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ドキュメント» OpenAPI » OpenAPI 認証 

 

OpenAPI 認証 

OpenAPI はダイジェスト ベースの認証方式を使用し

ます。ワークフローは次のようになります。 

1. Tetration UI ダッシュボードにログインします。 

2. 目的の機能を使用して API キーと API 秘密を生成

します。 

3. json 形式で REST 要求を送信するには、Tetration 

API sdk を使用します。 

4. python sdk を使用するには、ユーザーが 

 を使用して sdk をインストー

ルします。 

5. python sdk をインストールしたら、RestClient を

インスタンス化するためのいくつかの定型コード

を次に示します。 

 

pip install tetpyclient 

from tetpyclient import RestClient 
 
API_ENDPOINT="https://<UI_VIP_OR_DNS_FOR_TETRATION_ 
DASHBOARD>" 
 
 

# ``verify`` is an optional param to disable SSL 
server authentication. 
# By default, Tetration appliance dashboard IP uses 
self signed cert after 
# deployment. Hence, ``verify=False`` might be used to 
disable server 
# authentication in SSL for API clients. If users 
upload their own 
# certificate to Tetration appliance (from ``Settings 
> Company`` Tab) 
# which is signed by their enterprise CA, then server 
side authentication 
# should be enabled. 
# credentials.json looks like: 
# { 
#   "api_key": "<hex string>", 
#   "api_secret": "<hex string>" 
# } 
 
restclient = restclient(API_ENDPOINT,  
 
credentials_file='<path_to_credentials_file>/credentials
.json', 

verify=True) 
# followed by API calls, for example API to retrieve 
list of agents. 
# API can be passed /openapi/v1/sensors or just/sensors. 
resp = restclient.get('/sensors') 

 



 

 

 API キーと秘密の生成 

UI ダッシュボードで、[API Keys (API キー)] に移動

します。 

 

[Create API Key (API キーの作成)] ボタンをクリック

します。 

 

キーと秘密に必要な機能を指定します。ユーザーは、
API キー + 秘密のペアの使用を予定している機能の制限
設定を選択する必要があります。ユーザーが使用できる 

API 機能は、ユーザーのロールによって異なります。た
とえば、サイト管理者ユーザーは、ソフトウェア エー
ジェントを管理するためのキーを生成できますが、この
機能は非サイト管理者ユーザーには使用できません。 

API 機能のリストには次のものがあります。 

 SW エージェント管理 ( ): SW エ
ージェントのステータスを設定およびモニタでき
ます (サイト管理者ユーザーのみが使用可能) 

 HW エージェント管理 ( ): HW 

エージェントのステータスを設定およびモニタで
きます (サイト管理者ユーザーのみが使用可能) 

 フローおよびインベントリ検索 

( ): Tetration のフローとインベ
ントリ項目をクエリできますクラスタ 

 ユーザー、ロール、および範囲管理 

( ): 可能ユーザー、ロー
ル、および範囲の読み取り/追加/変更/削除 (サイト
管理者ユーザーのみが使用可能) 

 ユーザー データのアップロード( ): 

ユーザーの許可フローおよびインベントリ項目に
注釈を付けるためのデータのアップロード (サイト
管理者ユーザーのみが使用可能) 

 アプリケーションとポリシー管理
( ): 管理可能アプリケーション
とポリシーの適用 

  

sensor_management 

hw_sensor_management 

flow_inventory_query 

user_role_scope_management 

user_data_upload 

app_policy_management 

OpenAPI Authentication — Cisco Tetration Analytics 2.0 documentation 



 

 

 

 

キーと秘密をコピーして貼り付け、安全な場所に保存

します。または、API クレデンシャル ファイルをダ

ウンロードします。 
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ドキュメント » OpenAPI » 範囲 

 

範囲 

この一連の API を使用して、クラスタ展開の範囲  

(または AppScopes) を管理できます。IT 部門は必要 

 API キーに関連付けられて

います。範囲のリストを取得する API は。

 または   機能の

キーにも利用できます。 

 

範囲オブジェクト 

範囲オブジェクトの属性については、以下で説明します。 

属性 タイプ の説明 

id string 
範囲の固有識

別子。 

short_name string 
ユーザー指定範囲

の名前。 

name string 

範囲の完全修飾

名。これは完全修

飾名です。つま

り、ルート範囲に

至るまで、親範囲

の名前 (該当する場

合) があります。 

description string 

ユーザーが指定

したスコープの

説明。 

short_query JSON 

範囲に関連付けら

れているフィルタ 

(または一致基準)。 

query JSON 

フィルタ (または

一致基準) 親範囲

のフィルタととも

に範囲に関連付け

られます (ルート

範囲まで)。 

user_role_scope_management 

app_policy_management sensor_management 



 

 

 

vrf_id 整数 
範囲が属している 

VRF の ID。 

parent_app_scope_id string 親範囲の ID。 

child_app_scope_ids array 
子範囲の ID の

配列。 

policy_priority  

アプリケーション

の優先順位をソー

トするために使用

されます。「セマ

ンティクスと表

示」を参照してく

ださい。 

ダーティ bool 

子または親クエリ

が更新され、変更

をコミットする必

要があることを示

します。 

dirty_short_query JSON 

この範囲のクエリ

が更新されていて

もコミットされて

いない場合は、

null 以外です。 

 

範囲の取得 

このエンドポイントは、アプライアンスによって認識

されている範囲のリストを返します。この API は、

 または  

のいずれかの機能を持つ API キーで使用できます。 

 

パラメータ：なし 

範囲オブジェクトのリストを返します。 

  

app_policy_management user_role_scope_management 

GET /openapi/v1/app_scopes 



 

 

 

範囲の作成 

このエンドポイントは、新しい範囲を作成するために

使用されます。 

  

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

short_name string 
ユーザーが指定し

た範囲の名前。 

説明 string 
ユーザーが指定し

た範囲の説明。 

short_query JSON 

範囲に関連付けら

れているフィルタ 

(または一致基準)。 

parent_app_scope_id string 親範囲の ID。 

 

サンプル python コード 

 

特定の範囲を取得する 

このエンドポイントは、範囲のインスタンスを返し

ます。 

  

指定した ID に関連付けられている範囲オブジェクト

を返します。 

  

POST /openapi/v1/app_scopes 

req_payload = { 

    "short_name": "App Scope Name", 

    "short_query": {"type":"eq", 

        "field":"ip", 

        "value": <....> 

    }, 

    "parent_app_scope_id": <parent_app_scope_id> 

} 

resp = restclient.post('/app_scopes',  

json_body=json.dumps(req_payload)) 

 

GET /openapi/v1/app_scopes/{app_scope_id} 



 

 

 

範囲の更新 

このエンドポイントは範囲を更新します。への変更 

 および  はすぐに適用されます。

 の変更は範囲を「dirty」としてマーク

し、  属性をセットします。指定さ

れたルート範囲の下ですべての範囲クエリの変更が

行われた後で、Commit Scope Query Changes エン

ドポイントを ping してすべての必要な更新をコミ

ットします。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

short_name string 
ユーザーが指定し

た範囲の名前。 

description string 
ユーザーが指定し

た範囲の説明。 

short_query JSON 

範囲に関連付けら

れているフィルタ 

(または一致基準)。 

 

指定された ID に関連付けられている変更された範囲

オブジェクトを返します。 

特定の範囲の削除 

このエンドポイントは、指定された範囲を削除します。 

 

範囲クエリの変更のコミット 

このエンドポイントは非同期バックグラウンド ジョ

ブをトリガーして、特定のルート範囲のすべての

「dirty」子を更新します。このジョブは、範囲とア

プリケーションを更新します。詳細については、

「範囲」を参照してください。 

  

name description 

short_query 

dirty_short_query 

PUT /openapi/v1/app_scopes/{app_scope_id} 

DELETE /openapi/v1/app_scopes/{app_scope_id} 

POST /openapi/v1/app_scopes/commit_dirty 



 

 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

root_app_scope_id string 

すべての子が更新

されるルート範囲

の ID。 

 

ジョブがキューに入れられたことを示すために、201

を 返します。ジョブが完了したかどうかを確認する

には、ルート範囲の「dirty」属性をポーリングして、

それが false に設定されているかどうかを確認しま

す。 
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ドキュメント » OpenAPI » ロール 

 

ロール 

この一連の API を使用して、ユーザー ロールを管理

できます。必要 user_role_scope_management API キーに

関連付けられています。 

 注 

これらの API は、サイト管理者とルート範囲の所有者の

みが使用できます。 

 

ロール オブジェクト 

ロールオブジェクトの属性については、以下で説明し

ます。 

属性 タイプ 説明 

id string 
ロールの固有識

別子。 

name string 
ロールのユーザ

ー指定名。 

description string 
ロールのユーザ

ー指定の説明。 

 

ロールの取得 

このエンドポイントは、ユーザーがアクセス可能なロ

ールのリストを返します。ロールは、特定のルート範

囲にフィルタリングできます。範囲が指定されていな

い場合、ユーザーがアクセスできるすべての範囲のす

べてのロールが返されます。サービス プロバイダ ロ

ールは、ユーザーがサイト管理者である場合にのみ返

されます。 

 

  

GET /openapi/v1/roles 



 

 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

root_app_scope_id string 

(オプション) その範

囲に割り当てられて

いるロールのみを返

すルート範囲の ID。 

 

ユーザー ロール オブジェクトのリストを返します。 

ロールの作成 

このエンドポイントは、新しいロールを作成するため

に使用されます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

name string 
ロールのユーザー

指定名。 

description string 
ロールのユーザー指

定の説明。 

app_scope_id string 

(オプション) ロール

に記載されている範

囲 ID がサービス プ

ロバイダ ロールと見

なされない場合、ロ

ールが作成される範

囲 ID。 

 

要求側のユーザーは、指定された範囲にアクセスでき

る必要があります。範囲のないロールは「サービス 

プロバイダ ロール」と呼ばれ、サイト管理者のみが

作成できます。 

サンプル python コード 

req_payload = { 

    "name": "Role Name", 

    "description": "Role Description", 

    "app_scope_id": "App Scope Id" 

} 

resp = restclient.post('/roles',  

json_body=json.dumps(req_payload)) 

POST /openapi/v1/roles 



 

 

 

 

 

特定のロールを取得 

このエンドポイントは、特定のロール オブジェクト

を返します。 

 

指定された ID に関連付けられているロール オブジェ

クトを返します。 

範囲へのロール アクセスを付与 

このエンドポイントは、指定されたアクセス レベル

を範囲に付与します。 

 

機能は、ユーザーがアクセスできるロールにのみ追加

できます。ロールが範囲に割り当てられている場合、

機能はその範囲またはその子に対応している必要があ

ります。サービス プロバイダ ロール (範囲に割り当

てられていないもの) は、任意の範囲の機能を追加で

きます。 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

app_scope_id string 
アクセスが提供さ

れる範囲の ID。 

ability string 

値は次のとおりです。
SCOPE_READ , 
SCOPE_WRITE ,  
EXECUTE , ENFORCE , 
SCOPE_OWNER 

 

機能の詳細については、「ロール」を参照してくだ

さい。 

  

GET /openapi/v1/roles/{role_id} 

POST /openapi/v1/roles/{role_id}/capabilities 



 

 

 

特定のロールの削除 

このエンドポイントは、指定された範囲を削除し 

ます。 

 

 

 

 

 

© Copyright 2015-2017 Cisco Systems, Inc. All rights 

reserved. 
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ドキュメント » OpenAPI » ユーザー 

 

ユーザー 

この API のセットでユーザーを管理します。ユーザ

ーは API キーに関連付けられた

  機能を必要とします。 

 注 

これらの API は、サイト管理者とルート範囲の所有者の

みが使用できます。 
 

ユーザー オブジェクト 

ユーザー オブジェクトの属性については、以下で説

明します。 

属性 タイプ 説明 

id string 
ユーザー ロールの固有

識別子。 

email string 

ユーザー アカウントに関

連付けられている電子メ

ール。 

first_name string 名前。 

last_name string 姓。 

role_ids list 

ユーザー アカウントに割

り当てられているロール

の ID のリスト。 

deleted_at integer 

ユーザーが無効になって

いるときの Unix タイム

スタンプ。 

それ以外の場合は、0 ま

たはヌル値。 

ユーザーの取得 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンスに

認識されているユーザー オブジェクトのリストを返

します。 

 

user_role_scope_management 

GET /openapi/v1/users 



 

 

 
 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

include_disabled boolean 

無効なユーザーを含め

るため、デフォルトで 

false に設定されます。 

app_scope_id string 

指定した範囲割り当て

られているユーザーの

みを返します。 

 

ユーザー オブジェクトのリストを返します。サイト管

理者のみが「サービス プロバイダ ユーザー」を表示

できます。つまり、これらは範囲に割り当てられてい

ません。 

新しいユーザ アカウントの作成 

このエンドポイントは、新しいユーザー アカウント

を作成するために使用されます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

email string 

ユーザー アカウントに

関連付けられている電子

メール。 

first_name string 名前。 

last_name string 姓。 

app_scope_id string 
(オプション) ユーザーが

属するルート範囲。 

role_ids list 

(オプション) ユーザーに

割り当てられる必要があ

るロールのリスト。 

 

app_scope_id は、そのルート範囲の ID です。ユー

ザーが割り当てられます。 app_scope_id  が以下でない

場合ユーザーが「サービス プロバイダ ユーザー」で

あることを示します。専用サイト管理者は、サービス 

プロバイダ ユーザーを作成できます。role_ids id  は

指定されたアプリ範囲の下で作成されたロールの ID 

です。  

POST /openapi/v1/users 



 

 

 

サンプル python コード 

 

特定のユーザーの取得 

このエンドポイントは、特定のユーザー オブジェク

トを返します。 

 

指定された ID に関連付けられているユーザー オブジ

ェクトを返します。 

ユーザー アカウントにロールを 

追加 

このエンドポイントは、ユーザー アカウントにロー

ルを追加するために使用されます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

role-id string 
追加するロール オブジ

ェクトの ID。 

 

  

req_payload = { 

    "first_name": "fname", 

    "last_name": "lname",, 

    "email": "foo@bar.com", 

    "app_scope_id": "root_appscope_id",, 

"role_ids": ["roleid1", "roleid2"]] 

}, 

resp = restclient.post('/users',  

json_body=json.dumps(req_payload)) 

GET /openapi/v1/users/{user_id} 

PUT /openapi/v1/users/{user_id}/add_role 



 

 

 

ユーザー アカウントからロールを

削除 

このエンドポイントは、ユーザーアカウントからロー

ルを削除するために使用されます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

role-id string 
削除するロール オブジ

ェクトの ID。 

 

特定のユーザー ロールの削除 

このエンドポイントは、指定されたユーザー アカウ

ントを削除します。 

 

 

 

 

 

© Copyright 2015-2017 Cisco Systems, Inc. All rights 

reserved. 
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ドキュメント » OpenAPI » インベントリ フィルタ 

 

インベントリ フィルタ 

インベントリ フィルタは、インベントリ検索クエリの

一致基準をエンコードします。これらの API のセット

は、インベントリ フィルタで説明されているものと同

様の機能を提供します。この API のセットでは、API キ

ーに関連付けられた  または

 機能のいずれかを必要とします。 

インベントリ フィルタ オブジェクト 

インベントリ フィルタ JSON オブジェクトは、API 

エンドポイントに応じて、単一のオブジェクトまたは

オブジェクトの配列として返されます。オブジェクト

の属性については、以下で説明します。 

属性 タイプ の説明 

id string 
インベントリ フィルタの固

有識別子。 

name string 
ユーザーが指定したインベン

トリ フィルタの名前。 

app_scope_id string 
このフィルタと関連付けら

れた範囲の ID。 

short_query JSON 

フィルタに関連付けられて

いるフィルタ (または一致

基準)。 

primary boolean 

「True」の場合は、インベ

ントリ フィルタが所有権の

範囲に制限されていること

を意味します。 

query JSON 

親範囲のフィルタと組み合わ

せて、フィルタに関連付けら

れているフィルタ (または一

致基準)。これらの接続詞

は、[restricted to ownership 

scope (所有権の範囲に制限)] 

チェックボックスがオンにな

っている場合に、有効になり

ます。[primary (プライマリ)] 

フィールドが false の場合、

クエリは short_query と同じ

です。 

sensor_management 

app_policy_management 



 

 

 
 

インベントリ フィルタの取得 

このエンドポイントは、ユーザーに表示されるインベ

ントリ フィルタのリストを返します。 

 

パラメータ：（なし） 

インベントリ フィルタの作成 

このエンドポイントは、インベントリ フィルタを作

成するために使用されます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

name string 
アプリケーション範囲のユ

ーザー指定名。 

query JSON 
範囲に関連付けられているフ

ィルタ (または一致基準)。 

app_scope_id string 
親アプリケーションの範囲

の ID。 

primary boolean 

「True」の場合は、インベ

ントリ フィルタが所有権の

範囲に制限されていること

を意味します。 

 

サンプル python コード 

 

req_payload = { 

    "app_scope_id": <app_scope_id>, 

    "name": "sensor_config_inventory_filter", 

    "query": { 

      "type": "eq", 

      "field": "ip", 

      "value": <sensor_interface_ip> 

    }, 

} 

resp = restclient.post('/filters/inventories',  

json_body=json.dumps(req_payload)) 

  

GET /openapi/v1/filters/inventories 

POST /openapi/v1/filters/inventories 



 

 

 

特定のインベントリ フィルタの 

取得 

このエンドポイントは、インベントリ フィルタのイ

ンスタンスを返します。 

 GET 
 /openapi/v1/filters/inventories/{inventory_filter_id} 

指定された ID に関連付けられているインベントリ フ

ィルタ オブジェクトを返します。 

特定のアプリケーション範囲の削

除 

このエンドポイントは、指定されたインベントリ フ

ィルタのインスタンスを削除します。 

 

 

 

 

 

© Copyright 2015-2017 Cisco Systems, Inc. All rights 

reserved. 

  

DELETE  
/openapi/v1/filters/inventories/{inventory_filter_id} 

 前 次  
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ドキュメント » OpenAPI » フロー検索 

 

フロー検索 

フロー検索機能は、「フロー」で説明されているのと同

様の機能を提供します。これらの API のセットには、

API キーに関連付けられている  機能

が必要です。 

フローの寸法のクエリ 

このエンドポイントは、フロー検索クエリ (以下) に

対して検索条件 (またはフィルタ) を指定できるフロ

ー カラムのリストを返します。 

 

フロー メトリックスのクエリ 

このエンドポイントは、フロー観測に関連付けられた

メトリックス (バイト数、パケット数など) のリスト

を返します。 

 

フローのクエリ 

このエンドポイントは、フィルタ条件に一致するフロ

ーのリストを返します。結果の各フロー オブジェク

トには、フローの大きさ (上記のフロー寸法 API によ

って返される) とフロー メトリックス (上記のフロー 

メトリックス API によって返される) の結合である属

性があります。 

 

フィルタ条件で指定可能なカラムのリストは、

 API で取得できます。 

  

flow_inventory_query 

GET /openapi/v1/flowsearch/dimensions 

GET /openapi/v1/flowsearch/metrics 

POST /openapi/v1/flowsearch 

/openapi/v1/flowsearch/dimensions 



 

 

 

クエリ本文は、次のキーを使用した JSON 本文で構

成されます。 

名前 タイプ 説明 

t0 
integer 
または 
string 

フロー検索開始時刻 (エポッ

クまたは ISO 8601) 

t1 
integer 
または 
string 

フロー検索終了時間 (エポック

または ISO 8601) 

filter JSON 

クエリ フィルタ。フィルタが

空 (例: {}) の場合、クエリはす

べてのフローに一致します。 

scopeName string 
(オプション) クエリが制限さ

れている範囲の完全な名前。 

dimensions array 

(オプション) Flowsearch API の

結果に返される寸法名のリス

ト。これは省略可能なパラメー

タです。指定しない場合、

flowsearch の結果は使用可能な

すべての寸法を返します。 

このオプションは、発信者が残

りの寸法を気にしない場合に使

用可能な寸法のサブセットを指

定するときに役立ちます。 

metrics array 

(オプション) Flowsearch API の

結果で返されるメトリックス名

のリスト。これは省略可能なパ

ラメータです。指定しない場

合、flowsearch の結果は使用可

能なすべてのメトリックスが返

されます。このオプションは、

発信者が他のメトリックスを処

理しない場合に使用可能なメト

リックスのサブセットを指定す

るのに役立ちます。 

limit integer 
(オプション) 応答フローの制

限数。 

offset integer 
(オプション) 前の応答から受信

した Offset オブジェクト。 

descending boolean 

(オプション) このパラメータが 

false または指定されていない場

合、結果はタイムスタンプの昇

順になります。パラメータ値が 

true の場合、結果はタイムスタ

ンプの降順になります。 

  



 

 

 

要求の本文は、JSON 形式のクエリである必要があり

ます。次に、クエリ本文の例を示します。 

 

{ 

    "t0": "2016-06-17T09:00:00-0700", 

    "t1": "2016-06-17T17:00:00-0700", 

    "filter": { 

        "type": "and", 

        "filters": [ 

            { 

                "type": "contains", 

                "field": "dst_hostname", 

                "value": "prod" 

            }, 

            { 

                "type": "in", 

                "field": "dst_port", 

                "values": ["80", "443"] 

            } 

        ] 

    }, 

    "scopeName": "Default:Production:Web", 

    "limit": 100, 

    "offset": <offset-object> 
} 

 

フィルタ 

フィルタは、1 つ以上のプリミティブ フィルタで構

成されるプリミティブ フィルタと論理フィルタ 

(「not」、「and」、「or」) をサポートします。 

 

プリミティブ フィルタの形式は次のとおりです。 

{"type" : "<OPERATOR>", "field": "<COLUMN_NAME>", 
"value": "<COLUMN_VALUE>"} 

 

プリミティブ フィルタの場合は、演算子は eq , ne , 

lt , lte , gt または gte などの比較演算子のいずれかに

なります。演算子にはまた、in , regex , subnet , 

contains , または range も使用できます。 

  



 

 

 

プリミティブ フィルタの一部の例としては、次のも

のがあります。 

{"type": "eq", "field": "src_address", "value": 
"7.7.7.7"} 

{"type": "regex", "field": "src_hostname", "value": 
"prod.*"} 

{"type": "subnet", "field": "src_addr", "value": 
"1.1.11.0/24"} 

# Note, 'in' clause uses 'values' key instead of 
'value' 
{"type": "in", "field": "src_port", "values": [80, 
443]} 

 

ユーザーは  not , and または or などのブール演算を使

用して、複雑なフィルタ指定できます。次は、これら

のタイプのフィルタの一部の例です。 

# "and" and "or" operators need to specify list of 
"filters" 
{"type": "and", 
    "filters": [ 
        {"type": "in", "field": "src_port", "values": 
[80, 443]}, 
        {"type": "regex", "field": "src_hostname", 
"value": "prod.*"} 
    ] 
} 

# "not" operator needs to specify a "filter" 
{"type": "not", 
    "filter": {"type": "subnet", "field": "src_addr", 
"value": "1.1.11.0/24"} 
} 

 

より正式には、フロー検索要求の のスキーマ

は以下のようになります。 

Keys 値 

type フィルタ タイプ 

field 
プリミティブ フィルタのフィルタ フィー

ルド カラム 

filter  フィルタタイプにのみ使用 

filters と フィルタ タイプに使用 

value プリミティブ フィルタの値 

values 
in または range のフィルタ タイプを使用

したプリミティブ フィルタの値のリスト 

 

 

not 

or and 

filter 



 

 

 
 

プリミティブ フィルタ タイプ 

eq , ne 

 "value" により指定された値をもつ "field" で指定さ

れた列でそれぞれ投下または不透過についてフロー

を検索します。次のフィールドをサポートします。
src_hostname , dst_hostname , src_address , dst_address , 
src_port , dst_port , src_scope_name , dst_scope_name , 
vrf_name , src_enforcement_epg_name , 
dst_enforcement_epg_name , proto これらの演算子は、ユ

ーザーの注釈付き列でも機能します。 

lt , lte , gt , gte 

 "field"  により指定されている列の値が、"value" で

指定された値未満、以下、を超える、または以上

（適宜）の "value" で指定された値であるフローを

検索します。次のフィールドをサポートします。 
[src_port, dst_port] 

range 

"values" リストで指定された範囲開始と範囲終了の

間の "field" で指定された列の値のフローを検索し

ます (このリストは、"range" フィルタータイプのサ

イズ 2 でなければなりません。最初の値は範囲開

始、2 番目は範囲終了です)。 次のフィールドをサ

ポートします。[src_port, dst_port] 。 

in 

列のメンバーシップの検索フロー "field" で、

"value" で指定されたメンバーシップ リストを指定

します。次のフィールドをサポートします。

src_hostname 、dst_hostname 、src_address 、

dst_address 、src_port 、dst_port 、src_scope_name 、

dst_scope_name 、vrf_name 、src_enforcement_epg_name 、

dst_enforcement_epg_name 、proto 。この演算子は、ユ

ーザーの注釈付き列でも機能します。 

regex , contains 

指定された列の正規表現一致または含む一致の検索

フロー "field" 指定された正規表現 "value" 。これら

の演算子は、src_hostname , dst_hostname,src_scope_name , 
dst_scope_name ,  vrf_name,src_enforcement_epg_name , 
dst_enforcement_epg_name ユーザーの注釈付きでも機能

します。これらの演算子はまた、注釈付き列でも機

能します。regex  タイプのフィルターは、Java スタ

イル regex パターンを "value" として使用する必要が

あります。  



 

 

 

subnet 

指定されたサブネット メンバーシップの検索フロ

ーCIDR 表記の文字列としての "field" 。次のフィー

ルドがあります ["src_address", "dst_address"] 。 

論理フィルタ タイプ 
not 

"filter" により指定されるオブジェクトの論理的 not 

フィルタ。 

and 

"filters" によりしていされるフィルター オブジェク

トのリストの論理的 and フィルタ。 

or 

"filters" によりしていされたフィルタ オブジェクト

のリストの論理的 or フィルタ。 

応答 

この応答は、本文の JSON オブジェクトで、次のプロ

パティがあります。 

Keys 値 

offset 
結果の次のページでパスされる応答オフ

セット 

results 結果のリスト 

 

結果の次のページを生成するには、の応答により受け

取ったオブジェクトを取得し、それを次のクエリの 

の値として渡します。 

 

  

offset 



 

 

 

サンプル python コード 

 

req_payload = {"t0": "2016-11-07t09:00:00-0700", 

"t1": "2016-11-07T19:00:00-0700", 

"scopeName": "Default:Prod:Web", 

"limit": 10, 

"filter": {"type": "and",  

    "filters": [ 

       {"type": "subnet", "field": 

"src_address", "value": "1.1.11.0/24"}, 

       {"type": "regex", "field": 

"src_hostname", "value": "web *"} 

    ] 

} 

} 

 

resp = restclient.post ('/flowsearch', 

json_body=json).dumps (req_payload)) 

print resp.status_code 

if resp.status_code == 200: 

parsed_resp = json。loads (resp.content) 

print json. dumps (parsed_resp, indent=4, 

sort_keys=True) 
 

フローの TopN クエリ 

このエンドポイントは、リスト内のランクが指定され

たメトリックスの集約によって決定される場合に、指

定された寸法値の上位 n 個のソートされたリストを返

します。 

 

フィルタ条件で指定することができる列のリストは、

 API により取得でき

ます。要求の本文は、JSON 形式のクエリである必要

があります。次に、クエリ本文の例を示します。要求

本文内のパラメータ  および  は、エポック

iso8601 形式または形式が指定できます。TopN API 

では、1 日の最大時間範囲のクエリのみが可能です。

グループ化が行われなければならいディメンション

は、  を通じて指定されることが必要です。 

POST /openapi/v1/flowsearch/topn 

/openapi/v1/flowsearch/dimensions 

t0 t1 

dimension 



 

 

るメトリックスは、JSON 本文の [ (メトリック)] 

フィールドで指定する必要があります。ユーザーは最

小値 1 をもつ threshold を指定しなければならず、その

場合 N は「上位 N」を示します。この threshold の最大

は 1000 です。ユーザーが 1000 を超える値を指定した

場合でも、API は最大で 1000 の結果のみを返します。

ユーザーは、「  」というオプションのパラメ

ータを指定することもできます。これは、ユーザーが

検索を制限するアプリケーション範囲の完全な名前で

す。このパラメータが指定されていない場合、topN 要

求は、ユーザーが読み取りアクセス権を持つすべての

範囲に適用されます。 は、フロー検索フィルタ

のフィルタと同じです。 が記載されていない場

合は、topN がすべてのフロー エントリに適用されま

す。 

 
 

クエリ本文は、次のキーを使用した JSON 本文で構成

されます。 

キー 値 

t0 フローの開始時刻 (エポックまたは ISO 8601) 

t1 フローの終了時刻 (エポックまたは ISO 8601) 

filter 

クエリ フィルタ。フィルタが空 (例: {})、また

はフィルタが存在しない (オプション) 場合、

topN クエリはすべてのフロー エントリに適

用されます。 

scopeName 
クエリが適用される範囲の完全な名前 

が制限されている (オプション) 

dimension 寸法は、グループ化しているフィールドです。 

metric メトリックは、寸法の合計値のカウントです。 

threshold しきい値は topN の「N」です。 

metric 

scopeName 

フィルタ 

フィルタ 

 

{ 
"t0": "2016-06-17T09:00:00-0700", # t0 can also 

be 1466179200 
"t1": "2016-06-17T17:00:00-0700", # t1 can also 

be 1466208000 
"dimension": "src_address",  

"metric": "fwd_pkts", 

"filter": {"type": "eq", "field": "src_address", 

"value": "172.29.203.193"}, #optional 

"threshold": 5, 

"scopeName": "Default" #optional 

} 

 



 

 

応答 

この応答は、本文の JSON オブジェクトで、次のプロ

パティがあります。 

キー 値 

result 上位 N エントリの配列 

 

TopN API にアクセスするためのサンプル python コ

ード 

 

TopN API の応答例 

 

 

req_payload = { 

"t0": "2017-06-07T08:20:00-07:00", 

"t1": "2017-06-07T14:20:00-07:00", 

"dimension": "src_address", 

"metric": "fwd_pkts", 

"filter": {"type": "ne", "field": "src_address", 

"value": "172.29.203.193"}, 

"threshold": 5, 

"scopeName": "Default" 

} 

resp = rc.post('/flowsearch/topn', 

json_body=json.dumps(req_payload)) 

print resp.status_code 

if resp.status_code == 200: 

parsed_resp = json.loads(resp.content) 

print json.dumps(parsed_resp) 

[ 

{ "result": [ 

{"src_address": "172.31.239.163", "fwd_pkts": 

23104}、 

{"src_address": "172.31.239.162", "fwd_pkts": 

22410}、 

{"src_address": "172.31.239.166", "fwd_pkts": 

16185}、 

{"src_address": "172.31.239.168", "fwd_pkts": 

15197}、 

{"src_address": "172.31.239.169", "fwd_pkts": 

15116} 

] 

} 

] 

 



 

 

フロー カウント（Flow Count） 

このエンドポイントは、指定された基準に一致するフ

ロー観測の数を返します。 

 

要求の本文は、JSON 形式のクエリである必要があり

ます。次に、クエリ本文の例を示します。要求本文内

のパラメータ  および  は、エポック形式また

は iso8601 形式が指定できます。この API は、1 日

の最大時間範囲のクエリのみを許可します。ユーザー

は、オプションは というパラメータを指定

することもできます。これは、ユーザーが検索を制限

したいアプリケーション範囲のフルネームです。この

パラメータが指定されていない場合、フロー観測カウ

ント API 要求は、ユーザーが読み取りアクセス権を

もつすべての範囲に適用されます。 は、フロ

ー検索フィルタのフィルタと同じです。 

 

クエリ本文は、次のキーを使用した JSON 本文で構

成されます。 

キー 値 

t0 
フローの開始時刻 (エポックまたは 

ISO 8601) 

t1 
フローの終了時刻 (エポックまたは 

ISO 8601) 

filter 

クエリ フィルタ。フィルタが空  

(例: {}) の場合、クエリはすべての

フローに一致します。 

scope-name 
クエリが制限される範囲の完全な名

前 (オプション) 

POST /openapi/v1/flowsearch/count 

t0 t1 

scopeName 

フィルタ 

{ 

"t0": "2016-06-17T09:00:00-0700", # t0 can also be 
1466179200 

"t1": "2016-06-17T17:00:00-0700", # t1 can also be 
1466208000 

"filter": {"type": "eq", "field": "src_address", 
"value": "172.29.203.193"},  

"scopeName": "Default" #optional 

{ 



 

 

応答 

この応答は、本文の JSON オブジェクトで、次のプ

ロパティがあります。 

キー 値 

count フロー検索条件に一致するフロー観測の数。 

 

フロー カウント API のサンプル python コード 

 

 

カウント API の応答例 

{"count":508767} 

 

 

 

 

© Copyright 2015-2017 Cisco Systems, Inc. All rights 

reserved. 

 

 

req_payload = { 

"t0": "2017-07-20T08:20:00-07:00", 

"t1": "2017-07-20T10:20:00-07:00", 

"scopeName": "Tetration, 

"filter": { 

"type": "eq", 

"field": "dst_port", 

"Value": "5642" 

} 

} 

resp = rc.post('/flowsearch/count', 

json_body=json.dumps(req_payload)) 

print resp.status_code 

if resp.status_code == 200: 

parsed_resp = json.loads(resp.content) 

print json.dumps(parsed_resp) 

 前 次  
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インベントリ 

インベントリ検索 API は、インベントリ検索で説明

されているのと同様の機能を提供します。これらの 

API のセットは、API キーに関連付けられた 

  機能を必要とします。 

インベントリのディメンションの

クエリ 

このエンドポイントは、インベントリ検索クエリに対

して検索条件 (またはフィルタ) を指定できるインベ

ントリ 列のリストを返します。 

 

インベントリ検索 

このエンドポイントは、指定された条件に一致するイ

ンベントリ項目のリストを返します。 

 

フィルタ条件で指定できる列のリストは、

 API で取得でき

ます。 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

filter JSON 
フィルタ クエリ(オプション) の

名前 

scopeName string 制限結果による範囲。 

limit integer 
(オプション) 返される結果の最

大数。 

scopeName integer 

(オプション) 次のページを取 

得する以前の要求からのオフセ

ット。 

  

flow_inventory_query 

GET /openapi/v1/inventory/search/dimensions 

POST /openapi/v1/inventory/search 

/openapi/v1/inventory/search/dimensions 



 

 

 

要求の本文は、JSON 形式のクエリである必要があり

ます。次に、クエリ本文の例を示します。 

 

クエリ本文は、次のキーを使用した JSON 本文で構

成されます。 

キー の値 

filter 

クエリ フィルタ。フィルタが空 (例: {}) の

場合、クエリはすべてのインベントリ項

目に一致します。 

scopeName 
クエリが適用される範囲の完全な名前 

が制限されている (オプション) 

dimensions 

インベントリ検索 API の結果で返される

ディメンション名のリスト。これは省略可

能なパラメータです。指定しない場合、結

果として使用可能なすべてのディメンショ

ンが返されます。このオプションは、発信

者が残りのディメンションを気にしない場

合に使用可能なディメンションのサブセッ

トを指定するときに役立ちます。 

limit 応答項目制限数の数 (オプション) 

offset 
前の応答から受信したオフセット オブジ

ェクト (オプション) 

 

  

{ 

"filter": { 

"type": "and",  

"filters": [ 

{ 

"type": "contains", 

"field": "hostname", 

"value": "prod" 

}, 

{ 

"type": "subnet", 

"field": "ip"  

"value": "6.6.6.0/24" 

} 

] 

}, 

"scopeName": "Default:Production:Web", # optional  

"limit": 100, 

"offset": <offset-object> # optional 

} 



 

 

 

応答 

この応答は、本文の JSON オブジェクトで、次のプ

ロパティがあります。 

名前 タイプ 説明 

offset integer 結果の次のページに渡される応

答オフセット。 

results array of 
object 

結果のリスト。 

 

応答にはページネーション応答の  フィール

ドを含む場合があります。ページネーション応答。ユ

ーザーは、次の一連の結果を取得するために、後続の

要求で同じオフセットを指定する必要があります。 

サンプル Python コード 

req_payload = { 

"scopeName": "Tetration", # optional 

"limit": 2, 

"filter": {"type": "and",  

"filters": [ 

{"type": "eq", "field": "vrf_name", "value": 

"Tetration"}, 

{"type": "subnet", "field": "ip", "value": 

"1.1.1.0/24"}, 

{"type": "contains", "field": "hostname", 

"value": "collector"} 

] 

} 

} 

 

resp = restclient.post('/inventory/search', 

json_body=json.dumps(req_payload)) 
print resp.status_code 
if resp.status_code == 200: 

parsed_resp = json.loads(resp. content) 
print json. dumps(parsed_resp, indent=4,  

sort_keys=True) 

 

インベントリ統計情報 

このエンドポイントは、インベントリ項目の統計情報

を返します。 

 

offset 

GET /openapi/v1/inventory/{id}/stats?t0=<t0>&t1=<
t1>&td=<td> 



 

 

 

パス パラメータ 説明 

id 
 としてインベントリ

項目、  など 

 

クエリー パラメ 

ータ 

説明 

t0 エポック時間の統計情報の開始時刻 

t1 エポック時間の統計情報の終了時刻 

td 

統計情報集約の粒度。整数で秒数を指

定します。「分」、「時間」、「日」

などの文字列をパスできます。 

 

サンプル python コード 

 

インベントリ カウント 

このエンドポイントは、指定された条件に一致するイ

ンベントリ項目のカウントを返します。 

 

フィルタ条件で指定できる列のリストは、

 API で取得でき

ます。 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

filter JSON フィルタ クエリ。 

scopeName string 
(オプション) 結果を制限する範

囲の名前。 

  

1.1.1.1-123 

{Ip}-{vrf_id} 

resp = restclient.get('/inventory/1.1.1.1-123/stats?  
t0=1483228800&t1=1485907200&td=day') 

POST /openapi/v1/inventory/count 

/openapi/v1/inventory/search/dimensions 



 

 

要求の本文は、JSON 形式のクエリである必要があり

ます。次に、クエリ本文の例を示します。 

 

応答 

この応答は、本文の JSON オブジェクトで、次のプ

ロパティがあります。 

キー の値 

count 
フィルタ条件に一致するインベントリ項

目の数 

 

サンプル python コード 

req_payload = { 

"scopeName": "Tetration", # optional 

"filter": {"type": "and", 

"filters": [ 

{"type": "eq", "field": "vrf_name", 

"value": "tetration}, 

{"type": "subnet", "field": "ip", 

"value": "1.1.1.0/24"}, 

{"type": " contains", "field": 

"hostname", "value": "collector"} 

] 

} 

} 
 

resp = restclient.post('/inventory/count', 

json_body=json.dumps(req_payload)) 

print resp.status_code 

{ 

"filter": { 

"type": "and",  

"filters": [ 

{ 

"type": "contains", 

"field": "hostname", 

"value": "prod" 

}, 

{ 

"type": "subnet", 

"field": "ip"  

"value": "6.6.6.0/24" 

} 

] 

}, 

"scopeName": "Default: Production: Web", # optional  

} 



 

 

if resp.status_code == 200: 

parsed_resp = json.loads(resp.content) 

print json.dumps(parsed_resp, indent=4, 

sort_keys=True) 
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アプリケーション 

アプリケーション ワークスペースは、特定のアプリ

ケーションのポリシーを定義、分析、および適用する

ためのコンテナです。動作の詳細については、『アプ

リケーション ワークスペース』のマニュアルを参照

してください。この API のセットには、API キーに

関連付けられている  機能が必

要です。 

アプリケーション オブジェクト 

アプリケーション JSON オブジェクトは、API エン

ドポイントに応じて、単一のオブジェクトまたはオブ

ジェクトの配列として返されます。オブジェクトの属

性については、以下で説明します。 

属性 タイプ 説明 

id string 
アプリケーションの固有識

別子。 

name string 
ユーザーが指定したアプリ

ケーションの名前。 

description string 
ユーザーが指定したアプリ

ケーションの説明。 

app_scope_id string 
アプリケーションに割り当

てられている範囲の ID。 

author string 
アプリケーションを作成し

たユーザーの姓と名。 

primary boolean 

アプリケーションがその範

囲に対してプライマリであ

るかどうかを示します。 

createdAt integer 

アプリケーションが作成さ

れたときの Unix タイムス

タンプ。 

version integer 
アプリケーション ポリシ

ーの最新バージョン。 

app_policy_management 



 

 

 

アプリケーションのリスト 

このエンドポイントは、ユーザーに表示されるアプリ

ケーションの配列を返します。 

 

単一のアプリケーションの取得 

このエンドポイントは、要求されたアプリケーション

を 1 つの JSON オブジェクトとして返します。 

 

アプリケーションの作成 

このエンドポイントは、アプリケーションを作成しま

す。クラスタとポリシーの定義を含む JSON 本文を

ポストすることによって、ポリシーを定義することが

できます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

app_scope_id string 
割り当て先の範囲 ID 

アプリケーション 

name string 
(オプション) アプリケーシ

ョンの名前。 

description string 
(オプション) 説明 

アプリケーション。 

primary string 

(オプション) このアプリケ

ーションを指定された範囲

のプライマリにする必要が

あることを示すには、

[true] に設定します。 

  

GET /openapi/v1/applications 

GET /openapi/v1/applications/{application_id} 

POST /openapi/v1/applications 



 

 

 

追加のオプション パラメータが含まれている場合、

アプリケーション内で作成されるポリシーを記述する

こともできます。 

 注 

この方式は、UI と詳細エンドポイントからのエクス

ポート時に返されるものに対応しています。 

 

名前 タイプ 説明 

clusters 
array of 
clusters 

ポリシーを定義する

ために使用されるノ

ードのグループ。 

inventory_filters 
array of 
inventory 
filters 

データセンター アセ

ットをフィルタリン

グします。 

absolute_policies 
array of 
policies 

絶対ランクで作成さ

れる順序ポリシー。 

default_policies 
array of 
policies 

デフォルト ランクで

作成される順序ポリ

シー。 

catch_all_action string 
「ALLOW」または

「DENY」 

 

クラスタ オブジェクト属性: 

名前 タイプ 説明 

id string ポリシーで使用される固有識別子。 

name string クラスタの表示名。 

nodes 
array of 
nodes 

このクラスタに属するノードまた

はエンドポイント。 
 

ノード オブジェクトの属性: 

名前 タイプ 説明 

ip string 
ノードの IP またはサブネット。eg 

10.0.0.0/8 または 1.2.3.4 

name string クラスタの表示名。 

 

  



 

 

 

インベントリ フィルタ オブジェクトの属性: 

名前 タイプ 説明 

id string ポリシーで使用される固有識別子。 

name string クラスタの表示名。 

Query object 
インベントリ フィルタ クエリの 

JSON オブジェクト表現。 

 

ポリシー オブジェクトの属性: 

名前 タイプ 説明 

consumer_filter_id string 
定義されたクラスタ

の ID。 

provider_filter_id string 
定義されたクラスタ

の ID。 

action string 
「ALLOW」または

「DENY」 

l4_params 
array of 
I4details 

許可されたポートと

プロトコルのリス

ト。 

 

L4Details オブジェクト属性: 

名前 タイプ 説明 

proto integer 
Protocol Integer value (NULL はす

べてのプロトコルを意味します)。 

port array 
ポート範囲を含みます。例、[80, 

80] または [5000, 6000]。 

 

アプリケーションの削除 

アプリケーションを削除します。 

 

アプリケーションを削除する前に、その前に適用を無

効にする必要があります。 

  

DELETE /openapi/v1/applications/{application_id} 



 

 

 

アプリケーションの詳細の取得 

このエンドポイントは、アプリケーションの完全なエ

クスポート JSON ファイルを返します。これには、

ポリシーとクラスタの定義が含まれます。 

 

アプリケーションの最新バージョンを返します。これ

は、必ずしも最新の適用バージョンまたは分析された

バージョンではありません。 

単一のアプリケーションの適用 

アプリケーションで最新のポリシー セットの適用を

有効にします。 

 

 警告 

新しいホスト ファイアウォール ルールが挿入さ

れ、関連するホスト上で既存のルールがすべて削除

されます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

application_id string 
アプリケーションの固有識 

別子。 

version integer 
(オプション) 適用するポリシー

のバージョン。 

 

 が提供されない場合、アプリケーションの最

新ポリシーが施行されます。 

応答オブジェクトの属性: 

名前 タイプ 説明 

epoch string 
最新の適用プロファイルの固有

識別子。 
 

GET /openapi/v1/applications/{application_id}/details 

POST 
/openapi/v1/applications/{application_id}/enable_enforce 

version 



 

 

単一アプリケーションの無効化 

アプリケーションでの適用を無効にします。 

 

 警告 

新しいホスト ファイアウォール ルールが挿入さ

れ、関連するホスト上で既存のルールがすべて削除

されます。 

 

応答オブジェクトの属性: 

名前 タイプ 説明 

epoch string 
最新の適用プロファイルの固有

識別子。 
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施行 

ポリシーの施行は、生成されたポリシーがアプリケー

ション範囲内でアセットにプッシュされ、新しいファ

イアウォール ルールが書き込まれる機能です。詳細

については、「施行」のマニュアルを参照してくださ

い。この API のセットは、API キーに関連付けられ

た  機能を必要とします。 

エージェント ネットワーク ポリシ 

ーの設定 

このエンドポイントは、エージェント ID に従って 

エージェントオブジェクトを返します。これは、ネッ

トワーク ポリシー、エージェント設定、バージョン

などを取得するのに役立ちます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

aid string 
ネットワーク ポリシー設定のエー

ジェント UUID。 
 

応答オブジェクト： 

名前 タイプ 説明 

desired_network_
policy_config 

object ネットワークポリシー 設定 

network_policy object 

ネットワーク ポリシー。ネ

ットワーク ポリシーまたは

エージェントに設定されて

いる具体的なポリシー。 

concrete_policy_id string 
統計情報のエンドポイント

に使用されます。 

app_policy_management 

GET 
/openapi/v1/enforcement/agents/{aid}/network_policy_config 



 

 

 

具体的なポリシーの統計情報 

このエンドポイントは、エージェント ID と具体的なポ

リシー ID を指定して、具体的なポリシーの統計情報を

返します。エンドポイントは、 Timeseries の具体的な

ポリシー結果オブジェクトの配列を返します。 

 

パス パラメータ: 

名前 タイプ 説明 

aid string 統計情報のエージェント UUID 

CID string 統計情報の具体的ポリシー UUID。 
 

クエリ パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

t0 integer エポック時間の統計情報の開始時刻 

t1 integer エポック時間の統計情報の終了時刻 

td 

Integer 

または 

string 

統計情報集約の粒度。整数で秒数 

を指定します。「分」、「時間」、

「日」などの文字列をパスできます。 

JSON オブジェクトの定義: 

エージェント 

属性 タイプ 説明 

agent_uuid string 
エージェントの固

有識別子。 

desired_network_policy_config object 

エージェントの

ネットワークポ

リシーの設定 

desired_policy_update_timestamp int 

エージェントが

ポリシーととも

に更新されたと

きのタイムスタ

ンプ 
 

GET 
/openapi/v1/enforcement/agents/{aid}/concrete_policies/ 
{cid}/stats?t0=<t0>&t1=<t1>&td=<td> 



 

 

ネットワーク ポリシー設定 

属性 タイプ 説明 

version string バージョン番号 

network-policy array 
ネットワーク ポリシーオブジ

ェクトの配列 

address_sets array 
IP 設定機能のアドレス セット 

オブジェクトの配列 

ネットワーク ポリシー 

属性 タイプ の説明 

priority string 具体的ポリシーの優先順位 

enforcement_intent_id string 適用の目的 

concrete_policy_id string 具体的ポリシー ID 

match object 

ポリシーの一致基準。一致

または match_set の 1 つ

だけが存在します。 

action object 
ポリシー一致のアクション

オブジェクトアクション 

workspace_id string 
ADM/適用ワークスペー 

スの ID 

policy_intent_group_id string 
ポリシー インテント グル

ープ ID 

match_set object 

: ref' Matchset ' オブジェク

トの IP セットサポート。

一致または match_set の 1 

つだけが存在します。 

一致 

属性 タイプ 説明 

src_addr object 
送信元アドレスのサブ

ネットオブジェクト 

dst-addr object 
宛先アドレスのサブネ

ットオブジェクト 

src_port_range_start int 
送信元ポートの範囲の

開始 



 

 

src_port_range_end int 
送信元ポート範囲の 

終了 

dst_port_range_start int 宛先ポート範囲の開始 

dst_port_range_end int 宛先ポート範囲の終了 

ip_protocol string IP プロトコル 

address-family string 
IPv4 または IPv6 アド

レス ファミリ 

direction string 
一致、入力、または出

力の方向 

src_addr_range object 
送信元アドレスのアド

レス範囲オブジェクト 

dst_add_range object 
宛先アドレスのアドレ

ス範囲オブジェクト 

Action 

属性 タイプ 説明 

type string Action type 

一致セット 

属性 タイプ 説明 

src_set_id string 

ネットワーク ポリシー設定 

  配列のアドレス

設定のソース設定 ID 

dst_set_id string 

ネットワーク ポリシー設定 

 配列のネットワ

ーク ポリシー設定のアドレス

設定オブジェクトの宛先設

定 ID 

src_ports array 
送信元ポートのポート範囲オ

ブジェクトの配列 

dst_ports array 
宛先ポートのポート範囲オブ

ジェクトの配列 

ip_protocol string IP プロトコル 

address_family string 
IPv4 または IPv6 アドレス フ

ァミリ 

direction string 一致の方向、入力または出力 

address_sets 

address_sets 



 

 

アドレス セット 

属性 タイプ 説明 

set-Id string アドレス セット ID 

addr_ranges array 
アドレス範囲オブジェクトの 

配列 

subnets array サブネット オブジェクトの配列 

addr_family string 
IPv4 または IPv6 アドレス ファ

ミリ 

サブネット 

属性 タイプ 説明 

ip_addr string IP アドレス 

prefix_length int 
サブネットのプレフィック 

ス長 

 

アドレス範囲 

属性 タイプ 説明 

start_ip_addr string 範囲の開始 IP アドレス 

end_ip_addr string 範囲の終了 IP アドレス 

 

Port Range 

属性 タイプ 説明 

start_port int 範囲の開始ポート 

end_port int 範囲の終了ポート 

 

具体的ポリシーの結果 

属性 タイプ 説明 

byte-count int 
具体的ポリシー ヒットのバイ

ト数 

pkt-count int 
具体的ポリシー ヒットのパケ

ット数 

 



 

 

Timeseries 具体的ポリシーの結果 

属性 タイプ 説明 

timestamp string 
結果集約のタイムスタンプ文

字列 

result object 具体的ポリシーの結果 

 

 

 

 

© Copyright 2015-2017 Cisco Systems, Inc. All rights 

reserved. 
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フロー 検索 

インベントリ 
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 NAT の背後にあるエージェントの 

VRF 設定 

スイッチ 

収集ルール 

ユーザー定義の注釈 

 

ドキュメント » OpenAPI » ソフトウェア エージェント 

 

ソフトウェア エージェント 

エージェント API 

ソフトウェア エージェント API は、Tetration ソフト

ウェア エージェントの管理に関連付けられていま

す。これらの API のセットでは、API キーに関連付

けられた  機能を必要とします。 

 注 

これらの API は、サイト管理者ユーザーのみが使用

できます。 

 

ソフトウェア エージェントの取得 

このエンドポイントは、ソフトウェア エージェント

のリストを返します。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

limit integer 
返される結果の数を制限します (オ

プション) 

offset string 

オフセットはページネーション要

求に使用されます。応答がオフセ

ットを返す場合、後続の要求では

同じオフセットを使用して、次の

ページでより多くの結果を取得す

る必要があります。（任意） 

 

ソフトウェア エージェントの削除 

このエンドポイントは、UUID を指定してソフトウェ

ア エージェントを廃止するために使用されます。こ

の API は、次のもので使用する必要があります。注

意: センサーが削除されると、それは Tetration ダッ

シュボードに表示されません。センサーがアクティブ

な場合、センサーからフローのエクスポートは許可さ

れません。

sensor_management 

GET /openapi/v1/sensors 



 

 

 

 
 

インテントを使用したソフトウェ

ア エージェントの設定 

この API ワークフローは、以下に定義されているい

くつかの REST エンドポイントを使用します。 

インベントリ フィルタの作成 

このエンドポイントは、ユーザーがソフトウェア エ

ージェントを設定する、エージェント ホストに一致

する基準を指定するために使用されます。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

app_scope_id string 
インベントリ フィルタに割

り当てる範囲 ID。 

name string 
インベントリ フィルタの 

名前。 

query json 
エージェント ホストのフィ

ルタまたは一致基準。 

 

サンプル python コード 

# app_scope_id can be retrieved by /app_scopes API 
req_payload = { 

"app_scope_id": <app_scope_id>, 
"name": "sensor_config_inventory_filter",  
"query": { 

"type": "eq", 

"field": "ip", 
"value": <sensor_interface_ip> 

} 
} 
resp = restclient.post('/filters/inventories', 

json_body=json.dumps(req_payload))) 
print resp.status_code 
# returned response will contain the created filter 
and it's ID. 

 
 

DELETE /openapi/v1/sensors/{uuid} 

POST /openapi/v1/filters/inventories 



 

 

ソフトウェア エージェント設定プロファイ

ルの作成 

このエンドポイントは、ソフトウェア エージェント

のターゲット セットに適用する一連の設定オプショ

ンを指定するために使用されます。 

 

次の設定オプションは、エージェント設定プロファイ

ルの一部として指定できます。 

 data_plane_disabled: true の場合、エージェント

はフローのレポートを停止します。 

 enable_pid_lookup: true の場合、エージェントは

フローにプロセス情報を接続しようとします。

(注) この設定オプションでは、エンド ホストで

さらに多くの CPU が使用されます。 

 cpu_quota_mode & cpu_quota_usec: これらのオ

プションは、エンド ホスト上のエージェントに

割り当てる CPU クォータの量をポリシングする

ために使用されます。 

 auto_upgrade_opt_out: true の場合、エージェン

トは Tetration のアップグレード中に自動アップ

グレードされません。 

 enforcement_disabled: 適用エージェントを実行

しているホストで適用を無効にするために使用で

きます。 

 preserve_existing_rules: 既存の iptable ルールを

保持するかどうかを指定するオプション。 
 

設定オプションの詳細については、『ソフトウェア 

エージェント設定』を参照してください。 

サンプル python コード 

# Define profile to disable data_plane on agent 

req_payload = {  

"root_app_scope_id": <root_app_scope_id>,  

"data_plane_disabled": True, 

"name": "sensor_config_profile_1",  

POST /openapi/v1/inventory_config/profiles 



 

 

"enable_pid_lookup": True,  

"enforcement_disabled": False 

} 

resp = restclient.post('/inventory_config/profiles',  

json_body=json.dumps(req_payload)) 

print resp.status_code 

# returned response will contain the created profile 
and it's ID. 

parsed_resp = json.loads(resp.content) 

 

ソフトウェア エージェントの設定インテン

トの作成 

このエンドポイントは、指定された一連のソフトウェ

ア エージェントに一連の設定オプションを適用する

インテントを指定するために使用されます。これによ

り、インテントが作成され、新しく作成されたインテ

ントを順序に追加することによってインテントの順序

が更新されます。 

 

サンプル python コード 

req_payload = {  

"inventory_config_profile_id": <>,  

"inventory_filter_id": <> 

} 

resp = restclient.post('/inventory_config/intents',  

json_body=json.dumps(req_payload)) 

print resp.status_code 

# returned response will contain the created intent 
object and it's ID. 

 

インテントの順序の指定 

このエンドポイントは、さまざまなソフトウェア エ

ージェントの設定インテントの順序を指定するために

使用されます。たとえば、プロセス ID を有効にする 

2 つのインテントがあります。開発マシンと二番目の

マシンを検索して、Windows マシンで プロセス ID 

の検索を無効にします。最初のインテントの優先度が

高い場合は、開発用の Windows マシンでのプロセス 

ID 検索が有効になります。注: デフォルトでは、イン

テントが作成されると、インテント順序リストの先頭

に追加されます。このエンドポイントは、エンド ユ

ーザーが既存のインテントの順序を変更する必要があ

る場合にのみ使用されます。 

POST /openapi/v1/inventory_config/intents 



 

 

 

 

サンプル python コード 

# Read the agent config intents ordered list  

resp = restclient.get('/inventory_config/orders')  

order_result_json = json.loads(resp.content) 

 

# Modify the list by prepending the new intent in the 

list 

order_rslt_json['intent_ids'].insert(0,<intent_id>) 

 

# Post the new ordering back to the server 

resp = restclient.post('/inventory_config/orders', 

json_body=json.dumps(order_rslt_json)) 

 

NAT の背後にあるエージェントの 

VRF 設定 

次の一連の API は、NAT ボックスの背後にあるエー

ジェントに VRF を割り当てるポリシーを指定する場

合に役立ちます。これらの API のセットには API キ

ーに関連付けられた  機能が必要

で、サイト管理者ユーザーのみが使用できます。 

NAT の背後にあるエージェントの VRF 設

定ルールの一覧表示 

このエンドポイントは、NAT の背後にあるエージェン

トに適用可能な VRF 設定ルールのリストを返します。 

 

NAT の背後にあるエージェントに適用可

能な新しい VRF 設定を作成します 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンスで

認識される送信元 IP および送信元ポートに基づい

て、ホストの VRF タグ付けの基準を指定するために

使用されます。 

 
 

POST /openapi/v1/inventory_config/orders 

sensor_management 

GET /openapi/v1/agentnatconfig 

POST /openapi/v1/agentnatconfig 



 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

src_subnet string 

送信元 IP が属するこ

とができるサブネット 

(CIDR 表記)。 

src_port_range_start integer 
送信元ポート範囲の下

限境界 (0-65535)。 

src_port_range_end integer 
送信元ポート範囲の上

限境界 (0-65535)。 

vrf-id integer 

送信元アドレスとポー

トがを持つエージェン

トのフローのタグ付け

に使用される VRF ID 

が、上記で指定した範

囲内で失敗します。 

 

サンプル python コード 

req_payload = { 

src_subnet: 10.1。1.0/24, # src IP range  

for sensors 
src_port_range_start: 0, 
src_port_range_end: 65535, 
vrf_id: 676767 # VRF ID to 

assign 
} 
 

resp = rc.post('/agentnatconfig', 

json_body=json.dumps(req_payload)) 

print resp.status_code 

既存の VRF 設定の削除 
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DELETE /openapi/v1/agentnatconfig/{nat_config_id} 
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ドキュメント » OpenAPI » スイッチ 

 

スイッチ 

スイッチ関連の API は、Tetration ハードウェア エー

ジェントの管理に関連付けられています。これらの 

API のセットは、API キーに関連付けられた 

 機能を必要とします。 

 注 

これらの API は、サイト管理者ユーザーのみが使用

できます。 

 

スイッチの取得 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンスが

認識しているスイッチのリストを返します。 

 
 

パラメータ：なし 

スイッチの設定 

このエンドポイントは、シリアル番号を指定してスイ

ッチを設定するために使用されます。 

 

この API は、指定されたシリアル番号を持つスイッ

チに対して、次の設定オプションの 1 つ以上を設定

するために使用できます。 

クエリ本文は、次のキーを使用した json 本文で構成

されます。 

  

 hw_sensor_management 

GET /openapi/v1/switches 

PUT /openapi/v1/switches/{serial} 



 

 

 

名前 説明 

datapath_disabled 

オプション パラメータです。True 

の場合、スイッチは Tetration への

フローのレポートを停止します 

export_interval_ms 

オプション パラメータです。

Tetration クラスタへのエクスポート

間隔 

catchall_vrf_id 
オプション パラメータです。デフ

ォルトの Catch All Vrf Id 

 

サンプル python コード 
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req_payload = {'export_interval_ms': 60000} 

resp = restclient.put('/switches/%s' % switch_serial,  

json_body=json.dumps(req_payload)) 

print resp.status_code 
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ドキュメント » OpenAPI » 収集ルール 

 

収集ルール 

これらの API のセットを使用して、収集ルールを管

理できます。Tetration アプライアンスの収集ルール

は、ユーザーが展開でどのような IP アドレスまたは

サブネットを対象とするかを指定することを意味しま

す。展開に Tetration 分析をサポートするスイッチが

ある場合は、これらの収集ルールがスイッチに送信さ

れます (ユーザーは、ダッシュボードの [Apply to 

switches (スイッチに適用)] チェックボックスをオン

にする必要があります)。これらの収集ルールを受信

すると、スイッチはこれらの収集ルール セットに一

致する IP アドレスのトラフィック信号のみを抽出し

ます。これらの API は、API キーに関連付けられて

いる  機能を必要としています。 

 注 

これらの API は、サイト管理者ユーザーのみが使用

できます。 

 

収集ルール オブジェクト 

収集ルール オブジェクトの属性については、以下を

参照してください。次のとおりです: 

属性 タイプ 説明 

サブネット string 
CIDR 形式のサブネットまたは IP 

アドレス。 

action string 
有効な値は「include」または

「exclude」です。 

 

VRF の新しい収集ルールの更新 

このエンドポイントは、指定された VRF の収集ルー

ルの順序付きリストを更新するために使用できます。

注意: リスト POST 要求内の収集ルールは、順序付き

リストとして扱われます。  

 

hw_sensor_management 

POST /openapi/v1/collection_rules/{vrf_name} 



 

 

 

パラメータ 

POST 本文内の収集ルール オブジェクトの順序付き

リスト。最後の 2 つのルールは、IPv4 および IPv6 

のすべてのルールをキャッチする必要があります。

ルールでは、次の例のように、サブネット 0.0.0.0/0 

と::/0 をそれぞれ指定できます。 

サンプル python コード 

req_payload = [ 
{ 

"subnet": "10.10.10.0/24", 
"action": "include" 

}, 
{ 

"subnet": "11.11.11.0/24", 
"action": "include" 

}, 
{ 

"subnet": "0.0.0.0/0", # catch all rule for 
IPV4 addresses 

"action": "exclude" 
}, 
{ 

"subnet": "::/0", # catch all rule for 
IPV6 addresses 

"action": "exclude" 
} 

] 

resp = restclient. post('/collection_rules/test_vrf', 
json_body=json.dumps(req_payload)) 

VRF の収集ルールの取得 

このエンドポイントは、指定された VRF の収集ルー

ルの順序付きリストを返します。 

 

パラメータ：（なし） 

 

 

 

 

© Copyright 2015-2017 Cisco Systems, Inc. All rights 
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 範囲依存 API 

 範囲独立 API 

VRF 

オーケストレーション 

 

 

 

ドキュメント » OpenAPI » ユーザー定義の注釈 

 

収集ルール 

ユーザー定義の注釈 

これらの API は、Tetration アプライアンスのフロー

とインベントリをタグ付けするユーザー定義の注釈を

追加または削除するために使用されます。これらの 

API を呼び出すには、  機能で API キ

ーを使用します。 

 注 

この機能に UI を使用してアクセスする方法につい

ては、[Inventory (インベントリ)] > の [Uploads  

(アップロード)] を参照してください。 
 

範囲依存 API 

次の API は、範囲所有者とサイト管理者が使用でき

ます。 

注釈のアップロード 

このエンドポイントは、フローにタグ付けするため

の注釈付きの CSV ファイルと、Tetration アプライ

アンスの範囲のインベントリ項目をアップロードす

るために使用されます。  という名前の列ヘッダ

ーが CSV ファイルに表示されている必要がありま

す。残りの列ヘッダーのうち、最大 32 までを使用

して、フローとインベントリ項目の注釈を付けるこ

とができます。 

 

ユーザーはオペレーションタイプ (  ) 

をこの API にパラメータとして指定する必要があり

ます。  は   (注釈の追加のため) 

および  (注釈の削除のため) の 1 つです。 

 user_data_upload 

 IP 

POST /openapi/v1/assets/cmdb/upload/{appScope} 

X-Tetration-Oper 

X-Tetration-Oper  add 

 delete 



 

 

 

サンプル python コード 

 

ユーザーの注釈のダウンロード 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンス上

の範囲に対してアップロードされたユーザーの注釈を

返します。 

 

サンプル python コード 

 

注釈付きファセットのリストの更新 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンス上

の範囲のフローとインベントリ項目に注釈を付けるた

めに使用されるファセットのリストを更新します。 

 

サンプル python コード 

 

  

file_path = '/<path_to_file>/user_annotations.csv'  

app_scope = 'Tetration' 

req_payload = [tetpyclient MultiPartOption(key='X-

tetration', val='add')]  

restclient.upload(file_path,'/assets/cmdb/upload/' + 

appscope, req_payload) 

GET /openapi/v1/assets/cmdb/download/{appScope} 

file_path = '/<path_to_file>/output.csv' 

app_scope = 'Tetration' 

restclient. download(file_path, '/assets/cmdb/download' 

+ app_scope) 

PUT /openapi/v1/assets/cmdb/annotations/{appScope} 

# the following list is a subset of column headers in 

the 

# uploaded CSV file 

req_payload = ['location', 'region', 'detail'] 

app_scope = 'Tetration'  

restclient.put('/assets/cmdb/annotations/' + 

app_scope, 

json_body=json.dumps(req_payload)) 



 

 

 

ユーザーがアップロードした注釈のフ

ラッシュ 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンスの

範囲内のフローおよびインベントリ項目の注釈を消去

します。変更は新しいデータに影響します。古い注釈

付きデータは変更されずに残ります。 

 

サンプル python コード 

 

範囲、範囲所有者、およびサイト管理者への読み取

りアクセス権を持つユーザーは、次の API を使用で

きます。 

注釈付きファセットのリストを取得する 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンス上

の範囲の注釈付きファセットのリストを返します。注

釈付きファセットは、その範囲内のフローとインベン

トリ項目に注釈を付けるために使用される、アップロ

ードされた CSV ファイル内の列ヘッダーのサブセッ

トです。 

 

サンプル python コード 

 

範囲に依存しない API 

次の API はサイト管理者のみ使用できます。 

注釈のアップロード 

このエンドポイントは、フローにタグ付けするための

注釈付きの CSV ファイルと、Tetration アプライアン

スのインベントリ項目をアップロードするために使用

されます。名前付きカラム ヘッダー  および  

POST /openapi/v1/assets/cmdb/flush/{appScope} 

restclient.post('/assets/cmdb/flush/' + app_scope) 

GET /openapi/v1/assets/cmdb/annotations/{appScope} 

resp = 

restclient.get('/assets/cmdb/annotations/{appScope}')  

print resp. text 

IP VRF 



 

 

は、CSV ファイルに表示される必要があります。の

残りの列ヘッダーを最大 32 まで使用して、フローと

インベントリ項目に注釈を付けることができます。 

 

ユーザーはオペレーションタイプを指定する必要があ

ります。をこの API のパラメータとして指定しま

す。  の候補値は  (注釈の追加の

ため) および   (注釈の削除のため) です。 

サンプル python コード 

 

ユーザーの注釈のダウンロード 

このエンドポイントは、Tetration アプライアンス上

のすべての範囲に対してアップロードされたユーザー

の注釈を返します。 

 

サンプル python コード 
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POST /openapi/v1/assets/cmdb/upload 

X-Tetration-Oper add 

delete 

file_path = '/<path_to_file>/user_annotations.csv' 
req_payload = [tetpyclient.MultiPartOption(key=  

'X-Tetration-Oper', val='add')] 
restclient.upload(file_path, '/assets/cmdb/upload', 
req_payload) 

GET /openapi/v1/assets/cmdb/download 

file_path = '/<path_to_file>/output.csv' 

restclient.download(file_path, 

'/assets/cmdb/download') 

 前 次  
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ドキュメント » OpenAPI » VRF 

 

VRF 

この API のセットは、VRF を管理します。 

 注 

これらの API は、サイト管理者のみ使用できます。 
 

VRF オブジェクト 

VRF オブジェクトの属性については、以下で説明し

ます。 

属性 タイプ 説明 

id string VRF の固有識別子。 

name string 
ユーザーが指定した 

VRF の名前。 

tenant_Id string 親テナントの ID。 

root_app_scope_id string 
関連付けられているル

ート範囲の ID。 

created_At integer 

VRF が作成されたと

きの Unix タイムスタ

ンプ。 

updated_at integer 

VRF が最後に更新さ

れたときの Unix タイ

ムスタンプ。 

VRF の取得 

このエンドポイントは、VRF のリストを返します。こ

の API は 、 、ま

たは  機能をもつ API キーで使用

可能です。 

 

パラメータ：（なし） 

VRF オブジェクトのリストを返します。

sensor_management flow_inventory_query 

 hw_sensor_management 

GET /openapi/v1/vrfs 



 

 

 

VRF を作成します 

このエンドポイントは、新しい VRF を作成するため

に使用されます。関連付けられたルート範囲は、VRF 

ID に一致するクエリを使用して自動的に作成されま

す。この API は  機能機能をもつ 

API キーで使用可能です。 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

id string VRF の固有識別子。 

tenant_Id string 親テナントの ID。 

name string 
ユーザーが指定した 

VRF の名前。 

apply_monitoring_rules boolean 

収集ルールを VRF に

適用するかどうかを指

定します。詳細につい

ては、「収集ルール」

を参照してください。 

 

新しく作成された VRF オブジェクトを返します。 

 

サンプル python コード 

 

VRF の更新 

このエンドポイントは、VRF を更新します。この 

API は、  機能機能をもつ API キー

で使用可能です。  

sensor_management 

POST /openapi/v1/vrfs 

req_payload = { 

"id": <vrf_id>, 

"tenant_id": <tenant_id>, 

"name": "Test", 

"apply_monitoring_rules": True 

} 

resp = restclient.post('/vrfs', 

json_body=json.dumps(req_payload)) 

sensor_management 



 

 

 

 

パラメータ： 

名前 タイプ 説明 

name string ユーザーが指定

した VRF の名

前。 

apply_monitoring_rules boolean 収集ルールを 

VRF に適用する

かどうかを指定

します。 

 

指定された ID に関連付けられている変更された VRF 

オブジェクトを返します。 

特定の VRF の削除 

このエンドポイントは、VRF を削除します。ルート

範囲が関連付けられている場合、これは失敗します。

この API は  機能をもつ API キーで

使用可能です。 
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PUT /openapi/v1/vrfs/{vrf_id} 

sensor_management 

DELETE /openapi/v1/vrfs/{vrf_id} 

 前 次  
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ドキュメント » OpenAPI » オーケストレーション 

 

オーケストレーション 

この一連の API を使用して、Tetration クラスタ展開

での外部オーケストレーション インベントリ学習を

管理できます。それらは、API に関連付けられている 

 機能を必要とします。 

現在サポートされているオーケストレーション タイ

プは、「vcenter」 (VCenter 6.5 以降) および「aws」

です。 

 実験段階の機能 

この機能と API は ALPHA にあり、今後のリリース

で変更および拡張される可能性があります。 

オーケストレーション オブジェクト 

オーケストレーション オブジェクトの属性について

は、以下で説明します。 

属性 タイプ の説明 

id string 

一意（Unique）オー

ケストレーションの

識別子。 

name string 
ユーザーが指定した

演算子の名前。 

type string 

オーケストレーショ

ンのタイプ-現在サポ

ートされている値

 および

 

description string 

ユーザーが指定した

説明オーケストレー

ション。 

aws_region string 

AWS リージョン 

この場合、クラスタ 

存在します。 
 

aws 

vcenter 

external_integration 



 

 

username string 

ユーザー名オーケ

ストレーションエ

ンドポイント。 

password string 

オーケストレー

ション エンドポ

イントのパスワ

ード 

certificate string 

認証に使用する

クライアント証

明書 

key string 

クライアント証

明書に対応する

キー 

ca_certificate string 

オーケストレー

ション エンドポ

イントを検証す

るための CA 証

明書 

aws_access_key_id string 
AWS アクセス キ

ー ID 

aws_secret_access_key string 
AWS Secret 
Access Key 

insecure boolean 
厳格な SSL 検証

をオフにする 

delta_interval integer 
デルタ ポーリン

グ間隔 

full_snapshot_interval integer 
フル スナップシ

ョット間隔 

verbose_tsdb_metrics boolean 

エンドポイント

ごとの TSDB メ

トリックス 

hosts_list Array 

オーケストレータ

ーに接続するため

の{host_name, 

port_number}  

の配列 

 

  



 

 

 

オーケストレーションの取得 

このエンドポイントは、アプライアンスによって認識

されているオーケストレーション リストを返しま

す。この API は、  機能を備えた 

API キーで使用できます。 

 

パラメータ：（なし） 

オーケストレーション オブジェクトのリストを返し

ます。 

 

パラメータ： 

オーケストレーションの作成 

このエンドポイントは、新しいオーケストレーション

を作成するために使用されます。 

属性 タイプ 説明 

id string 
オーケストレーショ

ンの固有識別子。 

name string 

ユーザーが指定した

オーケストレーショ

ンの名前。 

type string 

オーケストレーショ

ンのタイプ-現在サポ

ートされている値

 および

 

description string 

オーケストレーショ

ンのユーザー指定の

説明。 

aws_region string 
クラスタが存在する 

AWS リージョン。 

username string 

オーケストレーショ

ン エンドポイントの

ユーザー名。 

aws 

vcenter 

external_integration 

GET /openapi/v1/orchestrator/{scope} 

POST /openapi/v1/orchestrator/{scope} 



 

 

password string 

オーケストレーショ

ン エンドポイントの

パスワード。 

certificate string 
認証に使用されるク

ライアント証明書 

key string 
クライアント証明書

に対応するキー 

ca_certificate string 

オーケストレーショ

ン エンドポイントを

検証する CA 証明書 

aws_access_ 
key_id 

string 
AWS アクセス キー 

ID 

aws_secret_ 
access_key 

string 
AWS Secret Access 
Key 

insecure boolean 
厳格な SSL をオフ

にする検証 

delta_interval integer 
デルタ ポーリング間

隔 

full_snapshot_ 
interval 

integer 
フル スナップショッ

ト間隔 

verbose_tsdb_ 
metrics 

boolean 

エンドポイントごと

の TSDB メトリック

ス 

hosts_list Array 

オーケストレーター

に接続するための

{host_name, 

port_number} の配列 

 
 

サンプル python コード 

 

  

req_payload = { 
"name": "VCenter Orchestrator" 
"type": "vcenter", 
"hosts_list": [ { "host_name": "8.8.8.8", 

"port_number": 443}], 
"username":"admin", 
"password":"admin" 

} 
Resp = restclient.post('/orchestrator/Default', 

json_body=json.dumps(req_payload)) 



 

 

 

特定のオーケストレーションを取

得する 

このエンドポイントは、オーケストレーションのイン

スタンスを返します。 

 

指定された ID に関連付けられているオーケストレー

ション オブジェクトを返します。 

オーケストレーションの更新 

このエンドポイントはオーケストレーションを更新し

ます。 

 

パラメータ： 

POST パラメータと同じ 

 

指定された ID に関連付けられている変更されたオー

ケストレーション オブジェクトを返します。 

特定のオーケストレーションの削除 

このエンドポイントは、指定されたオーケストレーシ

ョンを削除します。 
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GET /openapi/v1/orchestrator/{scope}/{orchestrator_id} 

PUT /openapi/v1/orchestrator/{scope}/{orchestrator_id} 

DELETE 
/openapi/v1/orchestrator/{scope}/{orchestrator_id} 

 前 次  


