」
を参照してください。

既定値は、"extend"

HyperVisorType string 不可 指定したテンプレートのハイパーバイ
ザー種別

• VMware
• Hyper-V
• KVM

OSType string 不可 • 1: Windows
• 2: Linux

VMTemplateID string 可 VM テンプレート ID
VM テンプレート ID、VM テンプレー
ト名が両方指定されている場合、VM テ
ンプレート ID の値を優先します。 両
方省略されている場合、 VM テンプ
レート共有を行わない環境として VM
生成を行います。

VMTemplateName string 可 VM テンプレート名

VM テンプレート ID、VM テンプレー
ト名が両方指定されている場合、VM テ
ンプレート ID の値を優先します。 両
方省略されている場合、 VM テンプ
レート共有を行わない環境として VM
生成を行います。

VMImageName string 可 VM イメージ名

MoveAsset string 可 資産管理ツリーにテナント ID のグ
ループを作成し、作成した VM をその
グループへ資産移動するかどうかを指
定します。資産移動を行わない場合、
作成した VM は「未定義」グループへ
登録されます。

• 0:資産移動を行わない(既定値)
• 1:資産移動を行う
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パラメータ 型 省略可
否

説明

SpecifiedManager string 可 VM のエージェント接続先を特定の
VM 監視サーバにする場合、VM 監視
サーバ名を指定します。接続先を管理
サーバとする場合は、
"SELFMANAGER"を指定します。

本パラメータを省略した場合は、自動
で接続先が決定されます。接続先決定
のルールと設定方法については、『vDC
Automation コンフィグレーションガイ
ド』の 『9.3.4 VM 監視サーバへの振り
分け設定を行う』を参照してください。

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 VM 作成時に返却される主なパラメー
タは下記の通り。

resultdata.UUID 生成した VM の UUID

resultdata.HostPath SSC に登録されたホストパス

resultdata.CreateVMErrCode VM 生成の HTTP ステータスコード

resultdata.ImportVMErrCode VM インポート時のエラーコード

• 0： エラーなし

• 1： VM インポートに失敗

resultdata.GroupPath 生成した VM のグループ名

resultdata.ResourceGroupName 生成した VM のリソースグループ名

5.6.18   VM 再構成

テナントが利用する VM を再構成する。

• シナリオ名 ReconfigureVM

• パラメータ
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パラメータ 型 省略可
否

説明

ReConfigureHostInfo string 不可 SSC の VM 再構成 API(POST /api/jobs/
reconfigurehost)を使用するための HTTP
ヘッダおよび JSON 形式の文字列

形式については 「5.3   ワークフローか
らリソース管理系 API を呼び出す（99
ページ）」を参照

JSON の各パラメータについては、SSC
の API リファレンスを参照
*1

LogicalAssetIDList string 可 論理資産番号のリスト(タグ区切り)

LogicalAssetIndexList string 可 論理資産のインデックス番号のリスト

DistributionNameList object 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージの名前のリスト(タグ区切
り)

DistributionVerList string 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージのバージョンのリスト

AGHostName string 不可 再構成対象 VM のホスト名

• Windows： 15 文字以内

• Linux： 26 文字以内

UUID string 不可 再構成する VM の UUID

TenantID string 不可 テナントの ID を設定してください。

ShutdownOnReconfigureVM string 可 VM 再構成の際に VM 停止を行うかど
うかを指定します。

• 0:VM 停止しない(既定値)
• 1:VM 停止する

VM 停止を伴う構成変更を行う場合は、
「1:VM 停止する」を指定してください。

*1 NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]は省略できません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 VM 再構成時に返却される主なパラ
メータは下記の通り。

resultdata.ReConfigureVMErrCode VM 再構成時の HTTP ステータスコード
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5.6.19   VM 削除

テナントが利用する VM を削除する。

• シナリオ名 DeleteVM

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

DeleteHostInfo string 不可 SSC の VM 削除 API(POST /api/jobs/
deletehost)を使用するための HTTP
ヘッダおよび JSON 形式の文字列

形式については 「5.3   ワークフローか
らリソース管理系 API を呼び出す（99
ページ）」を参照

JSON の各パラメータについては、SSC
の API リファレンスを参照

AGHostName string 不可 削除対象 VM のホスト名

• Windows： 15 文字以内

• Linux： 26 文字以内

UUID string 不可 削除する VM の UUID

TenantID string 不可 テナントの ID を設定してください。

MoveAsset string 可 資産管理ツリーにテナント ID のグ
ループを作成しており、VM 削除によっ
てそのグループの資産がなくなる場合
にテナント ID のグループを削除する
かどうかを指定します。

• 0:資産グループを削除しない(既定
値)

• 1:資産グループを削除する

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 VM 削除時に返却される主なパラメー
タは下記の通り。

resultdata.DeleteVMErrCode VM 削除時の HTTP ステータスコード
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5.6.20   物理サーバ作成

物理サーバを払い出し、スタティックルートの設定、ライセンスキーの紐付け、ソフトウェ

アの配布を行う。

• シナリオ名 ProvisionPhysicalServer

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

CreateHostInfo string 不可 SSC の VM 作成 API(POST /api/jobs/
createhost)を使用するための HTTP
ヘッダおよび JSON 形式の文字列

形式については 「5.3   ワークフローか
らリソース管理系 API を呼び出す（99
ページ）」を参照

JSON の各パラメータについては、SSC
の API リファレンスを参照
*1

LogicalAssetIDList string 可 論理資産番号のリスト(タグ区切り)

LogicalAssetIndexList string 可 論理資産のインデックス番号のリスト

DistributionNameList object 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージの名前のリスト(タグ区切
り)

DistributionVerList string 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージのバージョンのリスト

AGHostName string 不可 ホスト名

• Windows： 15 文字以内

• Linux： 26 文字以内

CreateHostInfo パラメータの、JSON で
指定したホスト名と同じものを指定し
てください。

ProvisionPhysicalServerReq string 不可 値は空

TenantID string 不可 テナントの ID を設定してください。

OSType string 不可 • 1: Windows
• 2: Linux

MoveAsset string 可 資産管理ツリーにテナント ID のグ
ループを作成し、作成した物理サーバ
をそのグループへ資産移動するかどう
かを指定します。資産移動を行わない
場合、作成した物理サーバは「未定義」
グループへ登録されます。

• 0:資産移動を行わない(既定値)
• 1:資産移動を行う

SpecifiedManager string 可 物理サーバのエージェント接続先を特
定の VM 監視サーバにする場合、VM
監視サーバ名を指定します。接続先を
管理サーバとする場合は、
"SELFMANAGER"を指定します。
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パラメータ 型 省略可
否

説明

本パラメータを省略した場合は、自動
で接続先が決定されます。接続先決定
のルールと設定方法については、『vDC
Automation コンフィグレーションガイ
ド』の 『9.3.4 VM 監視サーバへの振り
分け設定を行う』を参照してください。

*1 リソースプール名は省略できません。 リソースプール名には[管理グループ名]/[クラスタ
グループ名]の形式で入力してください。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 物理サーバ作成時に返却される主なパ
ラメータは下記の通り。

resultdata.UUID 生成した物理サーバの UUID

resultdata.CreateVMErrCode 物理サーバ生成の HTTP ステータスコード

5.6.21   物理サーバ再構成

物理サーバを再構成し、ライセンスキーの紐付け、ソフトウェアの配布、性能監視設定の更

新を行う。

• シナリオ名 ReconfigurePhysicalServer

• パラメータ

パラメータ 型 省略可
否

説明

ReConfigureHostInfo string 不可 SSC の VM 再構成 API(POST /api/jobs/
reconfigurehost)を使用するための HTTP
ヘッダおよび JSON 形式の文字列

形式については 「5.3   ワークフローか
らリソース管理系 API を呼び出す（99
ページ）」を参照

JSON の各パラメータについては、SSC
の API リファレンスを参照
*1*2
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パラメータ 型 省略可
否

説明

ReconfigurePhysicalServerReq string 不可 値は空

LogicalAssetIDList string 可 論理資産番号のリスト(タグ区切り)

LogicalAssetIndexList string 可 論理資産のインデックス番号のリスト

DistributionNameList object 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージの名前のリスト(タグ区切
り)

DistributionVerList string 可 AssetSuite に事前に登録された、配布す
るパッケージのバージョンのリスト

AGHostName string 不可 再構成対象の物理マシンのホスト名

• Windows： 15 文字以内

• Linux： 26 文字以内

UUID string 不可 再構成する物理サーバの UUID

TenantID string 不可 テナントの ID を設定してください。

*1 NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]は省略できません。

*2 論理ネットワークの再構成のみ可能です。NIC の追加／削除はできません。

 

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 物理サーバ再構成時に返却される主な
パラメータは下記の通り。

resultdata.ReConfigureVMErrCode 物理サーバ再構成時の HTTP ステータスコード

5.6.22   物理サーバ削除

物理サーバを削除する。性能情報及び構成情報も削除する。

• シナリオ名 DeletePhysicalServer

• パラメータ
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パラメータ 型 省略可
否

説明

DeleteHostInfo string 不可 SSC の VM 削除 API(POST /api/jobs/
deletehost)を使用するための HTTP
ヘッダおよび JSON 形式の文字列

形式については 「5.3   ワークフローか
らリソース管理系 API を呼び出す（99
ページ）」を参照

JSON の各パラメータについては、SSC
の API リファレンスを参照

AGHostName string 不可 削除対象の物理サーバのホスト名

• Windows： 15 文字以内

• Linux： 26 文字以内

UUID string 不可 削除する物理サーバの UUID

TenantID string 不可 テナントの ID を設定してください。

DeletePhysicalServerReq string 不可 値は空

MoveAsset string 可 資産管理ツリーにテナント ID のグ
ループを作成しており、物理サーバ削
除によってそのグループの資産がなく
なる場合にテナント ID のグループを
削除するかどうかを指定します。

• 0:資産グループを削除しない(既定
値)

• 1:資産グループを削除する

• レスポンス

キー 説明

progress 進捗率を示す 0-100 の数値が格納される。

status 以下の値のいずれかを返す。

• "NOTFOUND" 実行されていない

• "RUNNING" 実行中

• "SUCCEED" 正常終了

• "FAILED" 異常終了

resultdata ワークフローから返却されたデータ。 ワークフ
ロー内のローカルオブジェクト名、値のペアが設
定される。 実際にどのようなローカルオブジェ
クト名が設定されるかは各ワークフローの仕様
による。 物理サーバ削除時に返却される主なパ
ラメータは下記の通り。

resultdata.DeleteVMErrCode 物理サーバ削除時の HTTP ステータスコード

5.6.23   タグ指定種別

タグに指定できる種別は下記の通りです。

• パラメータ
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パラメータ 説明

pinpoint 完全一致するタグを持つリソースグループを選択する。

pinpoint.reg 正規表現で一致するタグを持つリソースグループを選択
する。

extend 親リソースグループのタグを継承して一致するリソース
グループ

extend.reg 親リソースグループのタグを継承して正規表現で一致す
るリソースグループ

max 指定された数字以下の、数字が設定されたタグを持つリ
ソースグループを選択する。

min 指定された数字以上の、数字が設定されたタグを持つリ
ソースグループを選択する。

near 指定された数字が絶対値として、近い順にリソースグ
ループを選択する。

また、pinpoint と同じでそのグループに指定された数字が
有効になります。

far 指定された数字が絶対値として、遠い順にリソースグ
ループを選択する。

また、pinpoint と同じでそのグループに指定された数字が
有効になります。

5.7   シナリオの同時実行について
シナリオの同時実行について説明します。

○となっている項目も、対象のリソースが同じである場合は実行不可です。(作成中の

VLAN の削除など)

○：同時実行可能 ×：同時実行不可 －：機能上、論理的にありえない組合せ

　　後行→

↓先行

テナント NW
作成

テナント NW
削除

VLAN 作成 VLAN 削除 SSL 設定 SSL 削除

テナント NW
作成

－ － × － × －

テナント NW
削除

－ － × × × ×

VLAN 作成 － × ○ ○ ○ ○

VLAN 削除 － × ○ ○ ○ ○

SSL 設定 － × ○ ○ ○ ○

SSL 削除 － × ○ ○ ○ ○

テナント FW
作成

－ × ○ ○ ○ ○

テナント FW
更新

－ × ○ ○ ○ ○

テナント FW
削除

－ × ○ ○ ○ ○
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　　後行→

↓先行

テナント NW
作成

テナント NW
削除

VLAN 作成 VLAN 削除 SSL 設定 SSL 削除

テナント LB
作成

－ × ○ ○ ○ ○

テナント LB
更新

－ × ○ ○ ○ ○

テナント LB
削除

－ × ○ ○ ○ ○

VM 作成 － × ○ ○ ○ ○

VM 再構成 － × ○ ○ ○ ○

VM 削除 － × ○ ○ ○ ○

物理サーバ
作成

－ × × × × ×

物理サーバ
再構成

－ × × × × ×

物理サーバ
削除

－ × × × × ×

　　後行→

↓先行

テナント FW
作成

テナント FW
更新

テナント FW
削除

テナント LB
作成

テナント LB
更新

テナント LB
削除

テナント NW
作成

× － － × － －

テナント NW
削除

× × × × × ×

VLAN 作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○

VLAN 削除 ○ ○ ○ ○ ○ ○

SSL 作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○

SSL 削除 ○ ○ ○ ○ ○ ○

テナント FW
作成

○ ○ ○ ○ ○ ○

テナント FW
更新

○ ○ ○ ○ ○ ○

テナント FW
削除

○ ○ ○ ○ ○ ○

テナント LB
作成

○ ○ ○ ○ ○ ○

テナント LB
更新

○ ○ ○ ○ ○ ○

テナント LB
削除

○ ○ ○ ○ ○ ○

VM 作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○

VM 再構成 ○ ○ ○ ○ ○ ○

VM 削除 ○ ○ ○ ○ ○ ○

物理サーバ
作成

× × × × × ×
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　　後行→

↓先行

テナント FW
作成

テナント FW
更新

テナント FW
削除

テナント LB
作成

テナント LB
更新

テナント LB
削除

物理サーバ
再構成

× × × × × ×

物理サーバ
削除

× × × × × ×

　　後行→

↓先行

VM 作成 VM 再構成 VM 削除 物理サーバ
作成

物理サーバ
再構成

物理サーバ
削除

テナント NW
作成

× － － × － －

テナント NW
削除

× × × × × ×

VLAN 作成 ○ ○ ○ × × ×

VLAN 削除 ○ ○ ○ × × ×

SSL 設定 ○ ○ ○ × × ×

SSL 削除 ○ ○ ○ × × ×

テナント FW
作成

○ ○ ○ × × ×

テナント FW
更新

○ ○ ○ × × ×

テナント FW
削除

○ ○ ○ × × ×

テナント LB
作成

○ ○ ○ × × ×

テナント LB
更新

○ ○ ○ × × ×

テナント LB
削除

○ ○ ○ × × ×

VM 作成 ○ ○ ○ × × ×

VM 再構成 ○ ○ ○ × × ×

VM 削除 ○ ○ ○ × × ×

物理サーバ
作成

× × × × × ×

物理サーバ
再構成

× × × × × ×

物理サーバ
削除

× × × × × ×

注

先行シナリオに対し複数シナリオが待ち合わせをしている場合、先行シナリオ 終了により後行シ

ナリオが実行されますが、この際のシナリオの実行順序は保証されません。

このため、厳密なシナリオの実行順序が守られる必要がある場合は、先行シナリオが正常終了した

ことを確認した上で、 次のシナリオを実行する必要があります。
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付録 A   改版履歴
• 第 1 版 (2018.4): 新規作成
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付録 B   ライセンス情報
本製品には、一部、オープンソースソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアの

ライセンス条件の詳細につきましては、以下に同梱されているファイルを参照してくださ

い。 また、LGPL に基づきソースコードを開示しています。 当該オープンソースソフト

ウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、お問い合わせください。

<インストール DVD>:\oss_license

• PXE Software Copyright (C) 1997 - 2000 Intel Corporation.

• 本製品には、Oracle Corporation が配布している JRE (Java Runtime Environment) を含んで

います。 使用許諾に同意したうえで利用してください。著作権、所有権の詳細につきま

しては、以下の LICENSE ファイルを参照してください。

<JRE をインストールしたフォルダ>:\LICENSE

• Some icons used in this program are based on Silk Icons released by Mark James under a
Creative Commons Attribution 2.5 License. Visit http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ for
more details.

• This product includes software developed by Routrek Networks, Inc.
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付録 C   X-SSC-API-Version について
SSC 系 API は、X-SSC-API-Version によって出力されるキーが異なります。 リソースプール

一覧・詳細取得 API については、X-SSC-API-Version を下記ファイルの設定で変更が可能で

す。 以下に設定例を記載します。

設定ファイル：

<管理サーバのインストール先フォルダ>/Manager/sg/iSscCODC/SSCCollectInfoMgr.ini

上記設定ファイルの[SSCCollect]セクションの「SscApiVersion」キーに値を設定します。

設定例：

[SSCCollect]SscApiVersion=2014-12-25

注

上記設定ファイルにより、リソースプール一覧・詳細取得 API は、 異なるバージョンの管理サー

バを複数管理する構成の場合、出力されるキーが管理サーバ毎に異なります。
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