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まえがき 

本書の目的 

本書は FUJITSU Cloud Service K5（以降、K5）が提供するサービスを API

（Application Programming Interface）で使用するための環境を構築し、ユーザー管理

API実行までのシーケンスを、実行サンプルを元に説明しています。 

 

※実行サンプルの動作確認環境: 

  ・CentOS 6.5 

 

※上記は実行サンプルの動作確認を行った環境です。 

     

本マニュアル記載のサンプルスクリプトはお客さまのご利用環境に合わせてご活用

ください。 

本書の読者 

本ガイドが対象としている API の利用者は、事前に所定の利用者申請を行い、K5

の利用者アカウント（ユーザー名およびパスワード）を取得されていることを前提とし

ます。 

APIの利用に際し、以下の前提知識が必要です。 

・ Webサービスに関する基本的事項 

・ UNIX環境に関する基本的事項 

 

輸出管理規制 

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客さまが居住する国およ

び米国輸出管理関連法規等をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。 

 

お願い 

・本書は、予告なしに変更されることがあります。 

・本書を無断で他に転用しないようお願いします。 

・本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の

侵害については、当社はその責を負いません。 
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変更履歴 

版数 日付 変更箇所 概要 

1.1 2016年 8月 8日 2.1 ユーザーの追加 

2.2 ユーザーの変更  

リクエストパラメータ追加 

1.2 2016年 8月 17日 全体 誤記修正 

1.3 2016年 9月 10日 まえがき 内容修正 

全体 誤記修正 

1.4 2016年 12月 22日 1.1 シェル作成 

第 2章 ユーザー管理API 

2.5 ユーザー認証方式の

情報更新 

機能追加対応 
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1 第 1章 API利用環境の構築 
 

 

トピック： 

・シェル作成 

・Token取得
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1.1 シェル作成 

 API の認証と実行のため、アクセストークンが必要です。アクセストークンを取得するため、ま

ず「get_token.sh」というシェルスクリプトを作成します。 

 

※ユーザー認証の方式として、①「パスワード認証」,②「証明書＋パスワード認証」の２つの選

択肢があります。②「証明書＋パスワード認証」を選んだ場合、シェルスクリプトの内容と事前準

備に追加が発生します。 

 以下、この節では①「パスワード認証」をベースとして記述し、②「証明書＋パスワード認証」を

選んだ場合の追加は破線枠で記述します。 

 

get_token.sh 

#!/bin/bash 

# アカウント情報 

CONTRACT_NUMBER=<契約番号> 

USER_NAME=<ユーザー名> 

USER_PW=<パスワード> 

# URI 

TOKEN=https://auth-api.jp-east-1.paas.cloud.global.fujitsu.com/API/paas/auth/tok

en 

# Token値格納ファイル 

TMPFILE=./token.txt 

echo "" 

echo "****************************************" 

echo "** Token取得・表示します              **" 

echo "****************************************" 

echo "" 

echo "■設定内容" 

echo " endpoint:$TOKEN" 

echo " contract_number:$CONTRACT_NUMBER" 

echo " user_name:$USER_NAME" 
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echo " user_pw:$USER_PW" 

echo "" 

echo "■実行する CURL" 

echo "curl -si -X POST  $TOKEN 

-H ¥"Content-Type:application/json¥"  

 

 

-d 

'{ ¥"auth¥":{ ¥"identity¥":{ ¥"password¥":{ ¥"user¥":{¥"contract_number¥":¥"$C

ONTRACT_NUMBER¥", ¥"name¥":¥"$USER_NAME¥", 

¥"password¥":¥"$USER_PW¥" } } } } }' " 

 

echo -n "***** Hit Enter key to get Access Token *****" 

read 

curl -si -X POST  $TOKEN ¥ 

-H "Content-Type:application/json" ¥ 

 

 

-d 

'{ "auth":{ "identity":{ "password":{ "user":{"contract_number":"'$CONTRACT_NUM

BER'", "name":"'$USER_NAME'", "password":"'$USER_PW'" } } } } }' ¥ 

| awk '/X-Access-Token/ {print $2}' > $TMPFILE | tr -d '¥r¥n' 

 

OS_AUTH_TOKEN=`cat $TMPFILE | tr -d '¥r¥n'` 

echo "=== ここから、取得された認証 Token ===" 

echo $OS_AUTH_TOKEN 

echo "=== ここまで、取得された認証 Token ===" 

 

  

（認証方式②を選んだ場合の追記） 

-H "X-FCX-Client-Cert:ユーザ情報に紐づくクライアント証明書" ¥ 

 

（認証方式②を選んだ場合の追記） 

-H "X-FCX-Client-Cert:ユーザ情報に紐づくクライアント証明書" ¥ 
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1.2  Token 取得 

APIを利用するための認証に必要な Tokenの取得方法を説明します。 

 

1. 作業ディレクトリに移動します。 

$ cd <Token取得シェルがあるディレクトリ> 

 

2. Token取得シェルを実行します。 

$ ./get_token.sh 

 

コンソール画面に以下のような結果が出力されます。 

**************************************** 

** Token取得・表示します             ** 

**************************************** 

 

■設定内容 

 endpoint: 

（認証方式②を選んだ場合の事前準備：クライアント証明書の準備） 

クライアント証明書のファイルを、OPENSSL環境で所定のコマンドを使って PEM形式に

変換してください。当該のファイル内に含まれる、 'BEGIN CERTIFICATE’と 'END 

CERTIFICATE’の間に挟まれた英数字情報が、「ユーザー情報に紐づくクライアント証明

書」です。 

サンプル： 
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https://auth-api.jp-east-1.paas.cloud.global.fujitsu.com/API/paas/auth/token 

 contract_number: <契約番号> 

 user_name:<ユーザー名> 

 user_pw:<パスワード> 

 

■実行する CURL 

curl -si -X POST  https://auth-api.jp-east-1.paas.cloud.global.fujitsu.com 

/API/paas/auth/token 

-H "Content-Type:application/json"  

 

 

 

-d '{ "auth":{ "identity":{ "password":{ "user":{"contract_number":"<契約番号>", 

"name":"<ユーザー名> ", "password":"<パスワード>" } } } } }' 

***** Hit Enter key to get Access Token ***** 

=== ここから、取得された認証 Token === 

<Tokenの値> 

=== ここまで、取得された認証 Token === 

 

 

認証 Token が確認できれば、この環境で API 操作が可能となっています。以降、API を実行

する際、当手順で取得したTokenの値を実行するAPIのヘッダーに設定しリクエストを送ります。

詳細は第 2 章の各 APIの実行サンプルを参照します。 

 

  

（認証方式１を選んだ場合のみ表示） 

-H "X-FCX-Client-Cert:ユーザ情報に紐づくクライアント証明書" ¥ 
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2 第 2章 ユーザー管理 API 
 

この章では、ユーザー管理 API の使い方を述べます。 

トピック： 

・ ユーザーの追加 

・ ユーザーの変更 

・ ユーザーのパスワード変更 

・ ユーザーの削除 

・ ユーザー認証方式の情報更新 
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2.1 ユーザーの追加 

1. API 実行の情報を設定します。 

$ LOGIN_ID=<ユーザー名 （必須）> 

$ USER_DESCRIPTION=<ユーザー説明 （任意）> 

$ MAILADDRESS=<メールアドレス （必須）> 

$ USER_STATUS=<ユーザー状態 （必須）> 

$ PASSWORD=<パスワード （必須）> 

$ LANGUAGE_CODE=<言語コード （必須）> 

$ ROLE_CODE=<ロールコード （必須）> 

$ USER_LAST_NAME=<氏名（姓） （必須）> 

$ USER_FIRST_NAME=<氏名（名） （必須）> 

 

2. API を実行します。 

$ curl -s -X POST 

https://k5-apiportal.paas.cloud.global.fujitsu.com/API/v1/api/users -H 

"Content-Type:application/json" -H "Token:<Token値>" -d '{ "login_id": 

"'$LOGIN_ID'", "user_description": "'$USER_DESCRIPTION'", "mailaddress": 

"'$MAILADDRESS'", "user_status": "'$USER_STATUS'", "password": 

"'$PASSWORD'", "language_code": "'$LANGUAGE_CODE'", "role_code": 

"'$ROLE_CODE'", "user_last_name": "'$USER_LAST_NAME'", "user_first_name": 

"'$USER_FIRST_NAME'"}' 
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コンソールに以下のような結果が表示されます。 

{ 

  "login_id": <ユーザー名>, 

  "user_description": <ユーザー説明>, 

  "mailaddress": <メールアドレス>, 

  "user_status": <ユーザー状態>, 

  "language_code": <言語コード>, 

  "authentication_method ": <認証方式>, 

  "user_last_name": <氏名（姓）>, 

  "user_first_name": <氏名（名）> 

} 
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2.2 ユーザーの変更 

1. API 実行の情報を設定します。 

$ LOGIN_ID=<ユーザー名 （必須）> 

$ MAILADDRESS=<メールアドレス （任意 ※1）> 

$ USER_DESCRIPTION=<ユーザー説明 （任意 ※1）> 

$ LANGUAGE_CODE=<言語コード （任意 ※1）> 

$ USER_STATUS=<ユーザー状態 （任意 ※1）> 

$ PASSWORD=<パスワード （任意 ※1）> 

$ USER_LAST_NAME=<氏名（姓） （任意 ※1）> 

$ USER_FIRST_NAME=<氏名（名） （任意 ※1）> 

  ※1：いずれか 1 つ以上指定しない場合エラーとなります。 

 

2. API を実行します。 

$ curl -s -X PUT 

https://k5-apiportal.paas.cloud.global.fujitsu.com/API/v1/api/users -H 

"Content-Type:application/json" -H "Token:<Token値>" -d '{ "login_id": 

"'$LOGIN_ID'", "mailaddress": "'$MAILADDRESS'", "user_description": 

"'$USER_DESCRIPTION'", "language_code": "'$LANGUAGE_CODE'",  

"user_status": "'$USER_STATUS'", "password": "'$PASSWORD'", "user_last_name": 

"'$USER_LAST_NAME'", "user_first_name": "'$USER_FIRST_NAME'"}' 
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コンソールに以下のような結果が表示されます。 

{ 

  "login_id": <ユーザー名>, 

  "language_code": <言語コード>, 

  "user_status": <ユーザー状態>, 

  "mailaddress": <メールアドレス>, 

  "user_description": <ユーザー説明>, 

  "user_last_name": <氏名（姓）>, 

  "user_first_name": <氏名（名）> 

"accesstoken_destruction_information_list":[ 

{"customer_group_id":<契約番号>, 

"login_id":<ユーザー名>}] 

} 

 

2.3 ユーザーのパスワード変更 

 

1. API 実行の情報を設定します。 

$ LOGIN_ID=<ユーザー名 （必須）> 

$ AFTER_PASSWORD=<新パスワード （必須）> 

$ BEFORE_PASSWORD=<旧パスワード （必須）> 

 

2. API を実行します。 

$ curl -s -X PUT 

https://k5-apiportal.paas.cloud.global.fujitsu.com/API/v1/api/userspassword -H 

"Content-Type:application/json" -H "Token:<Token値>" -d '{ "login_id": 

"'$LOGIN_ID'", "after_password": "'$AFTER_PASSWORD'", "before_password": 

"'$BEFORE_PASSWORD'"}' 
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コンソールには以下のような結果が表示されます。 

{ 

"accesstoken_destruction_information_list":[ 

{"customer_group_id":<契約番号>, 

"login_id":<ユーザー名>}] 

} 

 

2.4 ユーザーの削除 

1. API 実行の情報を設定します。 

$ LOGIN_ID=<ユーザー名 （必須）> 

 

2. API を実行します。 

$ curl -s -X DELETE 

https://k5-apiportal.paas.cloud.global.fujitsu.com/API/v1/api/users/?login_id=$LOG

IN_ID -H "Content-Type:application/json" -H "Token:<Token値>" 

 

 

 

コンソールには以下のような結果が表示されます。 

{ 

"accesstoken_destruction_information_list":[ 

{"customer_group_id":<契約番号>, 

"login_id":<ユーザー名>}] 

} 
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2.5 ユーザー認証方式の情報更新 

 

1. API 実行の情報を設定します。 

$ LOGIN_ID=<ユーザー名 （必須）> 

$ AUTHENTICATION_METHOD=<認証方式※（必須） > 

 

2. API を実行します。 

$ curl -s -X PUT 

https://k5-apiportal.paas.cloud.global.fujitsu.com/API/v1/api/usersauthenticationm

ethod -H "Content-Type:application/json" -H "Token:<Token値>" -d '{ "login_id": 

"'$LOGIN_ID'", " authentication_method ": "'$ AUTHENTICATION_METHOD '"}' 

 

コンソールに以下のような結果が表示されます。 

 

{ 

"accesstoken_destruction_information_list":[ 

{"customer_group_id":<契約番号>, 

"login_id":<ユーザー名>}] 

} 
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