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1 概要 
このマニュアルでは、Cisco Security Manager（CSM）API のプロトコルの説明と仕様、CSM サーバ上の 
API および CSM サーバ（インフラストラクチャデバイス）自体を使用する CSM クライアント製品の動
作要件を示します。また、CSM NorthBound（NB）API によって伝送されるメッセージコンテンツの基盤
となる XML スキーマを示します。 

CSM NB API は、ネットワークセキュリティの設定情報またはイベント、さらにこうした設定に対して
公開する変更を参照するクライアント製品で使用するように設計されています。 

CSM NB API は、Cisco ASA および IPS デバイスのグローバルおよびデバイス特有のネットワーク設定ポ
リシーへのアクセスを提供するさまざまな機能を実現するサービスに分けられます。 

クライアントがポリシー情報を受信すると、セキュリティ分析やセキュリティイベントへのリンクなどを
実行するために情報を使用できます。 

1.1 範囲 
このマニュアルには、CSM NB API 2.1 仕様、CSM API ペイロードで実行されるメッセージコンテンツの
基盤を提供する XML スキーマの仕様、および CSM クライアント製品、CSM NB API を実装するインフ
ラストラクチャ製品の動作仕様が記載されています。 

注：特に明記されていない限り、このマニュアル全体を通して、CSM クライアントまたは CSM「API」
クライアントへのすべての参照は、CSM サーバと通信する REST インターフェイスを使用するサード
パーティの「CSM API クライアントプログラム」を意味します。このドキュメントで説明されている 
CSM クライアントと、サーバにアクセスするためにユーザのデスクトップにインストールされている、
事前に組み込まれている CSM GUI クライアントアプリケーションを混同しないでください。混乱を避け
るため、このドキュメント内で必要な場合には、事前に組み込まれている CSM GUI クライアントアプリ
ケーションへの参照に、関連する画面のスクリーンショットが含まれています。次の図を参照してくだ
さい。CSM API クライアントプログラムとの対話を明確に表示しています。 
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1.2 リビジョン 1.1 の変更点 
 

NB API 1.1 は NB API 1.0 の後継です。API のバージョン 1.1 では、次の変更が追加されました。 

1.2.1 ユニファイドアクセスルール 
これは、バージョン 1.1 でサポートされる新しいポリシーです。 

1.2.2 セキュリティポリシーオブジェクト 
これは、バージョン 1.1 でサポートされる新しいポリシーオブジェクトです。 

1.2.3 ネットワークオブジェクト 
このオブジェクトは、API がユニファイドアクセスルールで使用される場合、<ipv4Data> の代わりに
<ipData> としてデータ要素を表すように変更されました。 

1.2.4 設定ルールを最終変更したユーザ/チケットを戻す 
API の使用例の 1 つは、準拠性チェックのために CSM から設定データを取得することです。コンフィ
ギュレーションサービス API は、設定ルールを変更したユーザとチケットに関する情報も返すようにな
りました。 
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1.2.5 デバイス状態の追加：イベントサービスの一部としての
アップ/ダウン 

Security Manager の一部ユーザには、毎日実行する作業スレッドおよび Security Manager で管理するネッ
トワークデバイスから変更された設定をフェッチする作業スレッドがあります。つまり、ユーザはデバ
イスから設定を取得する際に execDeviceReadOnlyCLICmds API 呼び出しを使用します。 

execDeviceReadOnlyCLICmds API コールはデバイスステータスがダウンすると停止します。したがって、
この分野に関心があるユーザは execDeviceReadOnlyCLICmds API コールを実行する前にデバイスステー
タスのアップ/ダウンを確認することをお勧めします。 

1.2.6 カスタムタイムアウトをサポートする EXEC コマンド 
API コール 

API 1.1 以前のバージョン（バージョン 1.0）では、execDeviceReadOnlyCliCmds にタイムアウト値がな
いため、デバイスが応答不能の場合は無限期間実行され、API サービスが停止する可能性があります。
この問題を回避するため、API の後続のバージョン（バージョン 1.1）では、メソッド 
execDeviceReadOnlyCliCmds が要求のオプション属性を取得できます。このオプションの属性では API 
クライアントが execDeviceReadOnlyCliCmds メソッド呼び出しのタイムアウトを設定できます。 

1.2.7 CSM で定義されたすべての共有ポリシーのリストを返
す API 機能拡張 

新しい API がバージョン 1.1 で追加され、特定のポリシータイプのシステムのすべての共有ポリシーの
リストを返します。 

1.2.8 デバイスオブジェクトのデバイスの SysObjectID を戻す 
API バージョン 1.0 には CSM に存在するすべてのデバイスの一覧を表示する多くの API があります。
さらに、API バージョン 1.1 では、応答に SysObjectID も含まれるようになりました。 

1.2.9 CSM 監査ログは API および CSM クライアントによる
ログインを区別する必要がある 

CSM 4.3 では、NB API または CSM クライアントから CSM へのログイン時に、ユーザログインを示す監
査ログメッセージを作成します。しかし監査ログメッセージには、NB API を使用したユーザログインの
区別/説明はありませんでした。 

CSM 4.4 リリースの一部として、監査ログが API および CSM クライアントによるログインを区別するよ
う拡張されました。 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
21 ページ 

1.2.10 新しいファイアウォールポリシー 
次の新しいファイアウォールポリシーは CSM 4.4 および API バージョン 1.1 以降で使用可能です。 

• InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy。InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）
手動 NAT ルールを表します。 

• InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy。InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）
オブジェクト NAT ルールを表します。 

1.3 リビジョン 2.0 の変更点 
このセクションでは、NB API のこのリリースで追加された内容について簡単に説明します。個々の API 
の詳細については、以降のセクションで説明します。構成サービスの serviceVersion は 2.0 に更新されて
います。 

1.3.1 書き込み API 
このリリースでは、ポリシーとオブジェクトに書き込みアクセス権が導入されました。詳細について
は、次のサブセクションで説明します。 

1.3.1.1 ポリシーオブジェクト 
ポリシーオブジェクトの追加、変更、および削除がこのリリースで新たにサポートされるようになりま
した。また、デバイスの上書き作成もサポートされます。このリリースでサポートされるポリシーオブ
ジェクトは、以下のとおりです。 

1. ネットワーク 

2. サービス 

3. Port-List 

4. インターフェイスロール 

5. Time-range 

6. アイデンティティユーザグループ 

7. セキュリティユーザグループ 

1.3.1.2 ポリシー 
このリリースでは、デバイスや共有ポリシーに割り当てられたポリシーの追加、削除、および変更が新
たにサポートされるようになりました。ただし、API 経由で共有されるポリシーの作成/割り当て/継承/割
り当て解除はサポートされません。このリリースでサポートされるポリシーは、以下のとおりです。 
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1. アクセスルール 

2. ユニファイドアクセスルール 

3. ACL 名の設定 

1.3.1.3 [管理（Administration）] ページ 
要求のペイロードサイズを制限するため、[CSM API管理（CSM API Administration）] ページにユーザが 
1 ～ 5 MB の範囲で値を指定できる（デフォルト値は 2 MB）新しいオプションが追加されました。 

1.3.2 すべての CSM サーバモードに対するサポート 
バージョン 2.0 から、API に関連するメソッドが導入されました。以下のすべての CSM サーバモードで
書き込み API がサポートされます。 

1. チケットとワークフローの両方が無効 

2. チケットが有効でワークフローが無効 

3. ワークフローが有効でチケットが無効 

4. ワークフローとチケットの両方が有効 

CSMSession の概念は、NB API で導入されています。書き込み API に関連するメソッドのいずれかを使用
するには、CSMSession を API 層から作成して開き、返された一意の ID を書き込み API メソッドと一緒に
使用する必要があります。内部的には、createCSMSession API で CSM サーバモードに基づいてアクティビ
ティまたはチケットが作成されます。CSMSession の作成は、非ワークフローモードおよび非チケット
モードでも使用する必要があります。詳細については、セクション 8.1.3「CSMSession の使用」を参照し
てください。 

1.3.3 デプロイメント API 
変更を送信したら、デプロイメント API を使用して影響を受けるデバイスへの導入をすぐに開始するこ
とができます。 

1.3.4 ポリシーオブジェクトを読み取る API 
このリリースで、API を追加して名前とタイプ、または ID のみを指定したポリシーオブジェクトの内容
を読み取れるようになりました。 
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1.3.5 アクセスルールの変更 
このリリースからアクセスルールの読み取り出力が変更され、ポリシー名とセクション情報が含まれる
ようになりました。デバイスが共有ポリシーを継承している場合は、この追加によりローカルルールと
共有ポリシールールが区別されるようになります。2 つの新しい要素、<sectionName> と <policyName> 
が追加されています。<sectionName> タグにはルールが属するセクションの詳細が指定され、
<policyName> には共有ポリシー名だけでなく完全パスも指定されるため、継承モデルについてよく理解
できるようになります。新しく追加された要素について、次に例を示します。 

 

図 1：バージョン 2.0 でのアクセスルールの変更 

 

<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-012884901983</gid> 
<name/> 
<lastUpdateTime>2014-03-03T13:00:28.57Z</lastUpdateTime> 
<updatedByUser>asbabu</updatedByUser> 
<lastCommitTime>2014-03-03T13:00:37.142Z</lastCommitTime> 
<ticketId>asbabu_03.Mar.2014_18.30.15</ticketId> 
<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type> 
<orderId>0</orderId> 
<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation> 
<description> </description> 
<configState>committed</configState> 
<sectionName>london</sectionName> 
<policyName>Global/Europe/UK</policyName> 
<isEnabled>true</isEnabled> 
<direction>In</direction> 
<permit>false</permit> 
<interfaceRoleObjectGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid> 
</interfaceRoleObjectGIDs> 
<sources> 
<networkObjectGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000102</gid> 
</networkObjectGIDs> 
</sources> 
<destinations> 
<networkObjectGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000102</gid> 
</networkObjectGIDs> 
</destinations> 
<services> 
<serviceObjectGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid> 
</serviceObjectGIDs> 
</services> 
<logOptions> 
<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled> 
<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging> 
</logOptions> 

</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
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1.4 リビジョン 2.1 の変更点 
このリビジョンでは、共有ポリシーと一緒に機能する以下の CSM コンフィギュレーションサービス API 
メソッドが導入されています。 

1.4.1 CreateSharedPolicy 
CreateSharedPolicy メソッドを使用して、新しい共有ポリシーを作成します。 

1.4.2 DeleteSharedPolicy 
DeleteSharedPolicy メソッドを使用して、既存の共有ポリシーを削除します。 

1.4.3 RenameSharedPolicy 
RenameSharedPolicy メソッドを使用して、既存の共有ポリシーの名前を変更します。 

1.4.4 AssignSharedPolicy 
AssignSharedPolicy メソッドを使用して、共有ポリシーをデバイスに割り当てます。共有ポリシーを割り
当てると、デバイスの既存のローカルポリシーが置き換えられます。 

1.4.5 UnassignSharedPolicy 
UnassignSharedPolicy メソッドを使用して、共有ポリシーの割り当てを解除します。 

1.4.6 InheritSharedPolicy 
InheritSharedPolicy メソッドを使用して、別の共有ポリシーを継承します。継承オプションが選択されて
いない場合は、継承されたポリシーが分離されます。 

 

1.5 リビジョン 2.2 の変更点 
このリビジョンでは、特定のオブジェクトタイプのポリシーオブジェクトのリストを取得する以下の 
CSM コンフィギュレーションサービス読み取り API メソッドが導入されています。 

1.5.1 getPolicyObjectsListByType 
タイプに基づいてポリシーオブジェクトのリストを取得する API。ユーザは、リストをすぐに用意
して他の設定 API の処理に適したオブジェクトを使用できます。 

 

1.6 対象読者 
このマニュアルは本質的に技術文書で、技術者、開発エンジニア、テクニカルマーケティングエンジニ
アを対象としています。 
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1.7 参考資料 
以下は、このドキュメント内に表示され、ここで指定された範囲でこの仕様の標準部分を構成します。
本書と次の参照された仕様で矛盾がある場合、本書の内容が優先されます。 

• RFC-3986、Uniform Resource Identifier (URI)：Generic Syntax、Berners-Lee、Fielding、Masinter、
2005 年 1 月 

• RFC-3579、RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Support For Extensible 
Authentication Protocol (EAP)：Aboba、Calhoun、2003 年 9 月 

• RFC-2387、MIME Multipart/Related Content-type：Levinson、1998 年 8 月 

• XML-binary Optimized Packaging：Gudgin、Mendelsohn、Nottingham、Ruellan、
http://www.w3.org/TR/xop10/ 、2005 年 1 月 25 日 

• Describing Media Content of Binary Data in XML：Karmarkar、Yalçınalp、
http://www.w3.org/TR/xml-media-types/ 、2005 年 5 月 4 日 

• RFC-2616、Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1：Fielding、Gettys、Mogul、Frystyk、
Masinter、Leach、Berners-Lee、1999 年 6 月 

• XML Path Language http://www.w3.org/TR/xpath/ 、1999 年 11 月 

 

1.8 用語集 
次に、このマニュアルで使用されている用語の略語と定義を示します。 

省略形 定義 

AAA 認証、許可、アカウンティング 

API Application Programming Interface（アプリケーションプログラミ
ングインターフェイス） 

AS 認証サーバ（例：AAA） 

AUS Auto Update Server 
CA 認証局（Certificate Authority）。raw デバイス設定データを保管

する CSM の「Configuration Archive」モジュールも参照。 

CNS Cisco Networking Service 
CR 証明書リポジトリ 

CSM Cisco Security Manager 
DNS ドメインネームサービス 

FQDN 完全修飾ドメイン名 

HPM CSM のヘルスとパフォーマンスモニタリングアプリケーション 

http://tools.ietf.org/html/rfc3986
http://tools.ietf.org/html/rfc3579
http://tools.ietf.org/html/rfc2387
http://www.w3.org/TR/xop10/
http://www.w3.org/TR/xml-media-types/
http://tools.ietf.org/html/rfc2616
http://www.w3.org/TR/xpath/
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省略形 定義 

HTTP ハイパーテキスト転送プロトコル 

IP インターネットプロトコル 

LAN Local Area Network; ローカルエリアネットワーク 

NAS ネットワーク認証サーバ 

NB North Bound 
OOB アウトオブバンド（CSM の外部でデバイスで直接実行する未管

理の変更） 

PKC 公開キー暗号化 

PKI 公開キーインフラストラクチャ 

REST REpresentational State Transfer 
SDK Software Development Kit（ソフトウェア開発キット） 

UI ユーザインターフェイス 

URI ユニバーサルリソース識別子 

XML 拡張マークアップ言語 

XPath XML パスの言語 

表 1：用語一覧 

1.9 表記法 
次のテキストの表記法がこのマニュアルで使用されます。 

 

• 次の例のように、すべてのタイプの定義が大文字で始まります。 

o xs:simpleType name="ObjectIdentifier” 

• 次の例のように、要素名はすべて小文字で始まります。 

o <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

1.10 CSM メッセージフローの概要 
CSM クライアントが CSM サーバを使用する場合の、主要なメッセージフロー概要の一部を図 2に示し
ます。CSM サーバは、ネットワーク上のデバイスを認識するように設定され、ファイアウォールや IPS 
デバイスなどに対する設定を読み取ります。CSM クライアントは開始後に CSM サーバに認証され、API 
で提供するメソッドでアクセスすることができます。CSM のインターフェイスは共通（セクション  2）、
設定（セクション  3）、イベント（セクション  3.2.11）、ユーティリティ（セクション  5）などの複数の
サービスとして定義されています。 
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FW/IPS 
DevicesCSM Server

CSM 
Client

LoginRequest

Read Configuration/
Signatures

LoginResponse

Process Configs &
Sync with Policies

GetDeviceListByType Request

GetDeviceListByType Response

Event Subscription Request

Event Subscription Response
Policy Config Change

Process Config Change

Syslog event for change config 
on device X

GetDeviceConfigByGID Request

GetDeviceConfigByGID Response

CSM Admin 

Device Config Change

GetDeviceConfigByGID Request

GetDeviceConfigByGID Response

Authentication

Get ASA Device
List supported by CSM Server

Get specific device config file

GetServiceInfo Request

GetServiceInfo Response
Verify the config & event 

services match the version...etc

GetPolicyConfigByDeviceGID Request

GetPolicyConfigByDeviceGID Response
Get specific policies that map to 

a particular device

Register interest in change 
config events

Receive change event for 
Device X, get full config that has 

changed

Logout Request

Logout ResponseClient terminates

 

図 2：CSM のメッセージ交換の概要 

REST は CSM メッセージの伝送に使用されます。つまり、CSM のメッセージは CSM クライアントがア
クセスした URL です。CSM メッセージ用の XML スキーマは、このマニュアルの各サービスセクション、
およびセクション  11の完全な XSD ファイルで提供されます。 
 

CSM API は、次の 4 つの主なサブカテゴリで構造化されます。 

o 共有サービス API：共通のメソッド定義およびスキーマの詳細を含む（ログイン、ログ
アウト、ping/hearbeat などに関連する）。詳細については、「共有サービス API」セク
ションを参照してください。 

o 設定サービス API：デバイス設定データを取得し、書き込むメソッドとスキーマを含む。
詳細については、「CSM コンフィギュレーションサービス API」セクションを参照して
ください。 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
28 ページ 

o イベントサービス API：クライアントが特定の場合（配置、アウトオブバンド変更イベ
ントなど）にイベント通知をサブスクライブできるメソッドとスキーマを含む。詳細につ
いては、「CSM イベントサービス API」セクションを参照してください。 

o Utility Service API：ユーザが CSM API インターフェイスを使用して、デバイスの特定の 
CLI コマンドを実行できるスキーマとメソッドを含む。詳細については、「CSM Utility 
Service API」セクションを参照してください。 

1.11 ライセンス 
 

この機能はライセンスされています。特定の CSM API ライセンスは、CSM の [ツール（Tools）]  [セキュ
リティマネージャ管理（Security Manager Administration）]  [ライセンス（Licensing）] ページで適用す
る必要があります。API ライセンスは、CSM Professional Edition のライセンスが付与されているサーバに
のみ適用できます。ライセンスが標準エディションで実行されている CSM、または CSM が評価モード
の場合は、ライセンスは CSM に適用できません。 

 

 
 

有効なライセンスのないすべての API 要求はエラー応答の項目を返します。 
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エラーコード：26 

エラーの説明：API ライセンスがイネーブルではありません。有効な API ライセンスを追加し、この操
作を再試行します。 

1.12 前提条件 
 

以下は、API を使用および処理するための前提条件です。 

• API サポートを含む、CSM サーバの最新バージョンをインストールする必要があります。
詳細については、『CSM Install Guide』を参照してください。 

• サーバをインストールしたら、対応するポリシーデータを API で照会する前に、管理対象
デバイス（ASA や IPS など）を CSM に追加する必要があります。 

• API は、ポリシーデータベースに「コミットされた」データを返すだけです。そのため、
該当するアクティビティを送信しないと、データは API を介して表示できません。 

• Health and Performance Monitoring（HPM）は、アウトオブバンド（OOB）に対してイネーブ
ルにする必要があり、デバイスステータスのアップ/ダウン変更通知が動作するようにする
必要があります。 

• API には、特定のプログラミング言語の SDK を含みません。API には REST（Representational 
State Transfer）ベースのインターフェイスがあるため、XML メッセージプロトコルに準拠し
ている限り、API クライアントはどの言語でも実装できます。 

• すべての API サービスは HTTPS を使用してのみアクセスできます。HTTP アクセスは許可さ
れません。REST ベースの API アクセスの「root」URL は https://<server-ip or host>/nbi/ です。 

1.13 API 管理の設定 
 

次のグローバル管理の設定は API 機能に固有です（詳細情報については、バージョン固有 CSM のユー
ザガイド、およびインストールガイドを参照してください）。 
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• API サービスのイネーブル化（Enable API Service）：API 機能を完全にイネーブルまたはディ
セーブルにすることができます。 

• 結果セットのページサイズ（Result Set Page Size）：単一の応答で返される結果セットのサイズを
制御します。値は 100（最小）、500（デフォルト）、1000（最大）です。この設定は
GetPolicyConfigurationByName（セクション  3.2.8）および GetPolicyConfigurationByDeviceGID
（セクション  3.2.9）のメソッドにのみ適用されます。さらに応答がページ分けされる方法の詳
細については、セクション  2.2.1.1を参照してください。 

• アクティブクライアントセッション（Active Client Sessions）：許可される同時アクティブ API ク
ライアントセッション（ログイン）の合計数を制御します。値は 1（最小）、5（デフォルト）、
10（最大）です。 

 

1.14 デバッグの設定 
 

CSM サーバ上の API 要求のデバッグをイネーブルにする場合は、API Debug Level フィールドの値を 
DEBUG に設定します。（このフィールドのデフォルト値は ERROR です）。 
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2 共有サービス API 
この項では、CSM API のすべてのサービスに共通のメソッドと共通のオブジェクトモデルについて説明
します。 

2.1 オブジェクトモデル 
次のオブジェクトクラスは API 仕様で使用されます。 

2.1.1 オブジェクト ID 
オブジェクト ID は、オブジェクトのグローバルで固有な識別子です。RFC4122 に基づいてオブジェクト 
ID は 128 ビット値です。 

 

図 3：ObjectIdentifier および ObjectIdentifierList XML スキーマ 

2.1.2 ベースオブジェクト 
システム内のすべてのオブジェクトの共通クラスおよびすべてのオブジェクトクラスはこのクラスから
継承します。次の属性があります。 

 

属性 タイプ コメント 

gid オブジェクト ID オブジェクトに対する一義的なオブジェクト ID はオブジェク
トのライフタイム中は変更されません。 

lastUpdateTime TimeStamp 作成または更新されたオブジェクトの更新時間を示します。 

name 文字列 オブジェクトのオプションの表示名。 

parentGID オブジェクト ID オブジェクトの親インスタンスを識別するオプションの親オブ
ジェクト ID。 

<xs:simpleType name="ObjectIdentifier"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:pattern value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}" 
            > </xs:pattern> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
     
    <xs:complexType name="ObjectIdentifierList"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
32 ページ 

属性 タイプ コメント 

updatedByUser 文字列 オブジェクトを更新したユーザのユーザ名。 

lastCommitTime dateTime オブジェクトの最終更新時間 

ticketId 文字列 オブジェクトが更新された一環としてチケットのチケット ID。 

これは、チケット生成がイネーブルになっていない場合は使用
できません。 

activityName 文字列 オブジェクトが更新された一環としてアクティビティのアク
ティビティ名。これは、CSM が WorkFlow モードの場合は適
用されます。 

表 2：BaseObject クラス属性 

 

 

 

図 4：BaseObject XML スキーマ 

2.1.3 デバイス 
デバイスオブジェクトはシステム内の単一のデバイスを表すために使用されます。仮想コンテキストは
システムの個々のデバイスとしてモデル化されます。デバイスオブジェクトは親（admin/system context）
および関連の子コンテキスト間の関係も表します。 

 

Device クラスは、すべての属性を含む BaseObject から継承します。 

 

<xs:complexType name="BaseObject"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  <xs:element name="lastUpdateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  <xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  <xs:element name="updatedByUser" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  <xs:element name="lastCommitTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  <xs:element name="ticketId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  <xs:element name="activityName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
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要素と属性 タイプ コメント 

osType 文字列 列挙リスト {IOS、FWSM、ASA、PIX、IPS} からのデバイス 
OS タイプ。 

osVersion 文字列 デバイスで実行されている OS のソフトウェアバージョン。
バージョン文字列は、PIX プラットフォームでは 6.1、6.2 な
ど、IOS プラットフォームでは 12.1、12.2S などが考えられ
ます。 

imageName 文字列 OS イメージ名。 

mgmtInterface インターフェイス デバイスの管理インターフェイスへの参照。CSM のデバイ
スの管理に使用されるインターフェイスは、管理インター
フェイスとして使用されます。 

InterfaceList インターフェイスの
シーケンス 

デバイス内のインターフェイスのリスト。（デバイスの 
管理インターフェイス以外のインターフェイスのリストを
含みます）。 

fullConfig 文字列 デバイスの完全な設定を含む要素。デバイスの完全な設
定は、show running config CLI コマンドの ASCII 出力で表
されます。これは、getDeviceConfigByGid または 
getDeviceConfigByName API がデバイスの完全な設定を取
得する場合にのみ表示されます。その他の場合は、この
要素の値は設定されません。 

virtualContextList デバイスのリスト デバイスに属する仮想コンテキストオブジェクトのリスト。 

configState ConfigurationSTate デバイスの設定状態およびコミットされていない変更の有
無。{ committed, deployed } から取得した値。 

sysObjectID 文字列 デバイスのシステムオブジェクト ID。 

表 3：デバイスクラスの属性 
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図 5：デバイス XML スキーマ 

2.1.3.1 インターフェイス 
Interface クラスはネットワークデバイスのネットワークインターフェイスを定義します。InterfaceList 
クラスはインターフェイスインスタンスのシーケンスを定義します。 

属性 タイプ コメント 

type 文字列 ネットワークインタフェースのタイプ。以下はサポートされて
いるインターフェイスタイプの値です（Null、Management、
Analysis-module、Async、ATM、BRI、BVI、Content-engine、
Dialer、Dot11Radio、Ethernet、FastEthernet、GigabitEthernet、
TenGigabitEthernet、HundredGigabitEthernet、FDDI、Group-
Async、HSSI、IDS-Sensor、Loopback、Multilink、Port-channel、
POS、PRI、Serial、Switch、Tokenring、Tunnel、VG-anylan、
Virtual-Template、Virtual-TokenRing、VLAN、Redundant）。 

identifier 文字列 ネットワークインターフェイスの識別子。名前がデバイスの任
意のインターフェイスに設定されている場合、インターフェイ
ス ID 値が名前として使用され、それ以外はインターフェイスタ
イプ/ポート/スロットが identifier として表示されます。たとえ
ば GigabitEthernet インターフェイスは outside として設定されて
いるため、API は識別子を outside、タイプを GigabitEthernet と
して示します。 

ipInterface.domainName 文字列 オプションの DNS ドメイン名。 

 <xs:complexType name="Device"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseObject"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="osType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="osVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="imageName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="sysObjectID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="fullConfig" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="mgmtInterface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="interfaceList" type="InterfaceList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="virtualContextList" type="Device" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
     <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
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属性 タイプ コメント 

ipInterface.ipAddress 文字列 インターフェイスに設定されている IP アドレス（マスクを 
含む）。マスクは、IPS デバイスでは保存されません。 

ipInterface.isNatAddress 文字列 管理 IP アドレスが NATed アドレスの場合は True。（このプ
レースホルダの要素は API バージョン 1.1 では使用できません） 

ipInterface.realIpAddress 文字列 管理 IP アドレスが NATed アドレスである場合、realIpAddress 
は管理インターフェイスの NATed の非 IP アドレスです。
（このプレースホルダの要素は API バージョン 1.1 では使用で
きません） 

macInterface.macAddress 文字列 （任意）インターフェイスの MAC アドレス。ASA/PIX デバイ
スの MAC アドレスが単独で保存されます。他のデバイスのタ
イプについては、CSM は MAC アドレスを保持しません。ま
た、CSM は MAC アドレスの詳細の書き込みを管理しません。
CSM はユーザが明示的に変更する MAC アドレスのみを管理す
るので、応答にこのデータのみを保持します。 

表 4：インターフェイスクラスの属性 

 

図 6：インターフェイス XML スキーマ 

<xs:complexType name="InterfaceList"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="interface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Interface"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="identifier" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipInterface" type="IPInterfaceAttrs" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="macInterface" type="MACInterfaceAttrs" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="MACInterfaceAttrs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="macAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="IPInterfaceAttrs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="domainName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="isNatAddress" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="realIpAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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2.1.3.2 ファイアウォール機能 
属性 タイプ コメント 

fwOsMode Int FWSM/ASA が Transparent（1）モードで実行中か、Routed
（2）モードで実行中かを示します。 

fwOsMultiplicity Int FWSM/ASA が単一の（1）コンテキストで実行中か、マルチ
（2）コンテキストで実行中かを返します。 

contextName 文字列 コンテキストの名前を返します。現在のデバイスがコンテキス
トを表す場合。 

isComposite ブール値 デバイスが「複合」かそうでないかを示します。FWSM を含む 
Catalyst 6500 などのブレードは複合とマークされます。 

表 5：FirewallCapabilities クラス属性 

2.1.4 DeviceGroup 
 

デバイスグループオブジェクトがシステムでデバイスのコンテナを表すために使用されます。デバイス
グループはゼロ以上のデバイスおよびゼロ以上の子デバイスグループを含みます。 

 

DeviceGroup クラスは、すべての属性を含む BaseObject から継承します。 

 

要素と属性 タイプ コメント 

要素：path 文字列 グループを示す階層パス文字列。 

要素：device デバイス このデバイスグループ内のゼロ以上のデバイス 

要素：deviceGroup DeviceGroup このデバイスグループ内のゼロ以上のデバイスグループ 

表 6：DeviceGroup クラス属性 
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図 7：DeviceGroup および DeviceGroupPath XML スキーマ 

2.1.5 ポート ID 
PortIdentifier クラスはネットワークデバイスの物理または仮想ポート ID を定義します。 

属性 タイプ コメント 

slotNum unsignedInt モジュラシャーシの場合はスロットの識別子。非モジュラ
シャーシでは、この属性は空です。 

moduleNum unsignedInt スロット内のサブモジュールの場合はモジュールの ID。 
非モジュラシャーシでは、この属性は空です。 

portnum unsignedInt ポート番号 

表 7：PortIdentifier クラス属性 

 

 

図 8：PortIdentifier XML スキーマ 

<xs:complexType name="PortIdentifier"> 
  <xs:sequence> 
   <!-- for non-modular chassis or chassis with a continuous port numbering scheme slot/module are 
not included --> 
   <xs:element name="slotNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="moduleNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="portNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 

<xs:complexType name="DeviceGroup"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseObject"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="path" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="device" type="Device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
     <xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeviceGroupPath"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="pathItem" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
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2.1.6 BaseError 
すべての要求エラーの共通クラスは BaseError クラスで定義されます。次の属性があります。 

属性 タイプ コメント 

Code Unsigned Long 要求で発生したエラーのタイプを識別する固有のエラーコード。 

Description 文字列 発生したエラーの説明。 

表 8：BaseError クラス属性 

 

 

図 9：BaseError XML スキーマ 

次の一般エラーコードが現在定義されています。 

 

コード 説明 

0 予約済み 

1 一般的なエラー 

2 リソース不足 

3 オブジェクト作成の失敗 

4 認証に失敗しました：セッションが見つかりません 

5 認証に失敗しました：無効または期限切れのセッション 

6 内部通信の失敗 

13 XML 要求のペイロードにデータは含まれません。 

15 XML 要求が無効です。（このエラーは、XML 要求が公開 XML スキーマに
準拠していないか、XML が不適格または無効です。これはシステム全体のエ
ラーですが、このエラーは通常、アプリケーションが呼び出されている要求
メソッドを解析できる場合、特定の応答オブジェクト内に設定されます。） 

17 protVersion はオプションで、サポートされていないバージョンを指定する
と、このエラーが返されます。このリリースでは、バージョン 1.0 がサポー
トされています。 

 <xs:complexType name="BaseError"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="code" type="xs:unsignedLong" maxOccurs="1"></xs:element> 
   <xs:element name="description" type="xs:string" maxOccurs="1"></xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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コード 説明 

21 内部エラー 

25 API サービスはディセーブルです 

26 API ライセンスは適用されません 

表 9：システムエラーコード 

追加メソッドの特定のエラーコードは、個々のセクションで定義されています。すべての応答オブジェ
クトは基本エラーオブジェクトからの拡張です。エラーの内容は CSM API がメソッドを実行するときに
エラーが発生した場合に設定されます。 

返されたエラーメッセージは 2 種類の一般的なタイプです。 

1. 一般/システム全体のエラー：上記の表で定義されています。これらのエラーは通常、アプリケー
ションで発生した回復不能なエラーが原因です。これらのエラーは要求を実行する結果として発生する
ことがあります。 

2. メソッド特有のエラー：処理されるメソッドに特有のアプリケーションエラーです。 

 

システム全体のエラーは唯一の応答として基本エラーの内容を返します。 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:baseError xmlns:ns1="csm"> 
 <code>1</code> 
 <description>General Failure</description> 
</ns1:baseError> 
 

メソッド特有のエラーは応答オブジェクト内の基本エラーの内容を符号化します。以下は、ログイン要
求を実行する際に発生するエラーの例です。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:loginResponse xmlns:ns1="csm"> 
 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <error> 
  <code>7</code> 
  <description> Authentication Failure: Invalid username and/or password specified.</description> 
 </error> 
 <serviceVersion>1.0</serviceVersion> 
 <sessionTimeoutInMins>15</sessionTimeoutInMins> 
</ns1:loginResponse> 
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2.2 メソッド 

2.2.1 共通の要求と応答 
この API のすべてのメソッドは、メソッド要求と応答の引数として、XML オブジェクトをとります。
要求の一部として渡される（また応答でエコーされる）XML オブジェクトは、次の属性を含む次クラス
から生成されます。 

 

属性 タイプ コメント 

protVersion double 送信された特定の要求/応答関連プロトコルのバージョンを指
定します。 

reqId 文字列 サーバが関連づける応答でエコーする要求でクライアントに
よって送信された一義的なトークンを指定します。 

startIndex Unsigned Long 「ページ分けされたクライアント」要求によって指定された
オプションの開始インデックス。これは、複数行のデータを
返す可能性があるファイアウォールルールのようなポリシー
に適用されます。クライアントは、データの次のページを取
得するために、前の応答の終了インデックスと同じ startIndex 
を設定する必要があります。 

endIndex Unsigned Long 「一部のデータ」を返さなかった場合に「サーバ」で指定し
たオプションの終了インデックス。 

totalCount Unsigned Long 「サーバ」からのオプションの総数で、このポリシーでの合
計行数を示します。 

Error BaseError サーバに要求が送信される時に発生する可能性があるエラー
を識別します。 

表 10：BaseReqResp クラス属性 
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図 10：BaseReqResp XML スキーマ 

2.2.1.1 ページ分け 
 

サービスコールの一部（アクセスルールのリストのフェッチ）は、大規模データセットを返す可能性が
あります。このような大規模なフェッチがサーバおよびクライアントのパフォーマンスに関する問題を
引き起こすことを防ぐには、これらの結果を「ページ分けする」ようにします。ページ分けは、
GetPolicyConfigByName メソッドおよび GetPolicyConfigByDeviceGID メソッドだけに適用されます。
ページ分けスキーマは、次のとおりに動作します。 
 

1) クライアントが送信する最初の要求で、パラメータ startIndex、endIndex のいずれも設定
されません。これは新しい要求であることをサーバに示しています。 

2) サーバはこの要求をページ分けする必要があることを判別すると（結果セットの総数が
ページサイズより大きいため）、ページ分けされた結果を返し、次の 2 個の要素を設定し
ます。 

a. endIndex：現在の結果セットの endIndex に設定されます。たとえばこれが最初の要求で 
1000 行が返される場合、endIndex は 1000 になります。 

b. totalCount：クエリ自体の総数が含まれます。たとえば合計結果が 10,000 行になると、
要素の totalCount は 10,000 に設定されます。 

3) 後続の要求では、クライアントは BaseReqResp オブジェクトの startIndex を設定し、同じ
クエリー要求を再送信する必要があります。この場合は、クライアント要求の startIndex は
受信した最後の応答の endIndex と同じです。 

4) 最終応答でフェッチするデータがこれ以上ない場合、サーバは endIndex および 
totalCount データを設定しません。 

 
クライアントが 3600 のルールを持つデバイス「A」のファイアウォールルールを照会する例を考えてみ
ます。システムに設定されたページサイズは 1000 です。以下は呼び出しのシーケンスです。 
 

• クライアント  デバイス「A」のファイアウォールルールを取得します。 

• サーバ  1000 ルールと endIndex=1000 および totalCount=3600 の応答を返します。 

 <xs:complexType name="BaseReqResp"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="protVersion" type="xs:double" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="reqId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="startIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="endIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="totalCount" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="error" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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• クライアント  デバイス「A」のファイアウォールルールと startIndex=1000 を取得し
ます。 

• サーバ  1000 ルールと endIndex=2000 および totalCount=3600 の応答を返します。 

• クライアント  デバイス「A」のファイアウォールルールと startIndex=2000 を取得し
ます。 

• サーバ  1000 ルールと endIndex=3000 および totalCount=3600 の応答を返します。 

• クライアント  デバイス「A」のファイアウォールルールと startIndex=3000 を取得し
ます。 

• サーバ  600 ルールと endIndex=<not-set> および totalCount=<not-set> の応答を返します。 
 
一般的なケースとして、クライアントが endIndex または totalCount が設定されていないことを認識する
と、すべての行が返されているものと想定します。 

 

2.2.2 ログインメソッド 
ログインメソッドは CSM サーバによって提供されるサービスにアクセスしようとする CSM クライアン
トを認証します。このメソッドは、他のサービスで呼び出す他のメソッドよりも前に呼び出す必要があ
ります。バージョン 2.0 から書き込み API が導入されたため、異なる CSM サーバモードおよび CSM 
GUI クライアントログインと API ログインの間でのログインメソッドの動作は以下のとおりになりま
す。以下の表の CSM GUI クライアントは、CSM インストーラとともに事前に組み込まれている CSM 
シッククライアントを示します。また、API は CSM API を使用するクライアントを示します。 

 

シナリオ ワークフロー チケット 動作 
同じユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

イネーブル イネーブル 許可 

別のユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

イネーブル イネーブル 許可 

同じユーザ ID を使用して並列
セッションの API でログイン 

イネーブル イネーブル 許可 

同じユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

イネーブル ディセーブル 許可 

別のユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

イネーブル ディセーブル 許可 
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シナリオ ワークフロー チケット 動作 
同じユーザ ID を使用して並列
セッションの API でログイン 

イネーブル ディセーブル 許可 

同じユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

ディセーブル イネーブル 不可 

別のユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

ディセーブル イネーブル 許可 

同じユーザ ID を使用して並列
セッションの API でログイン 

ディセーブル イネーブル 不可 

API を設定せずに同じユーザ 
ID を使用して並列セッション
の CSM GUI クライアントでロ
グイン 

ディセーブル イネーブル 許可 

同じユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

ディセーブル ディセーブル 不可 

別のユーザ ID を使用して CSM 
GUI クライアントおよび API 
でログイン 

ディセーブル ディセーブル 許可 

同じユーザ ID を使用して並列
セッションの API でログイン 

ディセーブル ディセーブル 不可 

 

 

2.2.2.1 要求 
ログイン要求メソッドの例を図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

図 11：ログイン要求の例 

URL: 

https://hostname/nbi/login 
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:loginRequest xmlns:csm="csm"> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<reqId>123</reqId> 
<username>admin</username> 
<password>admin</password> 
<heartbeatRequested>true</heartbeatRequested> 
<callbackUrl>https://10.106.134.111/nbi/login</callbackUrl> 
</csm:loginRequest> 
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表 11：ログイン要求の要素と属性の説明 

XML 引数 定義 

loginRequest ログイン要求はサーバに対してクライアントを認証し、以降の要求で使
用される Cookie を返します。 

username セッションに関連付けられた CSM クライアントのユーザ名 

password セッションに関連付けられた CSM クライアントのパスワード 

heartbeatRequested この属性は任意に定義することができます。属性を true に設定すると、
CSM クライアントは CSM サーバからハートビートのコールバックを受
信します。サーバは、（非アクティブタイムアウト）/ 2 分に近い頻度
で、クライアントの ping を試行します。クライアントがハートビートに
応答しないと、API は次のインターバルの間にハートビートを再試行し
ます。ハートビートが成功するとセッションの非アクティブタイムアウ
トがリセットされます。 

callbackUrl CSM サーバがコールバックを発信する URL。これは heartbeatRequested 
が true の場合に指定する必要があります。HTTPS ベースのコールバック 
URL だけが許可されます 

HTTP メソッド POST 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 12：LoginRequest XML スキーマ 

 

<xs:element name="loginRequest" type="LoginRequest"/> 
<xs:complexType name="LoginRequest"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BaseReqResp"> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="username" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="password" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="heartbeatRequested" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="callbackUrl" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:extension> 
 </xs:complexContent> 
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2.2.2.2 応答 
Login API では、ユーザクレデンシャルを認可し、安全な Cookie としてセッショントークンを返します。
セッション値は「asCookie」キーに格納されます。このセッションには、15 分のデフォルトのセッショ
ン非アクティブタイムアウトがあります。HTTP ヘッダーおよび XML コンテンツの応答の例を、以下の
図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

構成サービスの場合は serviceVersion が 2.0 になります。 

図 13：ログイン応答の例 

表 12：ログイン応答の要素と属性の説明 

HTTP/XML 応答 定義 

HTTP ヘッダー：asCookie 後続のメソッド呼び出しで渡す必要のある認証文字列、有効期限、 
パス、ドメインを定義する Cookie。 

例）Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 
23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 

XML 要素：loginResponse セッション情報または失敗を返す XML コンテンツ 

serviceVersion 実行中のコンフィギュレーションサービスのサービスバージョン。 
この属性は、ユーザが正常に認証された場合にのみ含まれます。 

sessionTimeoutInMins セッションタイムアウト（分）は、CSM サーバがセッションをアクティ
ブではなくなったとして破棄する前に、クライアントによってアクティ
ビティなしを渡す必要がある分数です。セッションのタイムアウト後の 
CSM クライアントによるアクセスはすべて拒否され、CSM クライアン
トは CSM サーバに対するアクセスを再認証する必要があります。この
属性は、ユーザが正常に認証された場合にのみ含まれます。デフォルト
は 15 分です。 

HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Content: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<loginResponse> 

<protVersion>1.0</protVersion> 
<serviceVersion>1.0.1</serviceVersion> 
<sessionTimeoutInMins>15<sessionTimeoutInMins> 

</loginResponse> 
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図 14：LoginResponse XML スキーマメソッド heartbeatCallback 

メソッド heartbeatCallback の例を次に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

図 15：メソッド heartbeatCallback の例 

表 13：メソッド heartbeatCallback の要素と属性の説明 

HTTP Header/XML 引数 定義 

heartbeatCallbackRequest CSM クライアントで heatbeatCallback メソッドが CSM サーバによって呼
び出され、CSM クライアントが引き続きアクティブであることが確認さ
れます。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK  

 401 未認証 
 

URL: 
 
https://csm-clienthost/heartbeatCallback 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<heartbeatCallbackRequest> 
 <protVersion>1.0</protVersion> 
</heartbeatCallbackRequest> 
 

<xs:element name="loginResponse" type="LoginResponse"/> 
<xs:complexType name="LoginResponse"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BaseReqResp"> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="sessionTimeoutInMins" type="xs:positiveInteger" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:extension> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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メソッド特有のエラー： 

コード 説明 

7 認証に失敗しました：指定されたユーザ名/パスワードが無効です。 

8 認証に失敗しました：ログインセッションのエラー。要求に含まれる 
asCookie が不正です。このエラーは、セッションが失効している（無効/
タイムアウト）場合に発生する可能性があります。セッションは ping ま
たはハートビートを使用してアライブ保持できます。 

9 到達した最大アクティブセッション数。これ以上のセッションは許可されま
せん。（API 管理オプションのセクション 1.13を参照してください）。 

10 サーバリソースに接続中にエラーが発生しました。（またはログアウトメ
ソッドに適用） 

11 および 12 ユーザ入力の認証エラー。次の条件のいずれかで返されます。 

• エラーは、ユーザ入力を解析中に発生しました。 
• ハートビートタグの欠落 
• 指定されたコールバック URL が無効、またはコールバック URL 

が欠落しています。 
• 要求されたハートビートが false であると場合に指定されるコー

ルバック URL 

14 セッションの作成に失敗しました 

16 コールバック URL に許可された HTTPS プロトコルのみ 

表 14：ログインメソッドのエラーコード 

 

2.2.3 ログアウトメソッド 
ログアウトメソッドは、以前認証された CSM クライアントが CSM サーバへのセッションアクセスを要
求していないことを CSM サーバに通知します。CSM クライアントは、セッションアクセスタイムアウ
ト期間内に CSM サーバでのアクセスメソッドを意図しない場合は、CSM サーバからログアウトする必
要があります。 
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2.2.3.1 要求 
ログアウト要求メソッドの例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

図 16：ログアウト要求の例 

表 15：ログアウト要求の要素と属性の説明 

HTTP/XML 引数 定義 

logoutRequest CSM サーバから CSM クライアントをログアウトする XML 引数 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 17：LogoutRequest XML スキーマ 

 

<xs:element name="logoutRequest" type="LogoutRequest"/> 
<xs:complexType name="LogoutRequest"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

URL: 
 
https://hostname/nbi/logout 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<logoutRequest> 

<protVersion>1.0</protVersion> 
<reqId>123</reqId> 

</logoutRequest> 
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2.2.3.2 応答 
ログアウト応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

図 18：ログアウト応答の例 

表 16：ログアウト応答の要素と属性の説明 

XML 応答 定義 

logoutResponse セッション情報または失敗を返します 
 

 

図 19：LogoutResponse XML スキーマ 

2.2.4 ping メソッド 
ping メソッドは、タイムアウトまたはサーバによる廃棄からアクティブな認証セッションを維持しま
す。CSM クライアントは、sessionTimeoutInMins の前に ping メソッドを呼び出して、CSM サーバが認証
されたセッションを廃棄しないようにする必要があります。注：サーバにコールを作成するために認証
セッションが使用されている場合、認証されたセッションの非アクティブタイムアウトは暗黙的にリ
セットされます。 

2.2.4.1 要求 
ping 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

<xs:element name="logoutResponse" type="LogoutResponse"/> 
<xs:complexType name="logoutResponse"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<logoutResponse> 
 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 

  </logoutResponse> 
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図 20：ping 要求の例 

表 17：ping 要求の要素と属性の説明 

HTTP/XML 引数 定義 

pingRequest CSM サーバを ping する XML 引数 

HTTP メソッド PUT 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 21：PingRequest XML スキーマ 

 

<xs:element name="pingRequest" type="PingRequest"/> 
<xs:complexType name="PingRequest"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BaseReqResp"> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/ping 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
 <pingRequest> 

  <protVersion>1.0</protVersion> 
  <reqId>123</reqId> 

 </pingRequest> 
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2.2.4.2 応答 
ping 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

図 22：ping 応答の例 

表 18：ping 応答の要素と属性の説明 

XML 応答 定義 

pingResponse ping の情報を返します。 
 

 

図 23：PingResponse XML スキーマ 

 

 

 

 

<xs:element name="pingResponse" type="PingResponse"/> 
<xs:complexType name="PingResponse"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BaseReqResp"> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
 
 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
 <pingResponse> 

  <protVersion>1.0</protVersion> 
  <reqId>123</reqId> 

 </pingResponse> 
 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
52 ページ 

3 CSM コンフィギュレーションサービス API 
コンフィギュレーションサービスは、ネットワークと CSM ポリシーオブジェクトの設定を読み込んだり
書き取ったりするためのアクセスを提供します。ポリシーの状態は、コミット済みまたは展開済みの場
合があります。コミットされたポリシーは、デバイスにまだ展開されていないポリシーである可能性が
あります。コンフィギュレーションサービス API ポリシーメソッドは、コミットされたポリシーのみを
返します。デバイスに対するポリシーのコミットおよび展開には、2 種類の操作があります。すべてのポ
リシー設定の変更が正常に展開されるまで、現在実行中のデバイス設定に変更が反映されていない可能
性があります。設定の状態を把握する方法の詳細については、BasePolicy および BasePolicyObject クラス
定義を参照してください。 

BasePolicy および BasePolicyObject 要素（セクション 3.1.1 および 3.1.2）の configState 属性は、この状態
を示します。設定状態が「コミット済み」の場合、この設定がフェッチされたデバイスには、未展開で
未処理のコミット済み変更があります。設定状態が「展開済み」の場合は、コミットされたすべての変
更が展開済みであること、つまり CSM ポリシーとデバイスが同期していることを意味します。 

選択的なポリシー管理は、CSM の管理者が選択的に CSM ポリシーを管理する CSM 機能です。管理に選
ばれなかったポリシーに対応するデータは、CSM ポリシー データベースに保持されません。またこのよ
うなポリシー データはこの API では返されません。このような事例において、Utility Service API を使用
することを考慮してください。 
 

3.1 オブジェクトモデル 
ここでは、CSM コンフィギュレーションサービスで使用されるオブジェクトモデルについて説明します。 

3.1.1 基本ポリシー 
CSM オブジェクトモデルは、2 つのプライマリクラスから構成されます。1 つは特定のポリシーを示す
「ポリシー」クラスで、AAA ポリシー、インターフェイスポリシー、ファイアウォールアクセスルール
などがあります。ポリシークラスはさらに、ネットワークアドレス、サービス、ポートリストなどの再
利用可能なオブジェクトを示す際に使用する「ポリシーオブジェクト」（ビルディングブロックとも呼
ばれます）を参照することができます。例として、「ファイアウォールポリシー」は「ネットワークポ
リシーオブジェクト」としてソースおよび宛先アドレスを定義することができます。定義済みポリシー
オブジェクトは再利用可能で、複数のポリシーで使用できます。 

すべてのポリシークラスは「BasePolicy」クラスから拡張され、すべての「ポリシーオブジェクト」は
「BasePolicyObject」と呼ばれる基本クラスから拡張されます。次のクラス図はこの関係を示しています。 
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BasePolicy BasePolicyObject

AAAPolicy InterfacePolicy NetworkObject ServiceObject

«bind»

BaseObject

 

図 24：BasePolicy クラス継承 

 

BasePolicy クラスは、すべての属性を含む BaseObject クラスから継承します。 

属性 タイプ コメント 

Type 文字列 policyExample のコンテンツ「AAAPolicy」を記述するポリ
シーの必須属性です。 

isMandatoryAggregation ブール値 onion 集約用にだけ関連します。ポリシーが必須かどうかを
返します。必須ポリシーは親の先頭に付加され、デフォル
トポリシーが追加されます。 

orderId Int O ベースの注文 ID。ポリシーレコードにあるポリシーのイ
ンデックスを返します。 

Description 文字列 ポリシーの説明（任意） 

configState 列挙型 { committed, deployed } から取得したポリシーの現状。 

表 19：BasePolicy クラス属性 
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図 25：BasePolicy XML スキーマ 

ここでは、重要なポリシーおよびポリシーオブジェクトタイプのデータ内容を表示します。 

 

3.1.2 BasePolicyObject 
これは再利用可能なオブジェクト定義であるすべてのポリシーオブジェクトの基本クラスです。AAA ポ
リシー、ファイアウォールポリシーなどのポリシーデータは、ポリシーオブジェクトへの参照を維持し
ます。ポリシーオブジェクトの複数「タイプ」があります。また、ポリシーのオブジェクトは「グロー
バル」または「ローカル」を指定できます。グローバルポリシーオブジェクトはオブジェクトが任意の
デバイスのポリシーによって参照されているグローバル定義であることを示します。ポリシーオブジェ
クト「オーバーライド」は、特定のデバイス用に「オーバーライドされた」グローバルポリシーオブ
ジェクトを示します。 

 

一連のポリシーオブジェクトは、同一「タイプ」の 1 つのポリシーオブジェクトに「グループ化」され
る場合があります。場合によっては、ポリシーオブジェクトはまったく異なるタイプのポリシーオブ
ジェクトを参照する場合もあります（これは同じタイプのポリシーオブジェクトをグループ化する
「グループ化された」ポリシーオブジェクトとは異なります）。 

BasePolicyObject クラスは、すべての属性を含む BaseObject から継承します。 

属性 タイプ コメント 

Type 文字列 ポリシーオブジェクトのタイプを示すポリシーオブジェクトの
必須属性です。例：「ネットワーク」または「サービス」。 

Comment 文字列 このポリシーオブジェクト（オプション）関連のコメントまたは
説明。 

 <xs:complexTypename="BasePolicy" > 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="orderId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:elementname="isMandatoryAggregation" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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属性 タイプ コメント 

nodeGID オブジェクト ID これが「オーバーライド」ポリシーオブジェクトの場合はデバイ
ス ID。グローバルの場合は -1 に設定します。 

isProperty ブール値 値 True はグローバルポリシーオブジェクトの「オーバーライ
ド」が許可されていることを示します。False の場合、このグロー
バルの「オーバーライド」が許可されていないことを示します。 

subType 文字列 「ネットワーク」や「サービス」ポリシーオブジェクに適切なサ
ブタイプ。たとえば、「ホスト」、「アドレス範囲」は、「ネッ
トワーク」ポリシーオブジェクトに対するサブタイプです。 

isGroup ブール値 True の場合、このポリシーオブジェクトが同じタイプの別のポリ
シーオブジェクトの「グループ」かどうかを示します。 

refGIDs ObjectIdentifierList 「isGroup」が true の場合にだけ適用されます。リストには、参照
されるポリシーオブジェクト ID があります。 

configState 列挙型 { committed, deployed } から取得したポリシーオブジェクトの現状。 

表 20：BasePolicyObject クラス定義 

名前のオーバーライドの動作（つまり、オブジェクトに関連付けられた名前です。名前が空（“”）であ
る場合は、内部ポリシーオブジェクトを示します。すべてのユーザ定義のポリシーオブジェクトは、名
前がなければなりません。内部ポリシーオブジェクトは場合によってはシステムによって自動的に作成
されます。たとえば、ユーザがルールのリテラル IP アドレス（ポリシーオブジェクトの代わりに）を提
供する場合、「名前のない」ポリシーオブジェクトは、ルールに自動的に作成されます。 

 

parentId = このポリシーオブジェクトが「オーバーライド」である親グローバルポリシーオブジェクト ID。
オーバーライド以外の場合、この値は -1 に設定されます。 
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図 26：BasePolicyObject XML スキーマ 
 

3.1.3 ポリシーのユーティリティクラス 
次のユーティリティクラスは、複数のポリシーで使用するために定義されています。 

- NetworkInterfaceObjectsRefs 

o ネットワーク、interfaceRoles および ipv4 データストリングのリストを参照します。 

- NetworkObjectsRefs 

o ネットワークおよび ipv4 データストリングのリストを参照します。 

- IdentityUserGrpObjectsRefs 

o ユーザグループオブジェクト GID、ユーザ名、およびユーザグループのリストを参照し
ます。 

- SecurityGrpObjectsRef 

o セキュリティ名、セキュリティタグまたはセキュリティオブジェクト GID を参照します。 

- SecurityGrpObjectsRefs 

o SecurityGrpObjectsRef のリストを参照します。 

- NetworkObjectRefs 

o ネットワーク、ipv4 データ文字列をおよびインターフェイスキーワードを参照します。 

- NetworkOrIPRef  

o ホスト、ネットワークまたは ipv4 データストリングを参照します。 

 <xs:complexType name="BasePolicyObject" > 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="nodeGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="isProperty" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="subType" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="isGroup" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="refGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 27：ポリシーのユーティリティクラス XML スキーマ 

 <xs:complexType name="NetworkInterfaceObjectsRefs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="interfaceRoleObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NetworkObjectsRefs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
         <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRef"> 
             <xs:sequence> 
                 <xs:choice> 
                     <xs:element name="securityGrpObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                     <xs:element name="secName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                     <xs:element name="secTag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                 </xs:choice> 
             </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
         <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRefs"> 
             <xs:sequence> 
                 <xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 
             </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
<xs:complexType name="IdentityUserGrpObjectsRefs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="identityUserGrpObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NetworkObjectRefs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="networkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NetworkOrIPRef"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element name="hostOrNetworkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
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3.1.4 PolicyObject 派生クラス 
このセクションおよびサブセクションは、この API でサポートされるポリシーオブジェクトクラスを定
義します。 

3.1.4.1 NetworkPolicyObject 
NetworkPolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
NetworkPolicyObject は IPv4 アドレス、ネットワークまたは範囲を定義します。 

ポリシー定義は gid 値で NetworkPolicyObject を参照します。継承された「サブタイプ」属性に含める 
IPv4 データのタイプを定義します。NetworkPolicyObject サブタイプに対する有効な値は「ホスト」、
「ネットワーク」、「アドレス範囲」、「FQDN」および「グループ」です。NetworkPolicyObject の内容
は、継承された isGroup 属性が true に設定される場合（およびサブタイプは「グループ」）、「空」に
なることがあります。このような場合、NetworkPolicyObject 自体は、「その他のネットワークポリシー
オブジェクト」への参照を含みます。 

このような PolicyObject の GID 値のリストは、refs に継承される属性から取得されます。「グループ」
NetworkPolicyObject も、リテラル IPv4 アドレス、ネットワークまたは範囲を表示する複数の IPv4Data の
要素を含めることができます。refs 属性参照および IPv4Data の要素からのデータの組み合わせは、ポリ
シーオブジェクトが参照するアドレスの完全なグループを示します。 

 

要素 タイプ コメント 

ipv4Data 文字列 アドレス、範囲、またはネットワークなどの特定の IPv4 データ
を定義します。 

ipData 文字列 アドレス、範囲、またはネットワークなどの特定の IP データを
定義します。このオプションは、IPv4 と IPv6 の両方を指定でき
ます。 

fqdnData 複合 これが Fully Qualified Domain Name（FQDN）タイプの 
NetworkPolicyObjects の場合、FQDN が含まれます。 

fqdnData.value 文字列 FQDN 文字列 

fqdnData.isIPv4Only ブール値 true の場合、生成され、デバイスに送信されるコマンドは「v4」
パラメータが含まれます。 

表 21：NetworkPolicyObject クラス定義 

注：API バージョン 1.1 以降、<ipData> と呼ばれる新しいタグがネットワークオブジェクト定義に追加さ
れました。DeviceAccessRuleFirewallPolicy などのレガシーポリシーで参照されるネットワークオブジェク
トは、これらのポリシーが IPv4 アドレスだけを参照するときに <ipv4Data> を引き続き使用します。ただ
し、DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy などの新しいポリシーはポリシーで <ipData> タグを使用しま
す。これは <ipData> タグが IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を含む場合があるためです。 
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図 28：NetworkPolicyObject XML スキーマ 

3.1.4.2 IdentityUserGroupPolicyObject 
IdentityUserGroupPolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
IdentityUserGroupPolicyObject はユーザとユーザグループを定義します。ポリシー定義は gid 値で 
IdentityUserGroupPolicyObject を参照します。 

 

要素 タイプ コメント 

userNameData 文字列 グループオブジェクトのユーザのリスト。 

userGroupData 文字列 このグループオブジェクトのユーザグループ部分のリスト。 

表 22：IdentityUserGroupPolicyObject クラス定義 

 

  <xs:complexType name="NetworkPolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:choice> 
                        <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                        <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                    </xs:choice> 
                    <xs:element name="fqdnData" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="value" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="isIPv4Only" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
60 ページ 

 

図 29：IdentityUserGroupPolicyObject XML スキーマ 

3.1.4.3 PortListPolicyObject 
PortListPolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
PortListPolicyObject は個々のポートまたはポートのグループを定義します。ポリシー定義は gid 値で 
PortListPolicyObject を参照します。PortListPolicyObject の内容は、継承された isGroup 属性が true に設定
される場合、「空」になることがあります。このような場合、PortListPolicyObject 自体は、「その他の
ポートリストポリシーオブジェクト」への参照を含みます。このような PolicyObject の GID 値のリスト
は、refs に継承される属性から取得されます。 

 

場合によっては PortListPolicyObject には refs 属性の GID 値のグループがあり、さらに単一のポートリス
トオブジェクトの定義を含めることができます。このような場合、参照と PortListPolicyObject 要素内の
値を組み合わせて、定義で指定されたポートのグループを構成します。 

 

次の表に、ServicePolicyObject の内容を定義します。 

要素 タイプ コメント 

startPort PortIdentifier 開始ポートを定義します。 

endPort PortIdentifier 終了ポートを定義します。開始ポートから終了ポートはこの 
PolicyObject で指定されたポートの範囲を指定します。開始ポー
トと終了ポートが等しい場合は、定義が「単一」ポートになり
ます。 

表 23：PortListPolicyObject クラス定義 

 
 

 <xs:complexType name=”IdentityUserGroupPolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
     <xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
</xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 30：PortListPolicyObject XML スキーマ 

3.1.4.4 ServicePolicyObject 
ServicePolicyObject は BasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。ServicePolicyObject 
は tcp、udp などのサービスを定義します。ポリシー定義は gid 値で ServicePolicyObject を参照します。
ServicePolicyObject の内容は、継承された isGroup属性が true に設定される場合、「空」になることがあり
ます。このような場合 ServicePolicyObject 自体は、「その他のサービスポリシーオブジェクト」への参照を
含みます。このような PolicyObject の GID 値のリストは、refsに継承される属性から取得されます。 

場合によっては ServicePolicyObject には refs 属性の GID 値のグループがあり、さらに単一のサービスの
定義を含めることができます。このような場合、参照と ServicePolicyObject 要素内の値を組み合わせて、
定義で指定されたポートのグループを構成します。 

次の表に、ServicePolicyObject の内容を定義します。 

要素  タイプ コメント 

protocol 文字列 tcp、udp などのプロトコルを定義する文字列 

sourcePort 複合 送信元ポートのデータを保持する要素のコンテナ。
これは、選択タイプの複合要素であるため、サブ要
素のうち 1 つのみ定義されます。 

sourcePort.port Unsigned Int 実際のポート値。 

sourcePort.portRef ObjectIdentifier PortListPolicyObject への Gid の参照。 

DestinationPort 複合 宛先ポートのデータを保持する要素のコンテナ。
これは、選択タイプの複合要素であるため、サブ要
素のうち 1 つのみ定義されます。 

destinationPort.port Unsigned Int 実際のポート値。 

destinationPort.portRef ObjectIdentifier PortListPolicyObject への Gid の参照。 

icmpMessage 文字列 ICMP メッセージの内容。 

表 24：ServicePolicyObject クラス定義 

 <xs:complexType name="PortListPolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:element name="startPort" type="PortIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="endPort" type="PortIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
> 
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図 31：ServicePolicyObject XML スキーマ 

3.1.4.5 InterfaceRolePolicyObject 
InterfaceRolePolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceRolePolicyObject は、FastEthernet0、内部、外部などのインターフェイスまたはインターフェイス
グループを表示するパターンを定義します。継承された gid 属性は InterfaceRole PolicyObject の「インス
タンス」に固有 ID を指定します。ポリシー定義は gid 値で InterfaceRolePolicyObject を参照します。 

 

次の表に、InterfaceRolePolicyObject の内容を定義します。 

要素 タイプ コメント 

pattern 文字列 1 つ以上のインターフェイスロールの regex パターンを定義し
ます。「*」は、すべてのインターフェイスに一致します。 

表 25：InterfaceRolePolicyObject クラス定義 

 <xs:complexType name="ServiceParameters"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
   <xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="sourcePort" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:choice> 
      <xs:element name="port" type="xs:unsignedInt"/> 
      <xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="destinationPort" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:choice> 
      <xs:element name="port" type="xs:unsignedInt"/> 
      <xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="icmpMessage" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ServicePolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="serviceParameters" type="ServiceParameters" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 32：InterfaceRolePolicyObject XML スキーマ 

3.1.4.6 TimeRangePolicyObject 
TimeRangePolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
TimeRangePolicyObject は時間範囲と関連の繰り返しを定義します。ポリシー定義は gid 値で 
TimeRangePolicyObject を参照します。TimeRangePolicyObject の内容は空にすることはできません。 
また、TimeRangePolicyObject の「グループ化」がサポートされていません 

 

次の表に、TimeRangePolicyObject の内容を定義します。 

要素 タイプ コメント 

startTime dateTime 開始時刻を指定します。開始時刻が指定されて
いない場合、この範囲によって指定された時間
範囲は「すでに開始」されていることを意味し
ます。 

endTime dateTime 終了時刻を指定します。終了時刻が指定されて
いない場合、この範囲によって指定された時間
範囲は「終了しない」ことを意味します。 

recurrence 複合タ
イプ 

時間範囲は、時間範囲に対して繰り返しを指
定するゼロ以上の繰り返し範囲とすることが
できます。これは選択タイプの複合要素であ
り、「曜日」ベース繰り返しパターンまたは
「週」ベース繰り返しパターンを含む可能性
があります 

recurrence.dayOfWeekInterval 複合タ
イプ 

「曜日」ベース繰り返しを定義します。 

<xs:complexType name="InterfaceRolePolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="pattern" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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要素 タイプ コメント 

recurrence.dayOfWeekInterval.dayOfWeek 文字列 dayOfWeek 属性は、パターンを適用すべき曜
日を定義します。また、次のストリング値の 
うち「1 つ」をとることができます。 

• Everyday：毎日繰り返す（または） 

• Weekday：平日に繰り返す（または） 

• Weekends：週末に繰り返す（または） 

• 特定の曜日のカンマ区切りリスト 
（月曜日、火曜日など） 

recurrence.dayOfWeekInterval.startTime 時間 開始時刻を指定します。 

recurrence.dayOfWeekInterval.endTime 時間 終了時刻を指定します。 

recurrence.weeklyInterval  複合タ
イプ 

「毎週」ベースの繰り返しを定義します。 

recurrence.weekInterval.startDay 文字列 開始日を定義します（「月曜日」、「火曜日」
など）。 

recurrence.weeklyInterval.startTime  時間 開始時刻を指定します。 

recurrence.weeklyInterval.endDay 文字列 終了日を定義します（「月曜日」、「火曜日」
など）。 

recurrence.weeklyInterval.endTime 時間 終了時刻を指定します。 

表 26：TimeRangePolicyObject クラス定義 
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図 33：TimeRangePolicyObject XML スキーマ 

 

 

 

 

 <xs:complexType name="TimeRangePolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="startTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="endTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="recurrence" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element name="dayOfWeekInterval"> 
         <xs:complexType> 
          <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
           <xs:element name="dayOfWeek" type="xs:string" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
           <xs:element name="startTime" type="xs:time" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
           <xs:element name="endTime" type="xs:time" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
          </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="weeklyInterval"> 
         <xs:complexType> 
          <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
           <xs:element name="startDay" type="xs:string" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
           <xs:element name="startTime" type="xs:time" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
           <xs:element name="endDay" type="xs:string" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
           <xs:element name="endTime" type="xs:time" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
          </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.1.4.7 SLA モニタポリシーオブジェクト 
SLAMonitorPolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
SLAMonitorPolicyObject は SLA の監視ポリシーを定義します。ポリシー定義は gid 値で 
SLAMonitorPolicyObject を参照します。 

 

次の表に、SLAMonitorPolicyObject の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

slaId int SLA 操作の ID 番号。 

interface ObjectIdentifier 可用性をテストするためにモニタリング対象のアドレスに対
して送信される、すべての ICMP エコー要求の送信元イン
ターフェイス。インターフェイスやインターフェイスロール
の名前を入力するか、または [選択（Select）] をクリックして
リストから名前を選択するか新しいインターフェイスロール
を作成します。 

monitoredAddress 文字列 SLA 操作によって可用性をモニタリングされる IP アドレス。 

dataSizeInBytes int ICMP 要求パケットペイロードのサイズ（バイト単位）。 

thresholdInMilliSeconds int 上昇しきい値が宣言されるまでに、ICMP エコー要求のあとに
経過する必要のある時間（ミリ秒単位）。 

timeoutInMilliSeconds int SLA 操作が ICMP エコー要求への応答を待機する時間（ミリ
秒単位）。 

frequencyInSeconds int ICMP エコー要求の送信頻度（秒単位）。 

toS int ICMP 要求パケットの IP ヘッダー内に定義されたタイプオブ
サービス（ToS）。値の範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトは 
0 です。 

numberOfPackets int 送信されたパケットの数。値の範囲は 1 ～ 100 です。デフォ
ルトは 1 パケットです。 

表 27：SLAMonitorPolicyObject クラス定義 
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3.1.4.8 標準 ACE ポリシーオブジェクト 
StandardACEPolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
StandardACEPolicyObject は標準の IP アクセスコントロールエントリを定義します。ポリシー定義は gid 
値で StandardACEPolicyObject を参照します。 

 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

networkGID ObjectIdentifier トラフィックの送信元または宛先。 

doLogging ブール値 トラフィックがエントリ基準を満たしたときにログエントリを
作成するかどうか。 

permit ブール値 一致が存在する場合に実行するアクションを示します。 

表 28：StandardACEPolicyObject クラス定義 

 

 
図 34：StandardACEPolicyObject XML スキーマ 

3.1.4.9 拡張 ACE ポリシーオブジェクト 
ExtendedACEPolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
ExtendedACEPolicyObject は拡張アクセスコントロールエントリを定義します。ポリシー定義は gid 値で 
ExtendedACEPolicyObject を参照します。 

 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

sourceGID ObjectIdentifier トラフィックの送信元。 

destinationGID ObjectIdentifier トラフィック宛先。 

serviceGID ObjectIdentifier 対象とするトラフィックのタイプを定義するサービス 

 <xs:complexType name="StandardACEPolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="networkGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="doLogging" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

doLogging 文字列 ロギングが PIX、ASA、FWSM デバイスに対してイネーブルの場
合は「true」値を含み、そうでない場合は「false」を含みます。
logInterval および logLevel 要素が指定されていない場合は、「デ
フォルトのロギング」がイネーブルであることを意味します。 

logInterval 文字列 ロギング間隔を秒単位で指定します。これが指定されている
と、「ACE のロギングごとにイネーブル」を意味します。 

logLevel 文字列 ログレベルを指定します。「緊急」、「アラート」、「重要」、
「エラー」、「警告」、「通知」、「情報」または「デバッ
グ」のいずれかです。これが指定されていると、「ACE のロギ
ングごとにイネーブル」を意味します。 

logOption 文字列 IOS ログインを指定するために使用されます。IOS ロギングがイ
ネーブルの場合「log」が含まれます。IOS ロギングがイネーブ
ルかつ入力ログが IOS デバイスに対してイネーブルの場合は、
「log-input」が含まれます。 

permit ブール値 これが許可 ACE の場合は true、拒否の場合は false となります。 

表 29：ExtendedACEPolicyObject クラス定義 

 

 
図 35：ExtendedACEPolicyObject XML スキーマ 

 <xs:complexType name="ExtendedACEPolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="sourceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="destinationGID" type=" ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="serviceGID" type=" ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="doLogging" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="logInterval" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="logLevel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xs:element name="logOption" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.1.4.10 ACL ポリシーオブジェクト 
 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

references 複合タイプ ACE への参照のリスト 

references .sequenceNumber Unsigned Int このエントリのシーケンス番号 

references .aclObjectReferenceGID ObjectIdentifier ACE ポリシーオブジェクトへの参照 

References.aceReferenceGID ObjectIdentifier 標準/拡張 ACE ポリシーオブジェクトへの参照 

表 30：ACLPolicyObject クラス定義 

 

 
図 36：ACLPolicyObject XML スキーマ 

3.1.4.11 SecurityGroupPolicyObject 
SecurityGroupPolicyObject は BasePolicyObject クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
SecurityGroupPolicyObject はセキュリティタグまたは名前を定義します。 

ポリシー定義は gid 値で SecurityGroupPolicyObject を参照します。SecurityGroupPolicyObject の内容は、 
継承された isGroup 属性が true に設定される場合に「空」になることがあります。そのような場合、
SecurityGroupPolicyObject 自体に「他のセキュリティグループポリシーオブジェクト」への参照が含まれ
ます。 

 <xs:complexType name="ACLPolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="references" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:element name="sequenceNumber" type="xs:unsignedInt" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:choice> 
         <xs:element name="aclObjectReferenceGID" 
type="ObjectIdentifier"/> 
         <xs:element name="aceReferenceGID" type="ObjectIdentifier"/> 
        </xs:choice> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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このような PolicyObject の GID 値のリストは refs に継承される属性から取得できます。「グループ」
SecurityGroupPolicyObject も、リテラルセキュリティタグ/名前または含まれているポリシーオブジェクト
を表示する複数の secuTag 要素を含めることができます。セキュリティポリシーオブジェクトの完全な
内容は、securityTag 要素から取得できます。 

このオブジェクトは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。 

 

要素  タイプ コメント 

securityTag 複合
（SecurityGrpObjectsRef） 

参照先のポリシーオブジェクトのセキュリ
ティタグ/名前または GID を定義します。 

securityTag .securityGrpObjectGID ObjectIdentifier 参照先のセキュリティグループポリシーオ
ブジェクトの GID を定義します。 

securityTag .secName 文字列 セキュリティタグを定義します。 

securityTag .secTag 文字列 セキュリティタグまたは名前を定義します。 

表 31：SecurityGroupPolicyObject() クラス定義 

 

 

図 37：SecurityGroupObject XML スキーマ 

 

 
図 38：SecurityGrpObjectsRef XML スキーマ 

 

   <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRef"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:choice> 
                <xs:element name="securityGrpObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                <xs:element name="secName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                <xs:element name="secTag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            </xs:choice> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="SecurityGroupPolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
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3.1.5 ポリシー派生クラス 
このセクションおよび次のサブセクションでは、この API でサポートされるポリシークラスを定義し
ます。 

3.1.5.1 DeviceAccessRuleFirewallPolicy 
DeviceAccessRuleFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
DeviceAccessRuleFirewallPolicy インスタンスでは、単一のアクセスコントロールエントリを表示します。
BasePolicy クラスからの orderId 属性は、これらのルールの順序を定義します。 

DeviceAccessRuleFirewallPolicy は NetworkPolicyObject、ServicePolicyObject、IdentityUserGroupPolicyObject 
または InterfaceRolePolicyObject オブジェクトを参照することがあります。 

ソースおよび宛先要素は次のいずれかの組み合わせを含めることができます。 

• networkObjectGIDs：これには、ネットワークポリシーオブジェクトへの 1 つ以上の GID の参照
が含まれます。 

• interfaceRoleObjectGIDs：これには、インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの 1 つ以
上の GID の参照が含まれます。 

• ipv4Data：1 つ以上のリテラル IPv4 アドレス 

2 つのネットワークポリシーオブジェクトを参照し 1.1.1.1/32 などのリテラルアドレスを含める宛先エレ
メントを指定することが可能です。 

ソースおよび宛先サブ要素の外部で指定された interfaceRoleObjectID は、ACL が適用されているイン
ターフェイスを指定します。 

次の表に、DeviceAccessRuleFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素 タイプ コメント 

isEnabled ブール値 ルールがイネーブルの場合は true、そうでない場合は false 
です。 

direction 文字列 インまたはアウト。 

permit ブール値 true は許可、fale は拒否を示します。 

interfaceRoleObjectIDs ObjectIdentifierList 一連の InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID のリストを送信します。対応する 
InterfaceRole オブジェクトの GID 属性の ID のリンクを送
信します。 

users 複合タイプ ルールが適用されるユーザグループおよびユーザを含みま
す（ASA デバイスのバージョンが 8.4 (2)）以降の場合のみ
適用可能）。 
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要素 タイプ コメント 

users. 
identityUserGrpObject
GIDs 

ObjectIdentifierList IdentityUserGroupPolicyObject オブジェクト GID のリストを
参照します。 

users. userNameData 文字列 ユーザのリスト。 

users. userGroupData 文字列 ユーザグループのリスト。 

sources 複合タイプ 送信元ネットワークとインターフェイスロールのコンテナ。 

sources.networkObject
GIDs 

ObjectIdentifierList 一連のネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID のリスト。ID は、対応するネットワー 
クオブジェクトの GID 属性にリンクします。 

sources.interfaceRoleO
bjectGIDs 

ObjectIdentifierList 一連の InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID のリストを送信します。対応する 
InterfaceRole オブジェクトの GID 属性の ID のリンクを送
信します。 

sources.ipv4Data 文字列 IPv4 ホスト、ネットワーク、または範囲を含む複数の 
IPv4Data 要素。 

destination 複合タイプ 宛先ネットワークとインターフェイスロールのコンテナ。 

destination.networkObj
ectGIDs 

ObjectIdentifierList 一連のネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID のリスト。ID は、対応するネットワー 
クオブジェクトの GID 属性にリンクします。 

destination.interfaceObj
ectGIDs 

ObjectIdentifierList 一連の InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID のリストを送信します。対応する 
InterfaceRole オブジェクトの GID 属性の ID のリンク。 

destination.ipv4Data 文字列 IPv4 ホスト、ネットワーク、または範囲を含む複数の
IPv4Data 要素。 

serviceObjectIDs ObjectIdentifierList 一連のサービスポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID のリスト。対応するサービスオブジェク
トの GID 属性への ID リンク。 

serviceParameters ServiceParameters プロトコルおよびポートの詳細を含むサービスデータを保
存できる複数のサービスデータ要素 

serviceParameters.proto
col 

文字列 tcp、udp などのプロトコルを定義する文字列 

serviceParameters.sourc
ePort 

複合タイプ 送信元ポートのデータを保持する要素のコンテナ。これ
は、選択タイプの複合要素であるため、サブ要素のうち 
1 つのみ定義されます。 
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要素 タイプ コメント 

serviceParameters.sourc
ePort.port 

文字列 実際のポート値。<開始ポート>-<終了ポート> の形式で指
定される範囲（例：1-65535）にもできます。 

serviceParameters.sourc
ePort.portRef 

ObjectIdentifier PortListPolicyObject への Gid の参照。 

serviceParameters.desti
nationPort 

複合タイプ 宛先ポートのデータを保持する要素のコンテナ。これは、
選択タイプの複合要素であるため、サブ要素のうち 1 つの
み定義されます。 

serviceParameters.desti
nationPort.port 

文字列 実際のポート値。<開始ポート>-<終了ポート> の形式で指
定される範囲（例：1-65535）にもできます。 

serviceParameters.desti
nationPort.portRef 

ObjectIdentifier PortListPolicyObject への Gid の参照。 

serviceParameters.icmp
Message 

文字列 ICMP メッセージの内容。 

logOptions 複合タイプ ルールに関連するロギングオプションを保存するルートエ
レメント。 

logOptions.isFirewallLo
ggingEnabled 

ブール値 ロギングが PIX、ASA、FWSM ルールでイネーブルかどう
かを示します。 

logOptions.isDefaultLo
gging 

ブール値 デフォルトのロギングがイネーブルかどうか。これは 
isFirewallLoggingEnabled が true の場合のみ、PIX、ASA、
および FWSM デバイスに適用可能です。 

logOptions.loggingInter
val 

Int ロギング間隔を秒単位で指定します。これは 
isDefaultLogging が false または指定されていない場合に、
PIX、FWSM、および ASA に適用可能です。（ACE の 
ロギングごとに適用） 

logOptions.loggingLeve
l 

文字列 ログレベル（「緊急」、「アラート」、「重要」、 
「エラー」、「警告」、「通知」、「情報」、「デバッ
グ」）を指定します。これは isDefaultLogging が false また
は指定されていない場合に、PIX、FWSM、および ASA に
適用可能です。（ACE のロギングごとに適用） 

logOptions. 
isIOSLoggingEnabled 

ブール値 IOS デバイスのロギングがイネーブルの場合に true に設定
します。IOS のみに適用可能 

logOptions.isLogInput ブール値 ログの入力がイネーブルの場合は true。これは 
isIOSLoggingEnabled が true の場合のみ、IOS デバイスに 
適用可能です。 
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要素 タイプ コメント 

iosOptions 文字列 IOS オプションに許可されている値は、「none」、
「Fragment」、「Established」です。 

timeRangeObjectId ObjectIdentifier 時間範囲がこのルールに指定されている場合、
TimeRangePolicyObject を参照します。 

表 32：DeviceAccessRuleFirewallPolicy クラス定義 
 

このクラスの XML スキーマについては、このマニュアルの最後の XML スキーマを参照してください。 
 

3.1.5.1.1 ポリシー設定デバイスの応答例 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<n:policyConfigDeviceResponse xmlns:n="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" > 
 <policy> 
  <deviceAccessRuleFirewallPolicy> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000889</gid> 
   <name>string</name> 
   <lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
   <updatedByUser>admin</updatedByUser> 
   <lastCommitTime>2012-12-05T09:18:39.371Z </lastCommitTime> 
   <activityName>admin_05.Dec.2012_01.17.10</activityName> 
   <type>Access Rule</type> 
   <orderId>0</orderId> 
   <isMandatoryAggregation>false</isMandatoryAggregation> 
   <description/> 
   <isEnabled>true</isEnabled> 
   <direction>in</direction> 
   <permit>true</permit> 
   <interfaceRoleObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-
000000000123</interfaceRoleObjectGIDs> 
   <sources> 
    <networkObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-
000000000124</networkObjectGIDs> 
    <interfaceRoleObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-
000000000123</interfaceRoleObjectGIDs> 
    <ipv4Data>1.1.1.1/32</ipv4Data> 
   </sources> 
   <destinations> 
    <networkObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-
000000000125</networkObjectGIDs> 
    <interfaceRoleObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-
000000000123</interfaceRoleObjectGIDs> 
    <ipv4Data>2.2.2.2</ipv4Data> 
   </destinations> 
   <services> 
    <serviceObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-
000000000126</serviceObjectGIDs> 
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    <serviceParameters> 
     <protocol>tcp</protocol> 
     <sourcePort> 
      <port>80</port> 
     </sourcePort> 
     <destinationPort> 
      <port>80</port> 
     </destinationPort> 
    </serviceParameters> 
   </services> 
   <logOptions> 
    <isFirewallLoggingEnabled>false</isFirewallLoggingEnabled> 
   </logOptions> 
   <iosOptions>None</iosOptions> 
   <timeRangeObjectGID>00000000-0000-0000-0000-
000000000127</timeRangeObjectGID> 
  </deviceAccessRuleFirewallPolicy> 
 </policy> 
 <policyObject> 
  <networkPolicyObject> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000124</gid> 
   <name>mySource</name> 
   <lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
   <type>Network</type> 
   <comment/> 
   <isProperty>false</isProperty> 
   <subType>Host</subType> 
   <isGroup>false</isGroup> 
   <refGIDs/> 
   <ipv4Data>1.1.2.2</ipv4Data> 
  </networkPolicyObject> 
  <networkPolicyObject> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000125</gid> 
   <name>myDest</name> 
   <lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
   <type>Network</type> 
   <comment/> 
   <isProperty>false</isProperty> 
   <subType>Host</subType> 
   <isGroup>false</isGroup> 
   <refGIDs/> 
   <ipv4Data>1.1.3.3</ipv4Data> 
  </networkPolicyObject> 
  <portListPolicyObject> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-000000002782</gid> 
   <name>MyPortList</name> 
   <lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
   <type>PortList</type> 
   <comment/> 
   <isProperty>false</isProperty> 
   <subType>Host</subType> 
   <isGroup>false</isGroup> 
   <refGIDs/> 
   <startPort>514</startPort> 
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   <endPort>514</endPort> 
  </portListPolicyObject> 
  <servicePolicyObject> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000126</gid> 
   <name>string</name> 
   <lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
   <type>Service</type> 
   <comment/> 
   <isProperty>false</isProperty> 
   <subType/> 
   <isGroup>false</isGroup> 
   <refGIDs/> 
   <serviceParameters> 
    <protocol>udp</protocol> 
    <sourcePort> 
    <portRefGID>00000000-0000-0000-0000-000000002782</portRefGID> 
   </sourcePort> 
   <destinationPort> 
    <port>514</port> 
   </destinationPort> 
   <icmpMessage>string</icmpMessage> 
  </serviceParameters> 
   </servicePolicyObject> 
  <interfaceRolePolicyObject> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000123</gid> 
   <name>FA1</name> 
   <lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
   <type>InterfaceRole</type> 
   <comment/> 
   <isProperty>false</isProperty> 
   <subType/> 
   <isGroup>false</isGroup> 
   <refGIDs/> 
   <pattern>FastEthernet0/0</pattern> 
  </interfaceRolePolicyObject> 
  <timeRangePolicyObject> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000127</gid> 
   <name>string</name> 
   <lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
   <type>TimeRange</type> 
   <comment/> 
   <isProperty>false</isProperty> 
   <subType/> 
   <isGroup>false</isGroup> 
   <refGIDs/> 
   <startTime>1697-02-01T00:00:00Z</startTime> 
   <endTime>1697-02-01T00:00:00Z</endTime> 
   <recurrence> 
    <weeklyInterval> 
     <startDay>Monday</startDay> 
     <startTime>13:20:00-05:00</startTime> 
     <endDay>Friday</endDay> 
     <endTime>13:20:00-05:00</endTime> 
    </weeklyInterval> 
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   </recurrence> 
  </timeRangePolicyObject> 
 </policyObject> 
</n:policyConfigDeviceResponse> 
 

3.1.5.2 DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy 
DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy は基本 DeviceAccessRuleFirewallPolicy クラスから拡張され、属性をす
べて継承します。DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy のインスタンスが単一の統合型アクセスコントロー
ルエントリを表示します。BasePolicy クラスからの orderId 属性は、これらのルールの順序を定義します。 

DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy はさらに SecurityGroupPolicyObject も参照することがあります。 

 

SecurityGrpObjectsRef のリストである SecurityGrpObjectsRefs の sourceSG および destinationSG 要素。
SecurityGrpObjectsRef のセクション 3.1.4.11 を参照してください。 

XML コンテンツには、ロギング、フラグメント、確立などの IOS オプションを除き、基本のすべての属
性が含まれます。 

このポリシーは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。 

 

 

要素 タイプ コメント 

sourceSG 複合（SecurityGrpObjectsRefs） 着信パケットの送信元のセキュリティタグまたはオブ
ジェクトを定義します。 

destinationSG 複合（SecurityGrpObjectsRefs） 着信パケットの宛先としてセキュリティタグまたはオ
ブジェクトを定義します。 

表 33：DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy クラス定義 

 

 

 
図 37：DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy XML スキーマ 

    <xs:complexType name="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="DeviceAccessRuleFirewallPolicy"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="sourceSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="destinationSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                 </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
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3.1.5.3 FirewallACLSettingsPolicy 
 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

aclName 文字列 ACL 名。 

interfaceGID ObjectIdentifier この ACL を適用するインターフェイス。 

trafficDirection 文字列 ACL が適用されるトラフィックの方向。値はインま
たはアウトになります。 

useUserDefinedACLName ブール値 CSM で定義された ACL 名またはユーザ定義の ACL 
名を使用する Boolean オプション。 

enablePerUserDownloadable
ACLs 

ブール値 ダウンロード可能な ACL をユーザごとに有効にす
る Boolean オプション。 

enableObjectGroupSearch ブール値 オブジェクトグループの検索を有効にする Boolean 
オプション。 

enableAccessListCompilation ブール値 アクセスリストの編集を有効にする Boolean オプ
ション 

表 34：FirewallACLSettingsPolicy 
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図 38：FirewallACLSettingsPolicy 

 

3.1.5.4 DeviceStaticRoutingFirewallPolicy 
 

 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

FwStaticRoutePolicy 複合タイプ  

interfaceGID ObjectIdentifier このスタティックルートが適用されるインターフェ
イス。 

networks 複合タイプ 宛先ネットワーク。1 つ以上の IP アドレス/ネット
マスクエントリ、1 つ以上のネットワーク/ホストオ
ブジェクト、または両方の組み合わせを指定できま
す。エントリはカンマで区切ります。 

<xs:complexType name="FirewallACLSettingsPolicy"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BasePolicy"> 
   <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <!-- aclName is mandatory if request has Global interface or if user  
     defined acl is set as true. if useUserDefinedACLName defined aclname is true  
     then aclName will be ignored --> 
    <xs:element name="aclName" type="xs:string" minOccurs="0" 
     maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" 
     minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="trafficDirection" minOccurs="1" 
     maxOccurs="1"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:enumeration value="In" /> 
       <xs:enumeration value="Out" /> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="useUserDefinedACLName" type="xs:boolean" 
     minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="enablePerUserDownloadableACLs" type="xs:boolean" 
     minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="enableObjectGroupSearch" type="xs:boolean" 
     minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="enableAccessListCompilation" type="xs:boolean" 
     minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   </xs:sequence> 
  </xs:extension> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

デフォルトルートを指定するには、0.0.0.0 を使用し
ます。0.0.0.0 の IP アドレスは、0 と省略できます。 

networks.networkObjectIdent
ifierGIDs 

ObjectIdentifierList ポリシーオブジェクトへの参照としての値 

networks.ipv4Data 文字列 raw 文字列として値 

Gateway 複合タイプ このルートのネクストホップアドレスであるゲート
ウェイルータ。 

gateway.hostObjectIdentifier
GID 

ObjectIdentifier ポリシーオブジェクトへの参照 

gateway.ipv4Data 文字列 ゲートウェイ IP アドレスの raw 文字列値 

Metric unsignedInt 宛先ネットワークへのホップ数。有効値の範囲は 
1 ～ 255 で、デフォルト値は 1 です。 

Tunneled ブール値 これがトンネルのルートかどうかを示します。 

slaMonitorGID ObjectIdentifier モニタリングポリシーを定義する Service Level 
Agreement（SLA）オブジェクトの名前。 

表 35：DeviceStaticRoutingFirewallPolicy 
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図 39：DeviceStaticRoutingFirewallPolicy 

<xs:complexType name="DeviceStaticRoutingFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="networks" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:element name="networkObjectIdentifierGIDs" 
type="ObjectIdentifierList" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="gateway" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:element name="hostObjectIdentifierGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="metric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="tunnelled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="slaMonitorGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
  
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.1.5.5 DeviceStaticRoutingRouterPolicy 
 
要素.サブ要素 タイプ コメント 

destinationNetwork 複合タイプ 宛先ネットワーク設定の要素のコンテナ。 

destinationNetwork.useAs
DefaultRoute 

ブール値 スタティックルートがこのルータによって転送される不明な
パケットのデフォルトルートかどうかを示します。 

destinationNetwork.prefix 複合タイプ スタティックルートの宛先 IP アドレス。 

destinationNetwork.prefix
.networkObjectReference
GID 

ObjectIdentifier オブジェクト参照としてのスタティックルートの宛先 IP アド
レス。 

destinationNetwork.prefix
.ipV4Data 

文字列 文字列形式のスタティックルートの宛先 IP アドレス。 

Forwarding 複合タイプ  

fowarding.forwardingInte
rfaceGID 

ObjectIdentifier このルータのネクストホップアドレスであるゲートウェイ
ルータに関連付けられるインターフェイス名。 

fowarding.forwardingIPA
ddress 

複合タイプ このルータのネクストホップアドレスであるゲートウェイ
ルータに関連付けられる IP アドレス。 

fowarding.forwardingIPA
ddress.hostObjectReferen
ceGID 

ObjectIdentifier オブジェクト参照としての IP アドレス 

fowarding.forwardingIPA
ddress.ipv4HostAddress 

文字列 文字列値としての IP アドレス  

distanceMetric unsignedInt ゲートウェイ IP から宛先へのホップ数。メトリックによっ
て、このルートのプライオリティが決まります。ホップが少
ないほど、コストが低くなるため、ルートに割り当てられる
プライオリティは高くなります。 

2 つのルーティングエントリで同じネットワークが指定され
ている場合、メトリックの小さい（つまり、プライオリティ
が高い）エントリが選択されます。 

isPermanentRoute ブール値 スタティックルートが永続的なルートとして定義されるかど
うかを示します。永続的なルートとは、インターフェイスが
シャットダウンされるか、ルータが次のルータと通信できな
い場合でも、削除されないことを意味します。 

表 36：DeviceStaticRoutingRouterPolicy 

 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
83 ページ 

 
図 39：DeviceStaticRoutingRouterPolicy 

 

 
 
 

<xs:complexType name="DeviceStaticRoutingRouterPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="destinationNetwork" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element name="useAsDefaultRoute" type="xs:boolean" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="prefix" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
         <xs:complexType> 
          <xs:choice> 
           <xs:element name="networkObjectReferenceGID" 
type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
           <xs:element name="ipV4Data" type="xs:string" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
          </xs:choice> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="fowarding" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element name="forwardingInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="forwardingIPAddress" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
         <xs:complexType> 
          <xs:choice> 
                     
 <xs:element name="hostObjectReferenceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
           <xs:element name="ipv4HostAddress" 
type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
          </xs:choice> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="distanceMetric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="isPermanentRoute" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
84 ページ 

3.1.5.6 DeviceBGPRouterPolicy 
 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

asNumber unsignedLong ルータが配置されている自律システムの数。有効
な値の範囲は 1 ～ 65535 です。この番号によっ
て、BGP ルーティングプロセスがイネーブルにな
ります。 

Networks 複合タイプ BGP ルートに関連付けられるネットワーク。 

networks.networkObjectIdentif
ierGIDs 

ObjectIdentifierList ポリシーオブジェクトへの参照としての値 

networks.ipv4Data 文字列 文字列としての値 

Neighbors 複合タイプ ルータの内部ネイバー（ルータと同じ AS 内に配
置）および外部ネイバー（異なる AS 内に配置）。 

neighbors.ipAddress 複合タイプ ネイバー アドレス 

neighbors.ipAddress.networkO
bjectGIDs 

ObjectIdentifierList ポリシーオブジェクトリストへの参照としてのアド
レス 

neighbors.ipAddress.ipv4Data 文字列 文字列値としてのアドレス 

neighbors.asNumber unsignedLong ネイバーの AS 番号 

autoSummary ブール値 自動集約をイネーブルにします。サブネットが IGP
（RIP、OSPF、EIGRP など）から BGP に再配布さ
れるときに、この BGP バージョン 3 機能によって
ネットワークルートだけが BGP テーブルに注入さ
れます。自動サマライズによって、ルータで保持す
る必要があるルーティングテーブルのサイズと複雑
さが低減します。 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

synchronization ブール値 同期をイネーブルにします。選択すると、同期がイ
ネーブルになります。この機能を使用して、アドバ
タイズするルートに関してネットワーク内のすべて
のルータの一貫性が確保されるようにします。同期
によって、BGP は、IGP がルーティング情報を AS 
全体に伝播するまで待機します。 

選択を解除すると、同期がディセーブルになりま
す。このルータが別の AS からのトラフィックを第
三の AS に渡さない場合、または AS 内のすべての
ルータが BGP を実行している場合、同期をディ
セーブルにすることができます。この機能をディ
セーブルにすると、IGP が伝送する必要があるルー
トの数が減少し、コンバージェンス時間が向上する
という利点があります。これがデフォルトです。 

logNeighbor ブール値 選択すると、BGP ネイバーのリセット、ネットワー
クへの接続、または切断時に生成されるメッセージ
のロギングがイネーブルになります。 

redistributionEntry 複合タイプ 再配布を BGP Autonomous System（AS）に実行する
ときの再配布設定。複数にできます。 

redistributionEntry.protocol 複合タイプ 再配布されているプロトコル。 

redistributionEntry.protocol.sta
tic 

文字列 プロトコルの選択。指定できる値は「IP」または
「OSI」です。 

redistributionEntry.protocol.co
nnected 

文字列 プロトコルの選択。 

redistributionEntry.protocol.rip 文字列 プロトコルの選択。 

redistributionEntry.protocol.ei
grp 

複合タイプ プロトコルの選択。 

redistributionEntry.protocol.ei
grp.asNumber 

unsignedInt EIGRP が選択されている場合は AS 番号。 

redistributionEntry.protocol.os
pf 

複合タイプ プロトコルの選択 

redistributionEntry.protocol.os
pf.processId 

UnsignedInt EIGRP が選択されている場合はプロセス番号。 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

redistributionEntry.protocol.os
pf.match 

文字列 複数一致基準。各一致基準の許容値のうち 1 つを取
ります。 

• [内部（Internal）]：自律システム（AS）に
対して内部のルートが再配布されます。 

• [外部 1（External 1）]：AS に対して外部の
タイプ 1 ルートが再配布されます。 

• [外部 2（External 2）]：AS に対して外部の
タイプ 2 ルートが再配布されます。 

• [NSSA 外部 1（NSSAExternal1）]：Not-So-
Stubby Area（NSSA）に対して外部のタイプ 
1 ルートが再配布されます。 

• [NSSA 外部 2（NSSAExternal2）]：NSSA 
に対して外部のタイプ 2 ルートが再配布さ
れます。 

redistributionEntry.metric unsignedLong 再配布されるルートのプライオリティを決定する値。 

表 37：DeviceBGPRouterPolicy クラス定義 

このクラスの XML スキーマについては、このマニュアルの最後の XML スキーマを参照してください。 

3.1.5.7 InterfaceNATRouterPolicy 
InterfaceNATRouterPolicy は BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceNATRouterPolicy のインスタンスは、インターフェイスの内部および外部に 1 つ NAT を指定し
ます。 

InterfaceNATRouterPolicy は InterfaceRole PolicyObject を参照できます。 

次の表に、InterfaceNATRouterPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

interfaceGID ObjectIdentifier 内部インターフェイスまたは外部インターフェイスを示す 
InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。この ID は、対応する InterfaceRole オブ
ジェクトの GID 属性にリンクします。 

isNatInside ブール値 これが NAT の内部インターフェイス（True）か外部イン
ターフェイス（false）かを示すブール値 

表 38：InterfaceNATRouterPolicy クラス定義 
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図 40：InterfaceNATRouterPolicy XML スキーマ 

 

3.1.5.8 InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy 
InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy インスタンスでは、スタティック NAT ルールを表示します。 

InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy は Network ポリシーオブジェクトおよび InterfaceRole ポリシーオブ
ジェクトを参照できます。基本 orderId 属性はスタティックルールの順序を定義します。 

次の表に、InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

staticRuleType 列挙型 このスタティックルールで変換されるローカルアドレスの
タイプ。 

• [Static Host]：単一ホストでスタティックアドレス
変換が必要な場合。 

• [Static Network]：サブネットでスタティックアドレ
ス変換が必要な場合。 

• [Static Port]：単一ポートでスタティックアドレス変
換が必要な場合。このオプションを選択した場合
は、[Port Redirection] パラメータを定義する必要が
あります。 

Original 複合タイプ IP アドレスを識別する複合タイプ要素、または変換するア
ドレスを表すネットワーク/ホストオブジェクト。 

original.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 

original.networkObjectGID オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

<xs:complexType name="InterfaceNATRouterPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="isNatInside" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

translated 

 
複合タイプ 元のアドレスが変換されるアドレスを含む複合タイプ要

素。これは、特定の IP アドレスとネットワークオブジェク
トを含める、またはインターフェイスの指定に使用できま
す。インターフェイスを指定した場合は、インターフェイ
スに割り当てられた IP アドレスは、変換済みアドレスとし
て使用されます。 

translated.originalIP 複合タイプ IP データやネットワークポリシーオブジェクトを指定する
複合タイプ。 

translated.originalIP.ipv4D
ata 

文字列 リテラル IP アドレス。 

translated.originalIP. 
networkObjectGID 

オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

translated.interfaceGID オブジェクト ID InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

portRedirection 複合タイプ アドレス変換のポート情報を指定する複合タイプ。これら
のポートは、ルールのタイプとして [Static Port] を選択して
いる場合にだけ使用できます。 

portRedirection.protocol 文字列 これらのポートで使用する通信プロトコル（TCP または 
UDP）。 

portRedirection.localPort unsignedInt 送信元ネットワーク上のポート番号。有効な値の範囲は 
1 ～ 65535 です。 

portRedirection.globalPort. unsignedInt ルータがこの変換に使用されることを示す、宛先ネットワー
ク上のポート番号。有効な値の範囲は 1 ～ 65535 です。 

Settings 複合タイプ 詳細オプションを含むオプションの複合タイプ要素。 

settings.noAlias ブール値 true の場合は、グローバル IP アドレス変換の自動エイリア
スをディセーブルにします。 

settings.noPayload ブール値 true の場合は、ペイロードの埋め込みアドレスまたはポー
トの変換が禁止されます。 

settings.createExtTransEntry ブール値 true の場合は、拡張変換エントリ（アドレスおよびポート）
が変換テーブルに作成されます。 

表 39：InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy クラス定義 
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図 41：InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy XML 定義 

<xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="staticRuleType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:enumeration value="Static Host"/> 
        <xs:enumeration value="Static Network"/> 
        <xs:enumeration value="Static Port"/> 
       </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element name="originalIP" type="NetworkOrIPRef" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="portRedirection" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="localPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="globalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="noAlias" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="noPayload" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="createExtTransEntry" type="xs:boolean" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.1.5.9 InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy 
InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy インスタンスが NAT のダイナミックなルールを指定します。 

InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy は ACL PolicyObject および InterfaceRole ポリシーオブジェクトを
参照できます。基本 orderId 属性はダイナミックルールの順序を定義します。 

次の表に、InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

trafficFlowAclObjectGID ObjectIdentifier エントリがダイナミック変換を必要とするアドレスを定義
する、Access Control Lists（ACL）ポリシーオブジェクト 
GID を参照します。 

translatedAddress 複合タイプ ダイナミック変換に使用するメソッドおよびアドレスを指
定する複合タイプ要素。インターフェイスロールオブジェ
クトまたはアドレスプールが含まれます。インターフェイ
スロールポリシーオブジェクトが参照されると、特定のイ
ンターフェイスに割り当てられた登録済み IP アドレス
は、変換済みアドレスとして使用されます。 

translatedAddress.interfac
eGID 

オブジェクト ID InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

translatedAddress.address
Pool 

文字列 プレフィックスを含めた 1 つまたは複数のアドレス範囲。
書式は min1-max1/prefix（CIDR 表記）を使用し、
「prefix」は有効なネットマスクを示します。たとえば、
172.16.0.0-172.31.0.223/12 となります。 

Settings 複合タイプ オプション設定を含む複合タイプ要素。 

settings.enablePortTrans ブール値 true の場合、アドレスプールのグローバルアドレスの提供が
枯渇していると、ルータはポートアドレッシング（PAT）を
使用します。false の場合は PAT は使用されません。 

settings.noTransVPN ブール値 True の場合、アドレス変換は VPN トラフィックに対して
実行されません。false の場合、ルータは、NAT ACL とク
リプト ACL 間でアドレスが重複している場合に、VPN ト
ラフィックに対してアドレス変換を実行します。 

表 40：InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy クラス定義 
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図 42：InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy XML スキーマ 

 

3.1.5.10 DeviceNATTimeoutsRouterPolicy 
DeviceNATTimeoutsRouterPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
DeviceNATTimeoutsRouterPolicy インスタンスは、ポートアドレス（オーバーロード）変換用に NAT タイ
ムアウト値を指定します。 

次の表に、DeviceNATTimeoutsRouterPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

maxEntries unsignedLong ダイナミック NAT テーブルに格納できるエントリの最大
数。1～2147483647 の値に対応します。指定しない場合、
テーブル内のエントリの数が無制限であることを示します。 

timeoutInSecs unsignedLong ダイナミック変換が期限切れになるまでの秒数。PAT（オー
バーロード）変換には適用されません。デフォルトは 
86400 秒（24 時間）です。 

<xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="trafficFlowAclObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="addressPool" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="enablePortTrans" type="xs:boolean" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="noTransVPN" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

udpTimeoutInSecs unsignedLong ユーザデータグラムプロトコル（UDP）ポートに適用される
タイムアウト値。デフォルトは 300 秒（5 分）です。 

dnsTimeoutInSecs unsignedLong Domain Naming System（DNS; ドメインネーミングシステ
ム）サーバ接続に適用されるタイムアウト値。デフォルトは 
60 秒です。 

tcpTimeoutInSecs unsignedLong 伝送制御プロトコル（TCP）ポートに適用されるタイムアウ
ト値。デフォルトは 86400 秒（24 時間）です。 

finRstTimeoutInSecs unsignedLong 終了（FIN）パケットまたはリセット（RST）パケット（どち
らも接続を終了させる）が TCP ストリーム内で検出された場
合に適用されるタイムアウト値。デフォルトは 60 秒です。 

icmpTimeoutInSecs unsignedLong インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）フローに
適用されるタイムアウト値。デフォルトは 60 秒です。 

pptpTimeoutInSecs unsignedLong NAT Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP; ポイントツーポ
イントトンネリングプロトコル）フローに適用されるタイム
アウト値。デフォルトは 86400 秒（24 時間）です。 

synTimeoutInSecs unsignedLong 同期伝送（SYN）メッセージ（正確なクロッキングに使用）
が検出されたあと、TCP フローに適用されるタイムアウト
値。デフォルトは 60 秒です。 

表 41：DeviceNATTimeoutsRouterPolicy クラス定義 
 

 

図 43：DeviceNATTimeoutsRouterPolicy 

 <xs:complexType name="DeviceNATTimeoutsRouterPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="maxEntriesInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="timeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="udpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="dnsTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="tcpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="finRstTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="icmpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="pptpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="synTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
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3.1.5.11 InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy 
 
InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy インスタンスはダイナミックな NAT ルールで使用されるグローバル
アドレスプールを管理します。このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。 

次の表に、InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

interfaceGID ObjectIdentifier マッピングされた IP アドレスが使用される InterfaceRole ポリ
シーオブジェクト GID のインターフェイスを参照します。 

poolId unisignedInt このアドレスプールの一意の識別番号（1 ～ 2147483647 の整
数）。ダイナミックな NAT ルールを設定する場合は、変換
に使用されるアドレスプールを指定するには、プール ID が
使用されます。 

ipAddressRange 

 
複合タイプ このアドレスプールに割り当てられるアドレスを含む複合タ

イプ要素。アドレスは、ネットワークポリシーオブジェクト
へのリテラル IPv4 アドレスまたは参照の組み合わせを含め
ることができます。 

ipAddressRange.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
 

ipAddressRange. 
networkObjectGIDs 

オブジェ 
クト ID 

ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

interfaceKeyword 文字列 「インターフェイス」キーワードを指定した場合、ポートア
ドレス変換が指定されたインターフェイスでイネーブルであ
ることを示します。 

表 42：InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy クラス定義 
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図 44：InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy XML スキーマ 

3.1.5.12 DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy 
DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy インスタンスで、選択したセキュリティアプライアンスのネット
ワークアドレス変換に影響するオプションを管理します。これらの設定は、デバイス上のすべてのイン
ターフェイスに適用されます。 

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA に適用されます。 

次の表に、DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

isEnableTrafficWithout
Trans 

ブール値 true の場合は、アドレス変換なしでトラフィックがセキュ
リティアプライアンスを通過できます。このオプションが 
false の場合、変換ルールに一致しないトラフィックはすべ
てドロップされます。 

注 このオプションは、PIX 7.x、FWSM 3.x、 
および ASA デバイスでのみ使用可能です。 

 

isXlateByPass ブール値 true の場合は、imtranslated トラフィックの NAT セッション
はディセーブルです。 

注 このオプションは、FWSM 3.2 以降でだけ使用可
能です。 

 

表 43：DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy クラス定義 

 <xs:complexType name="InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="ipAddressRange" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 45：DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy XML スキーマ 

3.1.5.13 InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy 
InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承しま
す。InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy インスタンスは、アドレス変換からトラフィックを免除す
るルールを指定します。ルールは、リスト内の順序に従って評価されます。 

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。 

次の表に、InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

isRuleEnabled  ブール値 true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールは
ディセーブルになることを示します。 

isExempt ブール値 true の場合、ルールは NAT から免除されるトラフィックを
識別します。false の場合、ルールは、NAT から免除され
ないトラフィックを識別します。 

realInterfaceGID ObjectIdentifier ルールが適用されるのデバイスインターフェイス。 

original 

 
複合タイプ ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブ

ジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラ
ル IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの
参照を含むことが可能です。 

original.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
original. 
interfaceRoleObjectGIDs 

オブジェクト ID インターフェイスロールのポリシーオブジェクト GID のリ
スト。 

original. 
networkObjectGIDs 

オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

outsideNAT ブール値 true はルール外部のキーワードが NAT ルールで定義される
ことを示します。 

 <xs:complexType name="DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="isEnableTrafficWithoutTrans" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="isXlateByPass" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

destinations  複合タイプ ルールが適用される宛先ホストおよびネットワークオブ
ジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラ
ル IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの
参照を含むことが可能です。 

destinations.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
destinations. 
interfaceRoleObjectGIDs 

オブジェクト ID インターフェイスロールのポリシーオブジェクト GID のリ
スト。 

destinations. 
networkObjectGIDs 

オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

fwsmAdvancedOptions 複合タイプ FWSMの場合のみ詳細オプション 

fwsmAdvancedOptions.is
TransDNSReplies 

ブール値 true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用
して内部ホストの名前を解決できるように、またその逆が
できるように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答
を書き換えます。 

fwsmAdvancedOptions.m
axTCPConnPerRule 

UnsignedInt 許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

fwsmAdvancedOptions.m
axUDPConnPerRule 

UnsignedInt 許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

fwsmAdvancedOptions.m
axEmbConnections 

UnsignedInt セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるま
でに確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 
65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限に
なります。 

fwsmAdvancedOptions.ra
ndomizeSeqNum 

ブール値 true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP 
パケットのシーケンス番号がランダム化されます。 

表 44：InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy クラス定義 
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図 46：InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy XML スキーマ 

3.1.5.14 InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy 
InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承しま
す。InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicyspecifies のダイナミックな NAT および PAT ルールのインス
タンス。ルールは、リスト内の順序に従って評価されます。 

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。 

次の表に、InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

isRuleEnabled   ブール値 true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールはディ
セーブルになることを示します。 

realInterfaceGID ObjectIdentifier ルールを適用するデバイスインターフェイスロールポリシー
オブジェクトにマップします。 

poolId Unsigned Int 変換に使用されるアドレスプールの ID 番号。これをアイデ
ンティティ NAT ルールとして指定するには、値 0 を入力し
ます。 

original 

 
複合タイプ ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブ

ジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラル 
IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの参照を
含むことが可能です。 

original.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
 

original. 
networkObjectGIDs 

オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

<xs:complexType name="InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="isExempt" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="original" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="destinations" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="fwsmAdvancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

outsideNAT ブール値 true の場合、「外部」キーワードがこの NAT ルールに存在す
ることを示します。 

advancedOptions 複合タイプ 高度なオプション。 

advancedOptions.isTran
sDNSReplies 

ブール値 true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用し
て内部ホストの名前を解決できるように、またその逆ができ
るように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答を書き
換えます。 

advancedOptions.maxT
CPConnPerRule 

UnsignedInt 許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

advancedOptions.maxU
DPConnPerRule 

UnsignedInt 許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

advancedOptions.maxE
mbConnections 

UnsignedInt セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるまで
に確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 
65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限にな
ります。 

advancedOptions.rando
mizeSeqNum 

ブール値 true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP パ
ケットのシーケンス番号がランダム化されます。 

表 45：InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy クラス定義 

 

図 47：InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy XML スキーマ 

 <xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="original" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.1.5.15 InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy 
InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承
します。InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy インスタンスは送信元アドレスと宛先アドレスお
よびサービスに基づいたダイナミック変換ルールを指定します。ルールは、リスト内の順序に従って評
価されます。 

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。 

次の表に、InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

isRuleEnabled   ブール値 true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールは
ディセーブルになることを示します。 

realInterfaceGID ObjectIdentifier ルールを適用するデバイスインターフェイスロールポリ
シーオブジェクトにマップします。 

poolId Unsigned Int 変換に使用されるアドレスプールの ID 番号。これをアイ
デンティティ NAT ルールとして指定するには、値 0 を入
力します。 

Original 複合タイプ ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブ
ジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラ
ル IP アドレスおよび/またはネットワーク/インターフェイ
スロールポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能
です。 

original.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
 

original. 
interfaceRoleObjectGI
Ds 

ObjectIdentifierList インターフェイスロールポリシーオブジェクトのリスト。 

original. 
networkObjectGIDs 

オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

outsideNAT ブール値 true の場合、「外部」キーワードがこの NAT ルールに存在
することを示します。 

destinations  複合タイプ  ルールが適用される宛先ホストおよびネットワークオブ
ジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラ
ル IP アドレスおよび/またはネットワーク/インターフェイ
スロールポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能
です。 

destinations.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

destinations. 
interfaceRoleObjectGIDs 

ObjectIdentifierList インターフェイスロールポリシーオブジェクトのリスト。 

destinations. 
networkObjectGID 

オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

Services 複合タイプ ルールが適用されるサービスを含む複合タイプ。これは、
プロトコル/送信元ポート/宛先ポート/サービスポリシーオ
ブジェクトへの参照、の形式で、サービス情報の組み合わ
せにすることができます。 

services.serviceData 

 
文字列 サービス固有の構文は次のとおりです。 

 
{tcp | udp | tcp&udp}/{source_port_number | 
port_list_object}/ {destination_port_number | 
port_list_object} 
 
ポートパラメータが 1 つだけの場合は、宛先ポートを参照
します（送信元ポートは任意）。たとえば、tcp/4443 は 
tcp、送信元ポート any、宛先ポート 4443 を意味し、
tcp/4443/Default Range は tcp、送信元ポート 4443、宛先
ポート Default Range（通常、1 ～ 65535）を意味します。 

services. 
serviceObjectGID 

オブジェクト ID サービスポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

advancedOptions 複合タイプ 高度なオプション。 

advancedOptions.isTran
sDNSReplies 

ブール値 true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用
して内部ホストの名前を解決できるように、またその逆が
できるように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答
を書き換えます。 

advancedOptions.maxT
CPConnPerRule 

UnsignedInt 許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

advancedOptions.maxU
DPConnPerRule 

UnsignedInt 許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

advancedOptions.maxE
mbConnections 

UnsignedInt セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるま
でに確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 
65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限に
なります。 

advancedOptions.rando
mizeSeqNum 

ブール値 true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP 
パケットのシーケンス番号がランダム化されます。 

表 46：InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy クラス定義 
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図 48：InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy XML スキーマ 

3.1.5.16 InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy 
 
InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy インスタンスは、セキュリティアプライアンスに対してスタティッ
ク変換ルールを指定します。ルールは、リスト内の順序に従って評価されます。 

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。 

次の表に、InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

isRuleEnabled   ブール値 true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールは
ディセーブルになることを示します。 

translationType 列挙型 ルールの変換タイプ（「NAT」または「PAT」）。 

realInterfaceGID ObjectIdentifier ルールを適用するデバイスインターフェイスロールポリ
シーオブジェクトにマップします。 

<xs:complexType name="InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="original" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="serviceData" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
        <xs:element name="serviceObjectGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

mappedInterfaceGID オブジェ 
クト ID 

変換後のアドレスが使用されるインターフェイスロールポ
リシーオブジェクトインターフェイスへのマッピング。 

original 

 
複合タイプ ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブ

ジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラ
ル IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの
参照を含むことが可能です。 

original.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
 

original. 
networkObjectGIDs 

オブジェ 
クト ID 

ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

Translated 複合タイプ 変換後のアドレスを含む複合タイプ要素。 

translated.ipv4Data 文字列 リテラル IP アドレス。 
 

translated. 
networkObjectGID 

オブジェ 
クト ID 

ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

translated.interfaceKeyword 文字列 「interface」の値は、このキーワードが NAT ルールに存在
することを指定します。 

policyNAT 複合タイプ ポリシー NAT がこのルールでイネーブルになっている場
合に限り、ポリシー NAT の詳細を含む複合タイプ。 

policyNAT.destAddress 複合タイプ 宛先アドレスを含む複合タイプ。 

policyNAT.destAddress.ipv
4Data 

文字列 リテラル IP アドレス。 
 

policyNAT.destAddress. 
networkObjectGIDs 

オブジェ 
クト ID 

ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

policyNAT.services 複合タイプ ルールが適用されるサービスを指定する複合タイプ。これ
は、プロトコル/送信元ポート/宛先ポート/サービスポリ
シーオブジェクトへの参照、の形式で、サービス情報の 
組み合わせにすることができます。 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

policyNAT.services.service
Data 

 

文字列 サービス固有の構文は次のとおりです。 
 
{tcp | udp | tcp&udp}/{source_port_number | 
port_list_object}/ {destination_port_number | 
port_list_object} 
 
ポートパラメータが 1 つだけの場合は、宛先ポートを参照
します（送信元ポートは任意）。たとえば、tcp/4443 は 
tcp、送信元ポート any、宛先ポート 4443 を意味し、
tcp/4443/Default Range は tcp、送信元ポート 4443、宛先
ポート Default Range（通常、1 ～ 65535）を意味します。 

policyNAT.services. 
serviceObjectGID 

オブジェ 
クト ID 

サービスポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

Protocol 列挙型 ルールの適用対象となるプロトコル「UDP」、「TCP」、
「IP」。 

originalPort Unsigned Int [Translation Type] で [PAT] を選択した場合は、これは、 
変換されるポート番号を指定します。 

translatedPort Unsigned Int [Translation Type] で [PAT] を選択した場合は、元のポート
番号が変換されるポート番号を指定します。 

advancedOptions 複合タイプ 高度なオプション。 

advancedOptions.isTransDN
SReplies 

ブール値 true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用
して内部ホストの名前を解決できるように、またその逆が
できるように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答
を書き換えます。 

advancedOptions.maxTCPC
onnPerRule 

UnsignedInt 許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

advancedOptions.maxUDPC
onnPerRule 

UnsignedInt 許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 で
す。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 

advancedOptions.maxEmbC
onnections 

UnsignedInt セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるま
でに確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 
65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限に
なります。 

advancedOptions.randomize
SeqNum 

ブール値 true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP 
パケットのシーケンス番号がランダム化されます。 

表 47：InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy クラス定義 
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図 49： InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy XML スキーマ 

 <xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="isRuleEnabled" type=xs:boolean” minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="translationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:enumeration value="NAT"/> 
        <xs:enumeration value="PAT"/> 
       </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="translated" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="policyNAT" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="destAddress" type="NetworkObjectsRefs" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
         <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
           <xs:element name="serviceData" type="xs:string" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
           <xs:element name="serviceObjectGID" 
type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
          </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="translatedPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
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3.1.5.17 InterfaceNATManualFirewallPolicy 
このポリシーは、ASA バージョン 8.3 以降のデバイスにのみ適用されます。ASA 8.3 以降は、完全な 
NAT の表示は、2 種類の主要ポリシータイプの組み合わせです。以下に示すように、これは手動 NAT 事
前ルールと事後ルール（セクション 1 と 3）およびオブジェクト NAT ルール（セクション 2）から構成
されます。 
 

 
 

この項では、手動 NAT（InterfaceNATManualFirewallPolicy）を説明します。また次のセクションでは、
オブジェクト NAT（InterfaceNATObjectFirewallPolicy）を説明します。 

InterfaceNATManualFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceNATManualFirewallPolicy インスタンスはデバイス上に「手動で」定義された NAT ルールを指定
します。基本ポリシーから継承した基本注文 ID 属性は、ポリシー内でこれらのルールの順序を指定しま
す。ポリシーデータの section 要素は、これが NAT の事前ルールか事後ルールかを指定します。 
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次の表に、InterfaceNATManualFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

isRuleEnabled   ブール値 true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールは
ディセーブルになることを示します。 

section  列挙型 ルールセクションを指定します。有効な値は「1」、
「2」、「3」です。以下は解釈です。 

「1」 事前 NAT ルールつまりルール前 NAT を指します。 

「2」 オブジェクト NAT ルールを指します。 

「3」 事後 NAT ルールつまりルール後 NAT を指します。 

 

このポリシータイプは「1」と「3」のみ可能です。
BasePolicy の orderId 要素は、このセクション内のルールの
「順序」を指定します。 

realInterface  複合タイプ インターフェイスロールポリシーオブジェクトまたはイン
ターフェイス名への参照 

realInterface.realInterfaceG
ID 

オブジェ 
クト ID 

インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの参照 

realInterface.realInterfaceN
ame 

文字列 実際のインターフェイス名 

mappedInterface 複合タイプ インターフェイスロールポリシーオブジェクトまたは名前
への参照 

（注：実際のインターフェイスおよびマッピングインター
フェイスがいずれも指定されていない場合、デフォルトは
「任意」とみなされます。） 

mappedInterface.mappedIn
terfaceGID 

オブジェ 
クト ID 

インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの参照 

mappedInterface.mappedIn
terfaceName 

文字列 マッピングされたインターフェイス名。 

Source 複合タイプ オリジナルと変換された送信元を含む複合タイプ 

source.natType 列挙型 変換ルールのタイプを「スタティック」または「ダイナ
ミック」と指定します。 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

source.originalObjectGID オブジェ 
クト ID 

NAT ルールで変換される送信元アドレスを指定します。 
アドレス範囲またはネットワークの場合は、範囲または
ネットワーク内のすべてのアドレスが変換されます。この
要素には、ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID が含まれます。 

source.translated 複合タイプ ネットワークアドレスのプールまたは変換された送信元を
表すインターフェイスオブジェクトへの参照のいずれかを
含む複合タイプ。 

source.translated. 
ObjectGID 

オブジェ 
クト ID 

ネットワークポリシーオブジェクト GID への参照。リテラ
ル IPv4 アドレスは、手動 NAT の設定には使用できません。 

source.translated.interface
Keyword 

文字列 「interface」の値は、インターフェイスのキーワードが NAT 
ルールに適用済みであることを指定します。 

source.translated.patPool 複合タイプ PAT のオプションを含む複合タイプ 

source.translated.patPool. 
patAddressPool 

複合タイプ PAT アドレスのプールを含む複合タイプ 

source.translated.patPool. 
patAddressPool. 
patPoolAddressGID 

オブジェ 
クト ID 

ネットワークポリシーオブジェクトへの参照 

source.translated.patPool. 
patAddressPool.. 
interfaceKeyword 

文字列 固定文字列「interface」がこの要素の値として使用される場
合は、Fallthrough Interface を提供するインターフェイスは宛
先インターフェイスと同じになります。 

source.translated.patPool. 
isPatAllocatedInRoundRob
in 

ブール値 True の場合、使用可能な IP アドレスとポート番号を使用し
た「ラウンドロビン」サイクルを意味します。このメソッ
ドでは、プールでそれぞれ連続するアドレスを使用して、
アドレス/ポートの組み合わせを割り当てます。その後、 
最初のアドレスを異なるポートで再度使用し、次に 2 番目
のアドレスを使用し、以後、同様に動作します。 

Destination 複合タイプ 宛先アドレスのスタティック変換を含む複合タイプ 

destination.natType   列挙型 変換ルールのタイプを「スタティック」または「ダイナ
ミック」と指定します。 

destination.originalObject 複合タイプ 元のオブジェクトへの参照 

destination. 
originalObject.networkObj
ectGIDs 

Object 
IdentifierList 

ネットワークポリシーオブジェクト GID のリストへの参照。 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

destination. 
originalObject.ipV4Data 

文字列 宛先 IPv4 アドレス。 

destination.translatedObjec
tGID 

ObjectIdentifier 変換されたネットワーク GID オブジェクトへの参照。 

Service 複合タイプ ポートアドレス変換を指定する複合タイプ。 

service.originalObjectGID オブジェ 
クト ID 

変換されるサービスを定義するサービスポリシーオブジェ
クトへの参照。 

service.transObjectGID オブジェ 
クト ID 

変換に使用されるサービスを定義するサービスポリシーオ
ブジェクトへの参照。 

isTransDNSReplies ブール値 true の場合、このルールに一致する DNS 応答に埋め込まれ
たアドレスが書き換えられます。 

Direction 列挙型 単一方向だけのスタティック NAT ルール（「単方向」）、
または両方向（順方向と逆方向）に 1 つずつのデュアル
ルール（「双方向」）を指定します。 

isNoProxyARP  ブール値 True の場合、これは指定した宛先インターフェイスでプロ
キシ ARP をディセーブルにします。 

デフォルトでは、すべての NAT ルールは、出力インター
フェイスでプロキシ ARP が含まれます。NAT 免除ルールは
出力インターフェイスを検出するときにルートの概要に依存
する入力トラフィックと出力トラフィックの両方に対して 
NAT をバイパスするために使用されます。したがって、プ
ロキシ ARP は、NAT 免除ルールを無効にする必要がありま
す。（NAT 免除ルールが常に優先し、[Translation Rules] テー
ブルの他のすべての NAT ルールの上に表示されます。） 

isRouteLookUp ブール値  このオプションが true の場合、出力インターフェイスは、
指定した宛先インターフェイスを使用する代わりにルート
ルックアップを使用して決定します。これは、NAT 免除
ルールの場合は true にする必要があります。 

表 48：InterfaceNATManualFirewallPolicy クラス定義 
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図 50：InterfaceNATManualFirewallPolicy 

<xs:complexType name="PatOptions"> 
          <xs:sequence> 
   <xs:element name="patAddressPool" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:choice> 
      <xs:element name="patPoolAddressGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
      <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="isPatAllocatedInRoundRobin" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
           </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="InterfaceNATManualFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="section" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> 
        <xs:enumeration value="1"/> 
        <xs:enumeration value="2"/> 
        <xs:enumeration value="3"/> 
       </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="realInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="realInterfaceName" type="xs:string" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element>      
     <xs:element name="mappedInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="mappedInterfaceName" type="xs:string" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element>      
     <xs:element name="source" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                                      <xs:complexType> 
                                       < > 
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3.1.5.18 InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy 
InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）手動 NAT ルールを表します。ASA 9.0 から 
Unified NAT ルールはサポートされます。以下はサポートされるネットワーク変換です。 

• IPv4 -> IPv6  

• IPv6 -> IPv4  

• IPv6 -> IPv6  

• IPv4 -> IPv4  

InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy は基本 InterfaceNATManualFirewallPolicy クラスから拡張され、
InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy インスタンスは 1 つの Unified NAT ルールを示します。 

 

このポリシーは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。 

 

 

要素 タイプ コメント 

isInterfaceIPv6 ブール値 インターフェイスの IPv6 アドレスを使用します。 

isNetToNet ブール値 IPv4 サーバへの単一 IPv6 アドレスの 1 対 1 のマッピング
のオプション 

表 49：InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy クラス定義 

 

 

 

 
図 51：InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy XML スキーマ 

    <xs:complexType name="InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base=" InterfaceNATManualFirewallPolicy "> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="isInterfaceIPv6" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isNetToNet" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                 </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
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3.1.5.19 InterfaceNATObjectFirewallPolicy 
InterfaceNATObjectFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。
InterfaceNATObjectFirewallPolicy のインスタンスは、デバイスでオブジェクトの NAT ルールを指定しま
す。基本ポリシーから継承した基本注文 ID 属性は、ポリシー内でこれらのルールの順序を指定します。 

このポリシーは、ASA バージョン 8.3 以降を実行しているデバイスにのみ適用されます。 

次の表に、InterfaceNATObjectFirewallPolicy の内容を定義します。 

要素.サブ要素 タイプ コメント 

section  列挙型 ルールセクションを指定します。有効な値は「1」、
「2」、「3」です。以下は解釈です。 

「1」 事前 NAT ルールつまりルール前 NAT を指します。 

「2」 オブジェクト NAT ルールを指します。 

「3」 事後 NAT ルールつまりルール後 NAT を指します。 

 

このポリシータイプには、「2」のみが適用されます。
BasePolicy の orderId 要素は、このセクション内のルールの
「順序」を指定します。 

realInterface 文字列 インターフェイス文字列 

mappedInterface 文字列 インターフェイス文字列 

natType  列挙型 変換ルールのタイプを「スタティック」または「ダイナ
ミック」と指定します。 

originalObjectGID 文字列 NAT ルールで変換される送信元アドレス。 

Translated 複合タイプ 変換がアドレスまたはインターフェイスのいずれに基づい
ているかを指定する複合タイプ。 

translated.objectGID 複合タイプ アドレス定義を含む複合タイプ 

translated.objectGID.ip
v4Data 

文字列 リテラル IP アドレス。 
 

translated.objectGID. 
networkObjectGID 

オブジェクト ID ネットワークポリシーオブジェクトを参照する 
ObjectIdentifier ID。 

translated.objectGID.int
erfaceKeyword 

文字列 「interface」の値は、インターフェイスキーワードがこの 
NAT ルールに定義されていることを示します。 
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要素.サブ要素 タイプ コメント 

translated.patPool 複合タイプ ASA バージョン 8.4.2 以降では、ダイナミックな NAT の個
別の PAT プールと PAT ルールを定義できます。PAT プー
ルアドレスは、この [PAT Pool Address Translation] フィー
ルドを使用して指定されます。これには、PAT プールオプ
ションが含まれます。 

translated.patPool.patA
ddressPool 

複合タイプ アドレス情報が記載されています。 

translated.patPool.patA
ddressPool. 
patPoolAddressGID 

オブジェクト ID PAT プールのネットワークポリシーオブジェクトを参照す
る ObjectIdentifier ID。 

translated.patPool.patA
ddressPool.interfaceKey
word 

文字列 「interface」の値は、インターフェイスキーワードがこの 
NAT ルールに定義されていることを示します。 

translated.patPool . 
isPatAllocatedInRound
Robin 

ブール値 これが true の場合、ASA デバイスは PAT プールにラウン
ドロビン割り当てを使用します。 

isTransDNSReplies ブール値 true の場合、このルールに一致する DNS 応答に埋め込まれ
たアドレスが書き換えられます。 

isNoProxyARP ブール値 true の場合、宛先インターフェイスで ARP はプロキシしな
いでください。 

isRouteLookUp ブール値 true の場合、宛先インターフェイスのルート検索を行い
ます。 

Service 複合タイプ 設定のスタティックポートアドレス変換を定義する複合タ
イプ。スタティックルールのみに対するアプリケーション 

service.protocol 列挙型 ルールの適用対象となるプロトコル「UDP」、「TCP」、
または「IP」。 

service.originalPort Unsigned Int トラフィックがデバイスに着信するポート。 

service.transPort Unsigned Int 元のポート番号を交換するポート番号。 

表 50：InterfaceNATObjectFirewallPolicy クラス定義 
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図 52：InterfaceNATObjectFirewallPolicy XML スキーマ 

3.1.5.20 InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy 
InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）オブジェクト NAT ルールを表します。
ASA 9.0 から Unified NAT ルールはサポートされます。以下はサポートされるネットワーク変換です。 

• IPv4 -> IPv6  

• IPv6 -> IPv4  

• IPv6 -> IPv6  

• IPv4 -> IPv4  

InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy は基本 InterfaceNATObjectFirewallPolicy クラスから拡張されます。
InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy インスタンスが単一の Unified オブジェクトの NAT ルールを表示し
ます。 

 <xs:complexType name="InterfaceNATObjectFirewallPolicy"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicy"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="section" fixed="2" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> 
        <xs:enumeration value="1"/> 
        <xs:enumeration value="2"/> 
        <xs:enumeration value="3"/> 
       </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="realInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="mappedInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                        <xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                                   <xs:complexType> 
                                    <xs:sequence> 
                                     <xs:element name="objectGID" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                     <xs:element name="patPool" type="PatOptions" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                    </xs:sequence> 
                                   </xs:complexType> 

</xs:element>      
<xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

     <xs:element name="isNoProxyARP" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="isRouteLookUp" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="service" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="transPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   / t i  
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このポリシーは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。 

 

 

要素 タイプ コメント 

isInterfaceIPv6 ブール値 インターフェイスの IPv6 アドレスを使用します。 

isNetToNet ブール値 IPv4 サーバへの単一 IPv6 アドレスの 1 対 1 のマッピング
のオプション 

表 51：InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy クラス定義 

 

 

 

 
図 53：InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy XML スキーマ 

 

 

3.2 メソッド 
コンフィギュレーションサービスは次のメソッドを定義します。 

1. GetServiceInfo 

a. サービス名、バージョン、日付などを含むサービス固有の情報を返します。 

b. このメソッドは、認証が有効なセッション Cookie を返した後、他のメソッドよりも前に
呼び出す必要があり、クライアントが現在実行中のサービスバージョンと互換性がある
ことを確認する必要があります。 

2. GetGroupList 

a. システムで定義されたデバイスグループのリストを返します。 

    <xs:complexType name=" InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy "> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base=" InterfaceNATObjectFirewallPolicy "> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="isInterfaceIPv6" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isNetToNet" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
                 </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
115 ページ 

3. GetDeviceListByCapability 

a. システムの機能またはワイルドカードの 1 つ以上に一致するすべてのデバイスのリスト
を返します。 

4. GetDeviceListByGroup 

a. システムの指定されたグループ内のすべてのデバイスのリストを返します。 

5. GetDeviceConfigByGID 

a. メソッド引数で指定したオブジェクト ID で識別されるデバイス設定を返します。 

6. GetDeviceConfigByName 

a. メソッド引数で指定したデバイス名で識別されるデバイス設定を返します。 

7. GetPolicyConfigByName 

a. 名前が割り当てられた複数のデバイスに割り当てられたポリシー設定を返します。 

8. GetPolicyConfigByDeviceGID 

a. メソッド引数に指定された特定のタイプに一致するデバイスのオブジェクト ID に属する
ポリシー設定を返します。 

9. GetPolicyListByDeviceGID 

a. メソッド引数に指定されたデバイスのオブジェクト ID に属するポリシー名とタイプのリ
ストを返します。 

10. GetSharedPolicyListByType 

a. 特定のポリシータイプの CSM で定義されたすべての共有ポリシーのリストを戻します。 

 

3.2.1 メソッド GetServiceInfo 
GetServiceInfo メソッドは、サービスに関連する説明、情報、および該当する属性を返します。 

3.2.1.1 要求 
メソッド GetServiceInfo 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示し
ます。 
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図 54：メソッド GetServiceInfo 要求の例 

表 52：メソッド GetServiceInfo 要求の URL 引数の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

getServiceInfoRequest 要求の引数を含むオブジェクト。 

HTTP メソッド PUT 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 55：GetServiceRequest XML スキーマ 

 

 <xs:element name="getServiceInfoRequest" type="GetServiceInfoRequest"/> 
 <xs:complexType name="GetServiceInfoRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/GetServiceInfo  
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
 <getServiceInfoRequest> 

  <protVersion>1.0</protVersion> 
  <reqId>123</reqId> 

 </getServiceInfoRequest> 
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3.2.1.2 応答 
GetServiceInfo 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

図 56：GetServiceInfo 応答の例 

表 53：GetServiceInfo 応答の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

getServiceInfoResponse コンフィギュレーションサービスのサービス情報を返します 

serviceVersion コンフィギュレーションサービス実行のサービスバージョン 

serviceName サービス名 

serviceDescr サービスの機能の詳細を提供するサービスの説明 
 

 

図 57：GetServiceInfoResponse XML スキーマ 

 <xs:element name="getServiceInfoResponse" type="GetServiceInfoResponse"/> 
 <xs:complexType name="GetServiceInfoResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="serviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="serviceDesc" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<ns1:getServiceInfoResponse xmlns:ns1="csm"> 

<protVersion>1.0</protVersion> 
<reqId>123</reqId> 
<serviceVersion>1.0</serviceVersion> 
<serviceName>CSM Configuration Service</serviceName> 
<serviceDesc>A configuration service that enables network services configuration to be 
retrieved</serviceDesc> 

</ns1:getServiceInfoResponse> 
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3.2.2 メソッド GetGroupList 
ワイルドカードの引数を選択した場合、GetGroupList メソッドは、特定のタイプのポリシーに一致する
デバイスまたはすべてのデバイスを返します。 

3.2.2.1 要求 
メソッド GetGroupList 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示し
ます。 

 

図 58：メソッド GetGroupList 要求の例 

表 54：メソッド GetGroupList 要求 URL 引数の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

GroupListRequest 要求の引数を含むグループリストの要求 

要素：
includeEmptyGroups 

内部にデバイスが存在しないグループを応答に含むべきかどうかを指定する
要素。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getGroupList 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<groupListRequest> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <includeEmptyGroups>false</includeEmptyGroups> 

</groupListRequest> 
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図 59：GroupListRequest XML スキーマ 

3.2.2.2 応答 
GroupListRequest 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。
GetGroupListResponse では、デバイスの完全な設定は実行されません。これは GetDeviceConfigByName ま
たは GetDeviceConfigByGID メソッドが呼び出されたときにのみ設定されます。 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<groupListResponse> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <deviceGroup> 
  <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000001</gid> 
  <name>San Jose</name> 
  <lastUpdateTime>2011-05-22T07:07:29.129Z</lastUpdateTime> 
  <path>/VmsVirtualRoot/San Jose</path> 
  <deviceGroup> 
    <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000002</gid> 
    <name>Building 13</name> 
    <lastUpdateTime>2011-05-22T07:07:29.129Z</lastUpdateTime> 
    <path>/VmsVirtualRoot/San Jose/Building 13</path> 
    <device> 
     <gid>00000000-0000-0000-0000-214748364932</gid> 
     <name>10.77.208.138</name> 
     <lastUpdateTime>2011-05-26T00:11:53Z</lastUpdateTime> 
     <osType>asa</osType> 
     <osVersion>8.4(1)</osVersion> 
     <imageName>disk0:/asa831-k8.bin</imageName> 
     <sysObjectID>1.3.6.1.4.1.9.1.670</sysObjectID> 
     <fullConfig/> 
     <mgmtInterface> 
      <type>Management</type> 
      <identifier>mgmt</identifier> 
      <ipInterface> 
       <ipAddress>10.77.208.138/255.255.255.0</ipAddress> 
      </ipInterface> 
     </mgmtInterface> 
     <interfaceList> 
      <interface> 
       <type>GigabitEthernet</type> 
       <identifier>outside</identifier> 
       <ipInterface> 
        <ipAddress>20.10.30.42/255.255.255.0</ipAddress> 
       </ipInterface> 
      </interface> 
      <interface> 

 <xs:element name="groupListRequest" type="GroupListRequest"/> 
 <xs:complexType name="GroupListRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="includeEmptyGroups" type="xs:boolean"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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       <type>FastEthernet</type> 
       <identifier>FastEthernet5/1</identifier> 
       <ipInterface> 
        <ipAddress>20.10.30.45/255.255.255.0</ipAddress> 
       </ipInterface> 
      </interface> 

      </interfaceList> 
    <configState>committed</configState> 
   </device> 
  </deviceGroup> 
 </deviceGroup> 

図 60：GetGroupList 応答の例 

 

表 55：GetGroupList 応答の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

groupListResponse 0 個以上のデバイスグループのリストを返します。 

要素のリスト：DeviceGroup グループ要素のリスト 
 

 

図 61：GetGroupList 応答 XML スキーマ 

メソッド特有のエラー： 

コード 説明 

2000 このエラーは、API がログインユーザのライセンス済みデバイスのリストを
取得できない場合に返されます。 

2001 このエラーは、API が以降の処理のために CSM サーバから使用可能なグルー
プを受け取れない場合に返されます。 

2002 このエラーは、API が CSM サーバからデバイスを取得できない場合に返され
ます。 

2003 このエラーは、API がデバイスの設定状態を検出できない場合に返されます。 

 <xs:element name="groupListResponse" type="GroupListResponse"/> 
 <xs:complexType name="GroupListResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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コード 説明 

2004 このエラーは、API がデバイスに関するインターフェイスの詳細を取得でき
ない場合に返されます。 

2005、2006 これらのエラーは、デバイス固有のデータの処理時に API が内部エラーを検
出した場合に返されます。 

表 56：GetGroupList メソッドのエラーコード 

3.2.3 メソッド GetDeviceListByCapability 
ワイルドカードの引数を選択した場合、GetDeviceListByCapability メソッドは、1 つ以上のカテゴリと一
致するデバイスまたはすべてのデバイスのリストを返します。 

3.2.3.1 要求 
メソッド GetDeviceListByType 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表
に示します。 

 

図 62：メソッド GetDeviceListByCapability 要求の例 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getDeviceListByType 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<deviceListByCapabilityRequest> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <deviceCapability>firewall</deviceCapability> 

</deviceListByCapabilityRequest> 
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表 57：メソッド GetDeviceListByCapability 要求の URL 引数の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

getDeviceListByCapabilityRequest 要求の引数を含むデバイスリストの要求 

要素：deviceCapability 要求されているデバイスの機能を識別する要素の 1 つ以上のインスタ
ンス。許容値は次のとおりです: 

• firewal：すべての ASA、PIX、および FWSM デバイスを返し
ます。 

• ids：すべての IPS デバイスを返します。 

• router：ルータを返します。 

• switch：スイッチを返します。 

ワイルドカードは <csm:deviceCapability>*</csm:deviceCapability> と指
定することができます。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返さ
れます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 63：DeviceListByCapabilityRequest XML スキーマ 

 

<xs:element name="deviceListByCapabilityRequest" type="DeviceListByCapabilityRequest"/> 
 <xs:complexType name="DeviceListByCapabilityRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.2.3.2 応答 
GetDeviceListByCapability 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示
します。 

 

図 64：GetDeviceListByCapability 応答の例 

表 58：GetDeviceListByCapability 応答の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

deviceListResponse このメソッドで渡されるフィルタパラメータに一致する 0 個以上のデバ
イスのリストを返します。 

要素のリスト：DeviceId デバイス ID の要素のリスト 

属性：Gid デバイスの GID 属性 

要素：deviceCapability デバイスの 1 つ以上の機能（必須） 

要素：deviceName デバイスの名前（必須） 

要素：ipv4Address （任意）デバイスの IPv4 アドレス 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<deviceListResponse> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <deviceId> 
  <gid>00000000-0000-0000-0000-12211312321</gid> 
  <deviceCapability>firewall</deviceCapability> 
  <ipv4Address>12.1.1.1</ipv4Address> 
 </deviceId> 

</deviceListResponse> 
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図 65：DeviceListResponse XML スキーマ 

GetGroupList メソッドに記載されたエラーコードがこのメソッドにも適用されます。 

 

3.2.4 メソッド GetDeviceListByGroup 
ワイルドカードの引数が選択されている場合、GetDeviceListByGroup メソッドは、特定のグループに含
まれているデバイスまたはすべてのデバイスのリストを返します。グループ名のパスはリクエストボ
ディに定めるパス全体の項目の組み合わせで作成されます。デバイスリストはパス項目の組み合わせか
らなります。たとえば、パス項目が San Jose 単独として提供されていて CSM サーバが San Jose の下にサ
ブグループを持つ場合、API は San Jose グループおよび San Jose の下にあるその他のサブグループに一
致するすべてのデバイスを返します。 

たとえば、パス項目が San Jose と Building14 の場合、グループパス「/San Jose/Building 14」とそのサブグ
ループ（該当する場合）に一致するデバイスが返されます。 

 

3.2.4.1 要求 
メソッド GetDeviceListByGroup 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の
表に示します。 

<xs:element name="deviceListResponse" type="DeviceListResponse"/> 
 <xs:complexType name="DeviceListResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="ipv4Address" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 66：メソッド GetDeviceListByGroup 要求の例 

表 59：メソッド GetDeviceListByGroup 要求の URL 引数の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

getDeviceListByGroupRequest グループに含まれるデバイスのリストを返すデバイスリスト要求。 

要素：deviceGroupPath 要求されているデバイスグループを識別する要素。1 つ以上の pathItem 
エントリを含みます。結合されたすべての pathItems は（スラッシュ
「/」で区切る）、1 つのグループ名として処理されます。GetGroupList 
メソッドの応答からのパス情報がここで使用できます。GetGroupList の
各グループに完全なパス名を提供するパス属性があります。パス内の各
要素（「/」よって区切る）はパス項目として符号化されます。たとえば
グループのデバイス詳細が「/VmsVirtualRoot/San Jose/Building 13」など
のパス（getGroupList API 応答から取得）を含むと、パス項目は
「VmsVirtualRoot」、「San Jose」、「Building 13」となります。
「VmsVirtualRoot」は、全グループの仮想「ルートノード」です。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getDeviceListByGroup 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<deviceListByGroupRequest> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <deviceGroupPath> 
  <pathItem>building10</pathItem> 
  <pathItem>4th floor</pathItem> 
 </deviceGroupPath> 

</deviceListByGroupRequest> 
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図 67：DeviceListByGroupRequest XML スキーマ 

 

3.2.4.2 応答 
GetDeviceListByGroup 応答とエラーコードは、メソッド GetDeviceListByCapability 応答と同じです。 

 

3.2.5 メソッド GetDeviceConfigByGID 
GetDeviceConfigByGID メソッドは、メソッドに渡されるデバイス ID に基づいて、特定のデバイスオブ
ジェクトと関連する設定を返します。デバイス設定を要求しているユーザは、設定を要求しているデバ
イスの「view_device」および「view_cli」権限の両方がなければなりません。このメソッドが返す
「fullConfig」要素のデータは、デバイスで実行される一般的なコマンド「show running-config」からの
データに等しくなります。このすべての設定は、CSM の Configuration Archive（CA）のコンポーネント
から返されます。CA は、デバイス検出または展開時に更新されます。注：この fullConfig は、CSM を使
用せずにデバイスで直接実行されるアウトオブバンド（OOB）設定アップデートを含みません。 

 

セクション  3.2.11 およびセクション  5 を参照してください。 

3.2.5.1 要求 
メソッド GetDeviceConfigByGID 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の
表に示します。 

 <xs:element name="deviceListByGroupRequest" type="DeviceListByGroupRequest"/> 
 <xs:complexType name="DeviceListByGroupRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="deviceGroupPath" type="DeviceGroupPath"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 68：メソッド GetDeviceConfigByGID 要求の例 

表 60：メソッド GetDeviceConfigByGID 要求 URL 属性の説明 

URL 属性名 定義 

deviceConfigByGIDRequest グローバル ID の要求 

gid 返すことを要求されているデバイスのグローバルオブジェクト ID。 
注：デバイス GID は getDeviceListByCapability、getDeviceListByGroup、
GetGroupList のいずれかの API を使用して取得することができます。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 69：DeviceConfigByGIDRequest XML スキーマ 

 <xs:element name="deviceConfigByGIDRequest" type="DeviceConfigByGIDRequest"/> 
 <xs:complexType name="DeviceConfigByGIDRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getDeviceConfigByGID 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<deviceConfigByGIDRequest> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-051539607555</gid> 

</deviceConfigByGIDRequest> 
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3.2.5.2 応答 
GetDeviceConfigByGID 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示し
ます。 

 

図 70：GetDeviceConfigByGID 応答の例 

表 61：GetDeviceConfigById 応答の要素と属性の説明 

Element.属性名 定義 

deviceConfigResponse オブジェクト ID に一致するデバイス設定を返します。 

device  2.1.3で説明されているデバイスクラス。 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<deviceConfigResponse> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
    <device> 
     <gid>00000000-0000-0000-0000-214748364932</gid> 
     <name>10.77.208.138</name> 
     <lastUpdateTime>2011-05-26T00:11:53Z</lastUpdateTime> 
     <osType>asa</osType> 
     <osVersion>8.4(1)</osVersion> 
     <imageName>disk0:/asa831-k8.bin</imageName> 
     <fullConfig> 
      <!— will contain the full config of the device --> 
     </fullConfig> 
     <mgmtInterface> 
      <type>Management</type> 
      <identifier>mgmt</identifier> 
      <ipInterface> 
       <ipAddress>10.77.208.138/255.255.255.0</ipAddress> 
      </ipInterface> 
     </mgmtInterface> 
     <interfaceList> 
      <interface> 
       <type>GigabitEthernet</type> 
       <identifier>outside</identifier> 
       <ipInterface> 
        <ipAddress>20.10.30.42/255.255.255.0</ipAddress> 
       </ipInterface> 
      </interface> 
      <interface> 
       <type>FastEthernet</type> 
       <identifier>FastEthernet5/1</identifier> 
       <ipInterface> 
        <ipAddress>20.10.30.45/255.255.255.0</ipAddress> 
       </ipInterface> 
      </interface> 

      </interfaceList> 
    <configState>committed</configState> 
   </device> 

</deviceConfigResponse> 
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図 71：DeviceConfigResponse XML スキーマ 

 

メソッド特有のエラー（また、GetGroupList メソッドで定義されているエラーコードも該当します）。 

コード 説明 

2007 このエラーは、要求されたデバイス GID が CSM サーバにない場合に返され
ます。 

2008 このエラーは、API が Configuration Archive モジュールと通信できない場合に
返されます。 

2009 このエラーは、API が Configuration Archive モジュールから設定を取出せない
場合に返されます。 

2011 このエラーは、ユーザが設定の表示を許可されていない場合に返されます。 

表 62：GetDeviceConfigByGID メソッドのエラーコード 

 

3.2.6 メソッド GetDeviceConfigByName 
GetDeviceConfigByName メソッドは、メソッドに渡されるデバイス名に基づいて、特定のデバイスオブ
ジェクトと関連する設定を返します。デバイス設定を要求しているユーザは、設定を要求しているデバ
イスの「view_device」および「view_cli」権限の両方がなければなりません。このメソッドが返す
「fullConfig」要素のデータは、デバイスで実行される一般的なコマンド「show running-config」からの
データに等しくなります。このすべての設定は、CSM の Configuration Archive (CA) のコンポーネントか
ら返されます。CA は、デバイス検出または展開時に更新されます。注：この fullConfig は、CSM を使用
せずにデバイスで直接実行されるアウトオブバンド (OOB) 設定アップデートを含みません。 

 

セクション  3.2.11およびセクション 5を参照してください。 

 

 <xs:element name="deviceConfigResponse" type="DeviceConfigResponse"/> 
 <xs:complexType name="DeviceConfigResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="device" type="Device"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.2.6.1 要求 
メソッド GetDeviceConfigByName 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次
の表に示します。 

 

図 72：メソッド GetDeviceConfigByName 要求の例 

表 63：メソッド GetDeviceConfigByName 要求 URL 属性の説明 

URL 属性名 定義 

deviceConfigByNameRequest デバイス名要求 

name 返すことを要求されているデバイス名 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getDeviceConfigByName 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<deviceConfigByNameRequest> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <name>rtr-1.cisco.com</name> 

</deviceConfigByNameRequest> 
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図 73：DeviceConfigByNameRequest XML スキーマ 
 

3.2.6.2 応答 
応答は GetDeviceConfigByGID メソッドと同じです。 

メソッド特有のエラー（また、GetGroupList メソッドと GetDeviceConfigByGID メソッドで定義されてい
るエラーコードも該当します）。 

コード 説明 

2010 このエラーは、要求されたデバイス名が CSM サーバにない場合に返されます。 

2012 このエラーは、デバイス名が要求でヌルまたはブランクの場合に返されます。 

表 64：GetDeviceConfigByName メソッドのエラーコード 
 

3.2.7 メソッド GetPolicyListByDeviceGID 
GetPolicyListByDeviceGID メソッドは、特定のデバイス GID のポリシー名とタイプのリストを返しま
す。返されるリストには、API の現在のバージョンでサポートされるポリシータイプのみを含めます。
ポリシータイプは、対応するポリシーが設定されていない場合にも返されません。この API を使用する
には、ユーザは view_device RBAC 権限を持っている必要があります。 

以下はこのバージョン 1.0 でサポートされているポリシーのリストです。API GetPolicyConfigByName 
および GetPolicyConfigyByDeviceGID メソッドの要求で使用される必要があるポリシータイプの列の正
確な値。 

ポリシータイプ 説明 

DeviceAccessRuleFirewallPolicy ACL の設定に使用されます。 

DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy Unified ACL の設定に使用されます。 

DeviceBGPRouterPolicy ルーティングプロトコル。 

DeviceNATTimeoutsRouterPolicy ルータ NAT を設定するために使用されます。 

 <xs:element name="deviceConfigByNameRequest" type="DeviceConfigByNameRequest"/> 
 <xs:complexType name="DeviceConfigByNameRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="name" type="xs:string"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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ポリシータイプ 説明 

DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

DeviceStaticRoutingFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

DeviceStaticRoutingRouterPolicy ルータのスタティックルートの設定に使用されます。 

InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy NAT64 ポリシーを設定するために使用されます。 

InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy ルータ NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATManualFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATObjectFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATRouterPolicy ルータ NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy ルータ NAT を設定するために使用されます。 

InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。 
 

3.2.7.1 要求 
メソッド GetPolicyListByDeviceGID 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを
次の表に示します。 

 

図 74：メソッド GetPolicyListByDeviceGID 要求の例 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getPolicyListByDeviceGID 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<policyListByDeviceGIDRequest> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000023456781</gid> 

</policyListByDeviceGIDRequest> 
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表 65：メソッド GetPolicyListByDeviceGID 要求の URL 引数の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

getPolicyListByDeviceGID 要求の引数を含むポリシーリストの要求 

要素：GID ポリシーが設定されるデバイスを識別する要素。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 
 

 

図 75：PolicyListByDeviceGIDRequest XML スキーマ 

 

3.2.7.2 応答 
GetPolicyListByDeviceGID 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示
します。 

 

図 76：GetPolicyListByDeviceGID 応答の例 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<policyListDeviceResponse> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <policyList> 
  <policyDesc> 
   <name>— local --</name> 
   <type>DeviceOSPFPolicy</type> 
  </policyDesc> 
  <policyDesc> 
   <name>MySharedPolicy</name> 
   <type> DeviceAccessRuleFirewallPolicy </type> 
  </policyDesc> 
 </policyList> 

</policyListDeviceResponse> 
 

 <xs:element name="policyListByDeviceGIDRequest" type="PolicyListByDeviceGIDRequest"/> 
 <xs:complexType name="PolicyListByDeviceGIDRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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表 66：GetPolicyListByDeviceGID 応答の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

policyListResponse 特定されたデバイスで設定された 0 個以上のポリシーの記述子リストを返
します。 

要素のリスト：policyList ポリシー記述子要素のリスト 

要素：policyDesc 名前とタイプを含むポリシー記述子。タイプは、通常スキーマのそのポリ
シーに定義されたオブジェクト名と同じ名前です。たとえばファイア
ウォールルールの場合、タイプは「DeviceAccessRuleFirewallPolicy」で
す。ポリシーがこのデバイスでローカル/プライベートの場合、ポリシー
名はローカルです。また、既存のポリシーが「共有」ポリシー（たとえ
ば「SharedAccessRule」）の場合、名前はユーザ設定ポリシー名（ローカ
ル以外）を含みます。 
 
共有ポリシーが複数のデバイスで共有されているポリシーです。共有ポリ
シーの名前はシステム全体にわたって特定のポリシータイプに一義的で
す。たとえば、DeviceAccessRuleFirewallPolicy のように SharedAccessRule 
として命名されるポリシーは 1 つだけです。またこの SharedAccessRule 
は、このポリシーをサポートする複数のデバイスに適用できます。 

 

 

 

図 77：PolicyListDeviceResponse XML スキーマ 

 

  <xs:element name="policyListDeviceResponse" type="PolicyListDeviceResponse"/> 
 <xs:complexType name="PolicyListDeviceResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="policyList" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="policyDesc" type="EntityDescriptor" 
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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メソッド特有のエラー： 

コード 説明 

1001 このエラーは、要求されたデバイスがサポートされるポリシーのいずれも使
用せずに設定された場合に返されます。 

2013 このエラーは、API が CSM サーバから内部ポリシーのリストを取出せない場
合に返されます。 

表 67：GetPolicyListByDeviceGID メソッドのエラーコード 

 

3.2.8 メソッド GetPolicyConfigByName 
GetPolicyConfigByName メソッドは、メソッドに渡される共有ポリシー名に基づいて、特定のポリシーオ
ブジェクトと関連する設定を返します。この API へのアクセスには、照会されているポリシーの
view_policy 権限が必要です。このメソッドは、共有ポリシー（ローカル以外のポリシー）のデータを取
り出すためだけに使用する必要があります。デバイスの適切な共有ポリシーは GetPolicyListByDeviceGID 
メソッドで入手してください。 

3.2.8.1 要求 
メソッド GetPolicyConfigByName 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次
の表に示します。 

 

図 78：メソッド GetPolicyConfigByName 要求の例 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getPolicyConfigByName 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<policyConfigByNameRequest> 

 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <name>global FW policy-1</name> 
 <policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 

</policyConfigByNameRequest> 
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表 68：メソッド GetPolicyConfigByName 要求 URL 属性の説明 

メソッドの詳細 定義 

policyConfigByNameRequest 名前の要求、および GetPolicyListByDeviceGID のコールによって以前に
定義され返されたものと同じ属性。 

要素：policyType GetPolicyListByDeviceGID コールで返されるタイプと同じポリシータイ
プ。有効なタイプのリストは GetPolicyListByDeviceGID メソッドのセク
ションで説明されています。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 79：PolicyConfigByName 要求 XML スキーマ 

 

3.2.8.2 応答 
GetPolicyConfigByName 要求に対する応答の例を、次の図に示します。これらのメッセージのフィールド
を次の表に示します。応答にはポリシー、およびポリシーに含まれる参照先のポリシーオブジェクト
データが含まれます。注：このメソッドの応答はページ分けされます。詳細については、セクショ
ン 2.2.1.1を参照してください。 

 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<ns1:policyConfigDeviceResponse xmlns:ns1="csm"> 
  <protVersion>1.0</protVersion> 
  <policy> 
    <deviceAccessRuleFirewallPolicy> 
      <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967927</gid> 
      <name/> 
      <lastUpdateTime>2011-08-05T05:04:49.926Z</lastUpdateTime> 

 <xs:element name="policyConfigByNameRequest" type="PolicyConfigByNameRequest"/> 
 <xs:complexType name="PolicyConfigByNameRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
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      <type>FirewallRule</type> 
      <orderId>1000</orderId> 
      <isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation> 
      <configState>deployed</configState> 
      <isEnabled>true</isEnabled> 
      <direction>In</direction> 
      <permit>true</permit> 
      <interfaceRoleObjectGIDs> 
        <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967559</gid> 
      </interfaceRoleObjectGIDs> 
      <sources> 
        <networkObjectGIDs> 
          <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid> 
        </networkObjectGIDs> 
        <interfaceRoleObjectGIDs/> 
      </sources> 
      <destinations> 
        <networkObjectGIDs> 
          <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid> 
        </networkObjectGIDs> 
        <interfaceRoleObjectGIDs/> 
      </destinations> 
      <services> 
        <serviceObjectGIDs> 
          <gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid> 
        </serviceObjectGIDs> 
      </services> 
      <logOptions> 
      </logOptions> 
      <iosOptions>None</iosOptions> 
    </deviceAccessRuleFirewallPolicy> 
  </policy> 
  <policyObject> 
    <networkPolicyObject> 
      <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid> 
      <name>any</name> 
      <lastUpdateTime>2011-08-04T18:58:22.816Z</lastUpdateTime> 
      <parentGID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</parentGID> 
      <type>Network</type> 
      <comment>Predefined any network</comment> 
      <nodeGID>00000000-0000-0000-0000-000000000001</nodeGID> 
      <isProperty>false</isProperty> 
      <subType/> 
      <isGroup>false</isGroup> 
      <ipv4Data>0.0.0.0/0.0.0.0</ipv4Data> 
    </networkPolicyObject> 
          ……….. 
  </policyObject> 
</ns1:policyConfigDeviceResponse> 
 

図 80：GetPolicyConfigByName 応答の例 

 

Element.属性名 定義 

policyConfigResponse オブジェクト ID に一致するポリシー設定を返します。 

Policy  3.1.1に説明されているポリシークラス。 

表 69：GetPolicyConfigByName 応答の要素と属性の説明 
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図 81：PolicyConfigResponse XML スキーマ 

次は、このメソッドに特有のエラーコードです。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の汎用エ
ラーが存在することがあります。 

 

コード 説明 

18 設定を取得中に内部エラーが発生している場合に返されます。 

19 必要な入力パラメータが要求から欠落している場合に返されます。 

20 要求されたポリシータイプが正しくない場合に返されます。 

22 ユーザがこのポリシーデータの表示を許可されていない場合に返されます。 

23 設定データが要求された入力パラメータとして使用できない場合に返されます。 

24 サーバによって内部エラーが検出された場合に返されます（サポートされないポ
リシータイプを処理する場合）。 

表 70：GetPolicyConfigByName メソッドのエラーコード 

3.2.9 メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID 
GetPolicyConfigByDeviceGID メソッドは、メソッドに渡されるデバイス ID およびポリシータイプに基づ
いて、特定のポリシーおよび関連するポリシーオブジェクトを返します。この API へのアクセスには、
照会されているポリシーの view_policy 権限、およびこのポリシーがフェッチされているデバイスの
view_device 権限が必要です。 

このメソッドはデバイスに適切なポリシー（ローカル、共有に関係なく）を返します。そのため、多く
の場合、これはデバイスのサポートされるポリシー設定を読み込む最も便利なメソッドです。 

3.2.9.1 要求 
メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールド
を次の表に示します。 

 <xs:element name="policyConfigResponse" type="PolicyConfigResponse"/> 
 <xs:complexType name="PolicyConfigResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="policy" type="BasePolicy"/> 
     <xs:element name="policyObject" type="BasePolicyObject"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
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図 82：メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID 要求の例 

表 71：メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID 要求 URL 属性の説明 

メソッドの詳細 定義 

policyConfigByDeviceByGIDRequest グローバル ID の要求およびすでに定義されているものと同じ属性 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

401 未認証 

図 83：PolicyConfigByDeviceGIDRequest XML スキーマ 

<xs:element name="policyConfigByDeviceGIDRequest" type="PolicyConfigByDeviceGIDRequest"/> 
<xs:complexType name="PolicyConfigByDeviceGIDRequest"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="BaseReqResp"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier"/> 
<xs:element name="policyType" type="string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

URL: 

https://hostname/nbi/configservice/getPolicyConfigById 

HTTP Header: 

Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  

XML Argument: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<policyConfigByDeviceGIDRequest> 

<protVersion>1.0</protVersion> 
<reqId>123</reqId> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-004294967927</gid> 
<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 

</policyConfigByDeviceGIDRequest> 
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3.2.9.2 応答 
スキーマとエラーコードを含むこのメソッドの応答は、以前に記述された GetPolicyConfigByName メ
ソッドと同じです。

3.2.10 メソッド GetSharedPolicyNamesByType 
このメソッドは、特定のポリシータイプについて CSM ポリシービューに存在するすべての共有ポリシー
のリストを返します。 

3.2.10.1 REST 要求： 

図 84：getSharedPolicyNamesByType 要求の例 

表 72：メソッド getSharedPolicyNamesByType 要求 URL 属性の説明 

メソッドの詳細 定義 

policyNamesByTypeRequest 特定のポリシータイプについて CSM で定義されたすべての共有ポリ
シーのリストを取得する要求。

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

401 未認証 

URL: 

http://hostname/nbi/configservice/getSharedPolicyListByType 

HTTP Header: 

Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; 
path=/; domain=.hostdomain.com  

XML Argument: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

< policyNamesByTypeRequest> 

<protVersion>1.0</protVersion> 

<reqId>123</reqId> 

<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 

</ policyNamesByTypeRequest> 
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3.2.10.2 応答オブジェクト：

図 85：GetSharedPolicyNamesByType 応答の例 

Element.属性名 定義 

policyNamesResponse 要求で渡されたポリシータイプのポリシー名とデバイス
割り当てを返します。 

policyNamesResponse.policyType 要求で渡されたポリシータイプ。 

policyNamesResponse.policy 要求されたポリシータイプごとに、CSM で定義されたポ
リシー。

policyNamesResponse.policy.name 共有ポリシーの名前。 

policyNamesResponse.policy.deviceAssignments 共有ポリシーが割り当てられるデバイスのリスト。 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<policyNamesResponse> 

<protVersion>1.0</protVersion> 

<reqId>123</reqId> 

<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 

<policy> 

<name>policy-1</name> 

<deviceAssignments> 

<device> 

<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-004294967308</deviceGID> 

<deviceName>1.1.1.1</deviceName> 

  </device> 

</deviceAssignments> 

</policy> 

<policy> 

<name>policy-2</name> 

<deviceAssignments> 

<device> 

<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-004294967309</deviceGID> 

<deviceName>1.1.1.2</deviceName> 

</device> 

 </deviceAssignments> 

</policy> 
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Element.属性名 定義 

policyNamesResponse.policy.deviceAssignments.
deviceGID 

共有ポリシーが割り当てられるデバイスのデバイス GID。 

policyNamesResponse.policy.deviceAssignments.
deviceName 

共有ポリシーが割り当てられるデバイスのデバイス名。 

表 73：GetSharedPolicyNamesByType 応答の要素と属性の説明 

図 86：PolicyNamesResponse XML スキーマ 

3.2.11 メソッド CreateCSMSession 
このメソッドで CSMSession を作成し、他の書き込み API メソッドで使用します。内部的には、CSM 
サーバモードに基づいてチケットまたはアクティビティが作成されます。すべての CSM サーバモードで
この方法がサポートされます。使用方法に関する詳細については、「CSMSession と書き込み API の使
用」セクションを参照してください。

<xs:element name="policyNamesResponse" type="PolicyNamesResponse"/> 
<xs:complexType name="PolicyNamesResponse"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="BaseReqResp"> 

<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
<xs:element name="policyTYpe" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xs:element name="policy" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="deviceAssignments" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="device" type="xs:string" 
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="deviceGID" 
type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="deviceName" 
type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

/ l t
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3.2.11.1 要求 

図 87：メソッド CreateCSMSession 要求の例 

表 74：メソッド CreateCSMSession 要求 URL 属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

newCSMSessionRequest 要求の引数を含む CSM セッションの要求 

要素：csmSessionName CSM セッションの作成中に使用する文字列値を提供する要素。ticketId 
またはアクティビティ名になる場合があります。 

要素：csmSessionDescription 
新しい CSMSession を作成するための要件を（オプションで）指定する
説明を提供する要素。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

401 未認証 

URL: 

https://hostname/nbi/configservice/createCSMSession 

HTTP Header: 

Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 2-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  

XML Argument: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:newCSMSessionRequest xmlns:p="csm"> 
<csmSessionDescription>creating CSM API session to test</csmSessionDescription> 
</p:newCSMSessionRequest> 
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図 88：CreateCSMSessionRequest XML スキーマ 

3.2.11.2 応答 
このメソッドの応答では、すべての書き込み API 関連のメソッドで使用される一意の csmSessionId が返
されます。次の図に、応答の例と XSD を示します。 

図 89：CreateCSMSession 応答の例 

表 75：CreateCSMSession 応答の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

csmSessionResponse CSMSession の詳細情報を返します 

要素リスト：csmSessionGID 今後の書き込み操作で使用する必要がある一意の値 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:csmSessionResponse xmlns:ns1="csm"> 

<protVersion>1.0</protVersion> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-017179869189</csmSessionGID> 

</ns1:csmSessionResponse> 

<xs:element name="newCSMSessionRequest" type="CSMSessionRequest" /> 
<xs:complexType name="CSMSessionRequest"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="BaseReqResp"> 

<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
<xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1" /> 
<xs:element name="csmSessionDescription" type="xs:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
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図 90：CreateCSMSession 応答 XSD 

3.2.12 メソッド ValidateCSMSession 
このメソッドは、CSMSession で加えられた変更の検証に使用されます。検証結果に基づいてその 
CSMSession が送信されます。CSMSession の詳細については、「CSMSession と書き込み API の使用」
セクションを参照してください。 

3.2.12.1 要求 
検証は、要求パラメータで指定した csmSessionGID によって一意に識別される CSMSession に対して実行
されます。要求の例と XSD について、以下の図に示します。 

 

 

図 91：validateCSMSession 要求の例 

 

Method : POST 

URL : https://hostname/nbi/configservice/validateCSMSession 

Headers : Content-Type:text/xml 

Body : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm"> 

 <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID> 

</ns1:csmSessionOperationRequest> 

 

 <xs:element name="csmSessionResponse" type="CSMSessionResponse" /> 
 <xs:complexTypename="CSMSessionResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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表 76：メソッド ValidateCSMSession 要求 URL 属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

csmSessionOperationRequest 要求の引数を含む CSM セッションの要求 

要素：csmSessionName セッションの作成時に使用した csmSession の名前を提供する要素。 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 92：validateCSMSession 要求 XML スキーマ 

3.2.12.2 応答 
応答には、特定の CSMSession で行われた変更に対する検証メッセージが含まれています。次に、応答の
例と XSD を示します。 

 

 <xs:element name="csmSessionOperationRequest" type="CSMSessionOperationRequest"/> 
 <xs:complexType name="CSMSessionOperationRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:choice id="select"> 
      <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
       minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name=" csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="1" 
       maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0" 
      maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 93：validateCSMSession 応答の例 

 

表 77：ValidateCSMSession 応答の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

csmSessionValidateResponse 検証結果の詳細について説明する要素。 

statusCode 操作全体のステータスについて説明する要素。 

approvalRequired このセッションの承認が必要かどうかを示す要素。これは、CSM サーバ
および設定する管理オプションのモードに基づきます。「True」に設定さ
れている場合は、submitCSMSession の後に ApproveCSMSession を個別に呼
び出す必要があります。 

要素：validationResults 要素には、検証結果のステータスが含まれています。 

要素リスト：deviceGID デバイス ID を指定する一意の値。 

要素：ValidationDetails この要素には、個別の検証メッセージのすべての情報が含まれています。 
 

<ns1:csmSessionValidationResponse> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<statusCode>SUCCESS</statusCode> 
<validationMessage>CSM Session Validation successful</validationMessage> 
<validationResults> 
 <validationResult> 
  <deviceGID> 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967310</gid> 
  </deviceGID> 
 <validationDetails> 
  <title> 
   FWSVC Access Rules Warning in Rule ASA warning - more details 
  </title> 
  <severity>Warning</severity> 
 <description>  

FWSVC Access Rules Warnings -> The following interface roles inside ,test-ether , do 
not exist on device. Rules for these interfaces will not be generated on device 

  </description> 
  <action> 
   Please specify Interface Roles in Rule which match those on device 
  </action> 
 </validationDetails> 
 </validationResult> 
</validationResults> 
</ns1:csmSessionValidationResponse> 
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図 94：validateCSMSession 応答 XML スキーマ 

 <xs:element name="csmSessionValidationResponse" type="CSMSessionValidationResponse" /> 
      <xs:complexType name="CSMSessionValidationResponse"> 
            <xs:complexContent> 
                  <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                  <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

<xs:element name=""approvalRequired" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
                  <xs:element name="validationMessage" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
                  <xs:element name="validationResults" type="ValidationResults" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
      </xs:complexType> 
       
    <xs:complexType name="ValidationResults"> 
            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
              <xs:element name="validationResult" type="ValidationResult" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
/> 
            </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
      <xs:complexType name="ValidationResult"> 
            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
                <xs:element name="validationDetails" type="ValidationDetails" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
            </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
      <xs:complexType name="ValidationDetails"> 
            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
                  <xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="1" 
                        maxOccurs="1" /> 
                  <xs:element name="severity" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                              <xs:restriction base="xs:token"> 
                                    <xs:enumeration value="Critical" /> 
                                    <xs:enumeration value="Warning" /> 
                                    <xs:enumeration value="Info" /> 
                              </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                  </xs:element> 
                  <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1" 
                        maxOccurs="1" /> 
                  <xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0" 
                        maxOccurs="1" /> 
            </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
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3.2.13 メソッド SubmitCSMSession 
CSMSession 実行時に加えた変更を送信するには、このメソッドを使用します。SubmitCSMSession は内部
で検証を実行し、正常に送信された検証のみが実行されます。 

3.2.13.1 要求 
SubmitCSMSession への入力では一意の CSMSessionGID を取得し、特定の CSMSession で実行された変更
を検証の上送信します。次に、要求の例および XSD に関する詳細情報を示します。 

 

 

図 95：SubmitCSMSession 要求の例 

 

表 78：SubmitCSMSession 要求 URL 属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

submitCSMSessionRequest 送信操作の詳細について説明する要素。 

要素：csmSessionGID 検証する変更の CSMSession ID を指定する一意の値 

要素：submitComments 保存するすべてのコメント 

要素：continueOnwarnings ブール値「true」 - 警告メッセージの送信を続行します。 

「false」 - 検出した警告の送信を中断します。 
 

3.2.13.2 応答 
応答は validateCSMSession の応答と同じです。 

Method : POST 

URL : https://hostname/nbi/configservice/submitCSMSession 

Headers : Content-Type:text/xml 

Body : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<csm:submitCSMSessionRequest xmlns:csm="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance "> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID> 

<submitComments>Submission test</submitComments> 

<continueOnWarnings>true</continueOnWarnings> 

</csm:submitCSMSessionRequest> 

       

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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3.2.14 メソッド DiscardCSMSession 
このメソッドは、CSMSession で行われた変更の破棄に使用できます。 

 

3.2.14.1 要求 
要求は、validateCSMSession と同じです。次に示しているのはメソッドの例のみです。残りの詳細事項
は、validateCSMSession に似ています。 

 

図 96：DiscardCSMSession XML 要求の例 

 

3.2.14.2 応答 
応答は、破棄された CSMSession とその csmSessionGID のステータスを示します。次に、応答の例と 
XSD を示します。 

 

 

図 97：DiscardCSMSession 応答 XML の例 

 

Method : POST 

URL : https://hostname/nbi/configservice/discardCSMSession 

Headers : Content-Type:text/xml 

Body : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm"> 

  <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID> 

</ns1:csmSessionOperationRequest> 

 

<ns1:csmSessionResultResponse> 

<protVersion>1.0</protVersion> 

<result>CSM Session discarded successfully!</result> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589935876</csmSessionGID> 

</ns1:csmSessionResultResponse> 
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表 79：CreateCSMSession 応答 URL の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

csmSessionResultResponse CSMSession 操作の結果について説明する要素 

要素リスト：csmSessionGID 変更が破棄された CSMSession ID を指定する一意の値 

要素リスト：result 成功または失敗を示す要素 
 

 

図 98：DiscardCSMSession 応答 XSD。 

3.2.15 メソッド ApproveCSMSession 
このメソッドは、送信された CSMSession の承認または拒否に使用されます。このメソッドは、CSM 
サーバがワークフローモードである場合にのみ使用する必要があります。その他のすべてのモードで
は、submitCSMSession で CSMSession の自動承認が実行されます。submitCSMSession メソッドは、承認
が必要かどうかを通知します。 

 

3.2.15.1 要求 
次に要求の例とその XSD を示します。 

 

<xs:element name="CSMSessionResultResponse" type="CSMSessionResultResponse" /> 
 <xs:complexTypename="CSMSessionResultResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extensionbase="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="CSMSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType>  
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図 99：ApproveCSMSession 要求の XML の例 

 

 

表 80：ApproveCSMSession 要求 URL の要素および属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

csmApproveOperationRequest CSMApproveOperation 要求の詳細について説明する要素 

要素：csmSessionGID ユーザが検証する変更の CSMSessionGID を指定できる一意の値 

要素：csmSessionName ユーザが検証する変更の名前を指定できる一意の値 

要素：comments 必要に応じて、すべてのコメントを指定できます。 

要素：approvalStatus 承認ステータス。true または false を指定して変更リストを承認または拒
否します。 

 

Method : POST 

URL : https://hostname/nbi/configservice/approveCSMSession 

Headers : Content-Type:text/xml 

Body : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:csmApproveOperationRequest xmlns:ns1="csm"> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-184683593741</csmSessionGID> 

<approvalStatus>true</approvalStatus> 

</ns1:csmApproveOperationRequest> 

Note : Approval Status false for Rejecting the activity. It can be used in workflow enabled 

mode. 
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図 100：ApproveCSMSession 要求 XSD 

 

3.2.15.2 応答 
approveCSMSession の応答では、承認ステータスとセッションの CSMSessionGID を返します。 

 

 

図 101：ApproveCSMSession 応答 XML の例 

 

表 81：ApproveCSMSession 応答の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

csmApproveResultResponse CSMApproveResult 応答の結果について説明する要素 

要素リスト：csmSessionGID 変更が破棄された CSMSession ID を指定する一意の値 

要素リスト：result 成功または失敗を示す要素 
 

 

<ns1:csmApproveResultResponse> 

<protVersion>1.0</protVersion> 

<result>CSMSession ID Approve successfully!</result> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589935912</csmSessionGID> 

</ns1:csmApproveResultResponse> 

<xs:element name="csmApproveOperationRequest" type="CSMApproveOperationRequest" /> 
 <xs:complexType name="CSMApproveOperationRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:choice id="approveselect"> 
      <xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="approvalStatus" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 102：ApproveCSMSession 応答 XSD 

 

3.2.16 メソッド OpenCSMSession 
このメソッドを使用して、以前にクローズしたか https セッションがタイムアウトした CSMSession を開
くことができます。 

 

3.2.16.1 要求 
このメソッドの要求は、validateCSMSession の要求と同じです。OpenCSMSession のみの例を次に示します。 

 

 

図 103：OpenCSMSession 要求 XML の例 

 

Method : POST 

URL : https://hostname/nbi/configservice/openCSMSession 

Headers : Content-Type:text/xml 

Body : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm"> 

 <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID> 

</ns1:csmSessionOperationRequest> 

 

<xs:element name="csmApproveResultResponse" type="CSMApproveResultResponse" /> 
 <xs:complexType name="CSMApproveResultResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.2.16.2 応答 
このメソッドの応答は、DiscardCSMSession の応答と同じです。 

3.2.17 メソッド CloseCSMSession 
このメソッドを使用して、CSMSession を閉じます。閉じた CSMSession は、openCSMSession を使用して
開くことができます。 

 

3.2.17.1 要求 
このメソッドの要求は、validateCSMSession の要求と同じです。closeCSMSession の例を次に示します。 

 

 

図 104：CloseCSMSession 要求 XML の例 

3.2.17.2 応答 
このメソッドの応答は、discardCSMSession の応答と同じです。 

3.2.18 メソッド AddPolicyObject 
このメソッドを使用して、新しいポリシーオブジェクトを追加できます。サポート対象となるポリシー
オブジェクトのリストは、セクション 1.3.1 に記載されています。オブジェクトを追加するには、特定の
オブジェクトに対する変更権限が必要です。また、単一コールでの異種一括オブジェクトの追加もサ
ポートしています。1 つのトランザクション内で、API の単一コールが発生します。そのため、ポリシー
オブジェクトのいずれかの追加に失敗すると、以前に正常に実行されたすべての挿入が元に戻ります。
これは、fail-fast モードで動作します。個々の要素の詳細について理解するには、3.1.2 BasePolicyObject 
セクションに移動してください。 

Method : POST 

URL : https://hostname/nbi/configservice/closeCSMSession 

Headers : Content-Type:text/xml 

Body : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm"> 

 <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID> 

</ns1:csmSessionOperationRequest> 
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このメソッドは、次の使用例で使用する必要があります。 

1. 新しい構成要素を作成する 
サポートされる構成要素のデータ部分が AddPolicyObject 要求で渡されます。 

2. 上書き構成要素を作成する 
CSM では、上書き構成要素は別の構成要素として別の ID で保存されます。デバイスの
上書き構成要素を作成する際は、addPolicyObject がデバイス ID としてノード ID ととも
に使用され、上書き値の構成要素 ID として親 ID が作成されます。また、すべてのデー
タ部分が要求で送信される必要があり、一部の値は親構成要素と異なります。親構成要
素の「isProperty」は、true に設定して上書きできるようにする必要があります。 

3.2.18.1 要求 
要求では、ポリシーオブジェクトと、この変更の実行に使用される CSMSession が取得されます。次に、
要求の例と XSD を示します。 

 

 

図 105：addPolicyObject URL 要求の例 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/addPolicyObject 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:addPolicyObjectRequest xmlns:csm="csm"> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-425201762587</csmSessionGID> 
<enforceDuplicateDetection>false</enforceDuplicateDetection> 
<networkPolicyObject> 

<name>27_NO_1</name> 
<parentGID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</parentGID> 
<updatedByUser>dkakoll</updatedByUser> 
<lastCommitTime>2014-02-27T04:53:09.36Z</lastCommitTime> 
<ticketId>dkakoll_27.Feb.2014_10.22.05</ticketId> 
<type>NetworkPolicyObject</type> 
<comment></comment> 
<nodeGID>00000000-0000-0000-0000-000000000001</nodeGID> 
<isProperty>false</isProperty> 
<subType></subType> 
<isGroup>false</isGroup> 
<ipData>1.19.0.3</ipData> 
<ipData>1.19.0.4</ipData> 

</networkPolicyObject> 
</csm:addPolicyObjectRequest> 
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表 82：addPolicyObject 要求の要素と属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

addPolicyObjectRequest 要求の引数を含むポリシーオブジェクトを追加します。 

要素：csmSessionGID CSMSession を一意に定義する要素 

要素：
enforceDuplicateDetection 

冗長/重複オブジェクトが検出されると、保存時にエラー（設定：true）
または続行（設定：false）をスローします。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 106：AddPolicyObject 要求 XSD 

<xs:element name="addPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" /> 
<xs:complexType name="ManagePolicyObjectRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="CSMSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" /> 
     <!-- if Redundant/Duplicate object is detected, throw warning (set: true) or continue 
(set: false) with saving --> 
     <xs:element name="enforceDuplicateDetection" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" /> 
     <!-- ALL Supported POLICY OBJECT TYPES --> 
     <xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" 
type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="500" />      
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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3.2.18.2 応答 
応答では、作成したオブジェクト ID とのそのタイプについての詳細が表示されます。エラーが発生した
場合は、エラーとなったオブジェクトの詳細が送信されます。次に応答の例とその XSD を示します。 

 

 

図 107：AddPolicyObject XML 応答の例 

 

 

表 83：AddPolicyObject 応答の XML 属性と要素の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

addPolicyObjectResponse 要求の引数を含むポリシーオブジェクトを追加します。 

要素：message 操作全体のステータス。 

要素：resultObject オブジェクトの個々の結果。 

要素：objectGID 追加したポリシーオブジェクトの ID を一意に識別する要素。 

要素：name ポリシーオブジェクトの名前を指定する要素。 

要素：type ポリシーオブジェクトのタイプを指定する要素。 

要素：info オブジェクトに関するその他の詳細（必要な場合）。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
    <ns1:addPolicyObjectResponse xmlns:ns1="csm"> 
    <protVersion>1.0</protVersion> 
     <message>CREATE Policy Object Operation Successful!</message> 
      <resultObject> 
        <objectGID>00000000-0000-0000-0000-425201762588</objectGID> 
        <name>27_NO_1</name> 
        <type>Network</type> 
      </resultObject> 
    </ns1:addPolicyObjectResponse> 
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図 108：AddPolicyObject 応答 XSD 

3.2.19 メソッド ModifyPolicyObject 
変更ポリシーオブジェクトを使用して、ポリシーオブジェクトのデータ部分を変更できます。また、
ポリシーオブジェクトの名前を変更することもできます。ポリシーオブジェクトは、要求で送信された 
GID で一意に識別されます。1 つのフィールドのみを更新する場合でも、要求ではすべてのデータを送信
する必要があります。ポリシーオブジェクトが読み取られた後にこれを使用して、必須フィールドを更
新し、入力値として変更ポリシーオブジェクトメソッドへ送信されることが理想的です。また、異種お
よび同種の一括要求を取得し、1 つのトランザクションと fail-fast モードで動作します。 

このメソッドは、次の場合に使用できます。 

1. 非上書き構成要素を変更する場合 
要求で渡される「GID」要素によって、変更される構成要素を定義します。したがって
このメソッドは、構成要素の名前変更にも使用することができます。要求とともに、
完全なデータも変更する必要がある要素と一緒に渡す必要があります。 
 

2. 上書き構成要素を変更する場合 
特定のデバイスの上書き構成要素の一部のデータを変更するには、親構成要素の GID で
はなく特定の構成要素の GID を要求で送信する必要があります。名前が既知の構成要素
である場合のみ、getPolicyObject メソッドを使用して上書き構成要素の GID を取得し、
このメソッドで使用します。 

 

<xs:element name="addPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" /> 
 <xs:complexType name="ManagePolicyObjectResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="resultObject" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element type="xs:string" name="objectGID" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
        <xs:element type="xs:string" name="name" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
        <xs:element type="xs:string" name="type" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
        <xs:element type="xs:string" name="info" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" /> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
160 ページ 

3.2.19.1 要求 
変更ポリシーオブジェクトの要求では、addPolicyObject と同じ「ManagePolicyRequest」タイプを取得し
ます。次に、例と XSD を示します。 

 

 

図 109：ModifyPolicyObject 要求の例 

 

 

図 110：ModifyPolicyObject 要求 XSD 

 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/modifyPolicyObject 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<csm:modifyPolicyObjectRequest xmlns:csm="csm"> 
        <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-240518168641</csmSessionGID> 
        <enforceDuplicateDetection>false</enforceDuplicateDetection> 
 
        <servicePolicyObject> 
                 <gid>00000000-0000-0000-0000-231928234391</gid> 
                 <name>01_NbAPI_SPO</name> 
                 <type>ServicePolicyObject</type> 
                 <comment>Modified via NbAPI </comment> 
                 <isProperty>false</isProperty> 
                 <subType>SO</subType> 
                 <isGroup>false</isGroup> 
                 <serviceParameters> 
                         <protocol>ip</protocol> 
                         <icmpMessage/> 
                 </serviceParameters> 
        </servicePolicyObject> 
 
</csm:modifyPolicyObjectRequest> 

<xs:element name="modifyPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" /> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
161 ページ 

3.2.19.2 応答 
応答は、addPolicyObject の応答と同じです。次に、応答の例と XSD を示します。 

 

図 111：ModifyPolicyObject 応答の例 

 

 

図 112：ModifyPolicyObject 応答 XSD 

3.2.20 メソッド DeletePolicyObject 
このメソッドを使用して、一意の GID が指定された policyobject を削除します。一括削除をサポートする
ほか、1 つのトランザクションで発生し、fail fast モードで動作します。メソッドは、次のシナリオで使
用できます。 

1. 構成要素を削除する場合 
オブジェクトのタイプとポリシーオブジェクトの GID を渡す必要があります。 

2. 上書きを削除する場合 
特定のデバイスで上書きされる値を削除してグローバル値が保持される場合、上書き構
成要素の GID をこの不具合に渡す必要があります。 
 

3.2.20.1 要求 
deletePolicyObject の要求は、「ManagePolicyObjectRequest」タイプでもあります。ポリシーオブジェクト
のタイプや ID を説明するだけで十分です。次に、要求の例と XSD を示します。 

 

<ns1:modifyPolicyObjectResponse xmlns:ns1="csm"> 
        <protVersion>1.0</protVersion> 
        <message>MODIFY Policy Object Operation Successful!</message> 
        <resultObject> 
                 <objectGID>00000000-0000-0000-0000-231928234391</objectGID> 
                <name>01_NbAPI_SPO</name> 
                 <type>Service</type> 
        </resultObject> 
</ns1:modifyPolicyObjectResponse> 

<xs:element name="modifyPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" /> 
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図 113：DeletePolicyObject 要求の XML の例 
 

 

図 114：DeletePolicyObject 要求 XSD 
 

3.2.20.2 応答 
応答は「ManagePolicyObjectResponse」タイプです。これは、ポリシーオブジェクトの追加や変更の際も
同じです。一括削除に失敗すると、エラーメッセージに失敗した構成要素の詳細が表示されます。次に
応答の例と XSD を示します。 
 

 

図 115：DeletePolicyObject 応答の例 
 

 

図 116：DeletePolicyObject 応答 XSD 

<ns1: deletePolicyObjectResponsexmlns:ns1="csm"> 
    <protVersion>1.0</protVersion> 
    <message>DELETE Policy Object Operation Successful!</message> 
</ns1: deletePolicyObjectResponse> 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyObject 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
 
<csm:deletePolicyObjectRequest  xmlns:csm="csm"> 
        <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-231928234184</csmSessionGID> 
 
        <servicePolicyObject> 
          <gid>193273528324</gid> 
        </servicePolicyObject>  
        <timeRangePolicyObject> 
          <gid>231928234007</gid> 
        </timeRangePolicyObject>  
        <timeRangePolicyObject> 
          <gid>231928234091</gid> 
        </timeRangePolicyObject> 
 
</csm:deletePolicyObjectRequest> 

<xs:element name="deletePolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" /> 

<xs:element name="deletePolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" /> 

https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyObject
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3.2.21 メソッド GetPolicyObject 
このメソッドを使用して、構成要素情報を名前およびタイプ別に取得できます。異なるタイプの一括入
力をサポートします。また、上書きされた値が含まれるデバイス ID であるノード ID とともに、上書き
構成要素の詳細情報も提供します。特定のデバイスで上書きされた値を読み取るには、その特定の構成
要素の GID をこのメソッドで使用する必要があります。 

 

3.2.21.1 要求 
要求では、構成要素のタイプと名前、または ID を取得します。要求は、「ManagePolicyObjectRequest」
タイプです。次に、要求の例と XSD を示します。 

 

 

図 117：GetPolicyObject 要求の例 

 

 

図 118：GetPolicyObject 要求 XSD 

3.2.21.2 応答 
応答には、ポリシーオブジェクトの詳細が含まれます。特定の構成要素の詳細のみが含まれ、上書き値
の参照先を示します。 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getPolicyObject 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:getPolicyObjectRequest xmlns:p="csm"> 
<networkPolicyObject> 
   <name>0_test</name> 
</networkPolicyObject> 
</p:getPolicyObjectRequest> 

<xs:element name="getPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest"/> 
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図 119：GetPolicyObject 応答 XML の例 

 

 

表 84：GetPolicyObject 応答の XML 属性と要素の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

policyObjectConfigResponse 応答の引数が含まれるポリシーオブジェクトを取得します。 

要素：csmSessionGID CSMSession を一意に定義する要素 

要素：
enforceDuplicateDetection 

冗長/重複オブジェクトが検出されると、保存時にエラー（設定：true）
または続行（設定：false）をスローします。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
   <ns1:policyObjectConfigResponse xmlns:ns1="csm"> 
    <protVersion>1.0</protVersion> 
    <policyObject> 
     <networkPolicyObject> 
      <gid>00000000-0000-0000-0000-322122547219</gid> 
      <name>0_test</name> 
      <lastUpdateTime>1970-01-01T00:00:00Z</lastUpdateTime> 
      <parentGID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</parentGID> 
      <type>NetworkPolicyObject</type> 
      <comment> </comment> 
      <nodeGID>00000000-0000-0000-0000-000000000001</nodeGID> 
      <isProperty>true</isProperty> 
      <subType>NN</subType> 
      <isGroup>false</isGroup> 
     </networkPolicyObject> 
    </policyObject> 
    <overrideDetails> 
       <objectGID>00000000-0000-0000-0000-326417514595</objectGID> 
       <parentGID>00000000-0000-0000-0000-322122547219</parentGID> 
       <deviceGID>00000000-0000-0000-0000-034359738454</deviceGID> 
    </overrideDetails> 
    </ns1:policyObjectConfigResponse> 
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<xs:element name="policyObjectConfigResponse" type="PolicyObjectConfigResponse" /> 
 <xs:complexType name="PolicyObjectConfigResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
/> 
     <xs:element name="results" type="xs:string" minOccurs="0" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="details" type="xs:string" minOccurs="0" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:element name="networkPolicyObject" 
type="NetworkPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" 
type="InterfaceRolePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="timeRangePolicyObject" 
type="TimeRangePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="slaMonitorPolicyObject" 
type="SLAMonitorPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="stdAcePolicyObject" 
type="StandardACEPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="extendedACEPolicyObject" 
type="ExtendedACEPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" 
         type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="securityGroupPolicyObject" 
type="SecurityGroupPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
   <xs:element name="overrideDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
           <xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
           <xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
        <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
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図 120：GetPolicyObject 応答 XSD 

 

 

3.2.22 メソッド GetPolicyObjectByGID 
このメソッドを使用して、オブジェクトの GID からオブジェクトの詳細のみを取得できます。このメ
ソッドは、一括入力をサポートします。 

3.2.22.1 要求 
要求では、オブジェクトの GID と、構成要素のコミットされたデータが取得されます。ただし、
csmSessionId が要求とともに指定された場合は、特定のセッション情報が取得されます。次に、要求の
例と XSD を示します。 

 

 

図 121：GetPolicyObjectByGID 要求の例 

 

表 85：GetPolicyObjectByGID 応答の XML 属性と要素の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

getPolicyObjectByGID 応答の引数が含まれるポリシーオブジェクトを取得します。 

要素：csmSessionGID CSMSession を一意に定義する要素 

要素：gid 特定の構成要素を一意に決定します。 

HTTP メソッド POST 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getPolicyObjectByGID 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:getPolicyObjectByGID xmlns:p="csm"> 
    <gid>322122547219</gid> 
    <gid>326417514521</gid> 
</p:getPolicyObjectByGID> 

       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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HTTP/XML の内容 定義 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

 

図 122：GetPolicyObjectByGID 要求 XSD 

 

3.2.22.2 応答 
応答は、getPolicyObject の応答と同じです。 

3.2.23 メソッド GetListofDeployableDevices 
このメソッドを使用して、現在のユーザに導入可能なデバイスのリストを取得できます。この API で取
得されるデバイス情報を使用して、deployConfigByGID を使用した導入がトリガーされます。 

 

3.2.23.1 要求 
メソッドの要求には新しい要素はなく、セッション Cookie があるだけです。次に、要求の例と XSD を
示します。 

 

 <xs:complexType name="GetPolicyObjectByGID"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">     
               <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 123：GetListofDeployableDevices XML 要求の例 

 

表 86：GetListofDeployableDevices XML の要素と属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

deployableDevicesListRequest これには要求の引数が含まれています。 

要素：sessionId この要求に必要な要素はセッション情報に記録されていて、cookie の一
部として渡される必要があります。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 124：GetListofDeployableDevices 要求 XSD 

 

3.2.23.2 応答 
応答には、まだ展開されていない変更が含まれるデバイス（ダーティデバイス）の詳細が含まれます。
次に応答の例とその XSD を示します。 

 

<xs:complexType name="DeployableDevicesListRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">  
                    </xs:sequence> 
               </xs:extension> 
          </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getListOfDeployableDevices 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
   <ns1:deployableDevicesListRequest xmlns:ns1="csm"> 
     <protVersion>1.0</protVersion> 
     <reqId>123</reqId> 
   </ns1:deployableDevicesListRequest> 
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図 125：GetListofDeployableDevices 応答の例 

 

表 87：GetListofDeployableDevices 応答 XML の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

deviceListResponse このメソッドで渡されるフィルタパラメータに一致する 0 個以上のデバ
イスのリストを返します。 

要素のリスト：DeviceId デバイス ID の要素のリスト 

属性：gid デバイスの GID 属性 

要素：deviceCapability デバイスの 1 つ以上の機能（必須） 

要素：ipv4Address （任意）デバイスの IPv4 アドレス 

要素：deviceName デバイスの表示名 

要素：sysobjectId デバイスのシステムオブジェクト ID 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
  <ns1:deviceListResponse xmlns:ns1="csm"> 
    <protVersion>1.0</protVersion>  
    <reqId>123</reqId>  
   <deviceId> 
     <deviceCapability>firewall</deviceCapability>  
     <deviceName>4.4.4.4</deviceName>  
     <ipv4Address>4.4.4.4</ipv4Address>  
     <sysObjectID>1.3.6.1.4.1.9.1.670</sysObjectID>  
     <gid>00000000-0000-0000-0000-004294968099</gid>  
   </deviceId> 
  </ns1:deviceListResponse> 
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図 126：GetListofDeployableDevices 応答 XSD 

3.2.24 メソッド DeployConfigByGID 
ユーザのポリシーに変更があると、設定をデバイスに展開できます。ユーザに展開権限がある場合は、
ユーザ自身で設定を展開できます。このリリースでは、API で即時の展開オプションがサポートされま
す。IPS デバイスへの展開は、このリリースではブロックされます。IPS デバイスが要求で見つかった場
合、エラーがユーザにスローされます。 

展開オプションが指定されていない場合は、管理者設定の値を使用します。API は、CSM クライアント
を使用して設定された展開オプション（またはデフォルト値）を読み取ってデバイスへの展開入中に使
用します。 

 

3.2.24.1 要求 
要求ではデバイス GID と、以下の例で説明されるその他の展開オプションおよび XSD を取得します。 

 

<xs:element name="deviceListResponse" type="DeviceListResponse" /> 
 <xs:complexType name="DeviceListResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:elementname="deviceId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" 
         minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
        <!-- ipv4address is made optional as there could be virtual contexts  
         configured without ip --> 
        <xs:element name="deviceName" type="xs:string" 
         minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
        <xs:element name="ipv4Address" type="xs:string" 
         minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
        <xs:element name="sysObjectID" type="xs:string" 
         minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
        <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" 
         minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 127：GetDeviceConfigByGID 要求の例 

 

表 88：DeployConfigByGID XML の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

deployConfigRequest 展開操作の詳細について説明する要素 

要素リスト：deviceGID 変更を展開するデバイス ID のリストを指定
する一意の値 

要素：deploymentOptions この展開を上書きできる展開オプション。
ファイルに展開する、OOB を検出するなどの
オプション 

要素リスト：deploymentComments ブール値：true。必要に応じてコメントを指
定できます。 

要素： 
deployDeviceAttrbs.deployOptions.deployMethod.device 

デバイスまたはファイルを展開するかどうか
について説明する固定値 

要素：deployDeviceAttrbs.deployOptions.deployMethod.file ファイルに展開します。 

要素：
deployDeviceAttrbs.deployOptions.deployMethod.file.filePath 

ファイルオプションが選択されている場合、
ファイルパスを指定する必要があります。 

要素： 
deployDeviceAttrbs.deployOptions.OOBdetectionbehaviour 

変更の上書き、展開のキャンセル、または変
更を確認しないように OOB を処理するため
のオプションについて説明します。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログイ
ンメソッドによって返されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/deployConfigByGID 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:deployConfigRequest xmlns:csm="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>" 
        <deviceGID> 
            <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967326</gid> 
        </deviceGID> 
        <deploymentOptions> 
            <DeployOptions>device</DeployOptions> 
        </deploymentOptions> 
</csm:deployConfigRequest> 
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図 128：DeployConfigByGID 要求 XSD 

 

<xs:complexType name="deployDeviceAttrs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="deployOptions"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:element name="deployMethod" type="ObjectIdentifierList" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:choice> 
       <xs:element name="device" type="xs:string" minOccurs="0" 
        maxOccurs="1" fixed="device" /> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="file" type="xs:string" minOccurs="0" 
         maxOccurs="1" fixed="file" /> 
        <xs:element name="filePath" type="xs:string" 
         minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
       </xs:sequence> 
      </xs:choice> 
      <xs:element name="OOBdetectionbehavior" minOccurs="0" 
       maxOccurs="1"> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:token"> 
         <xs:enumeration value="over write changes and show warnings" 
/> 
         <xs:enumeration value="cancel deployment" /> 
         <xs:enumeration value="do not check for changes" /> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
     </xs:sequence> 
 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
<xs:element name="deployConfigRequest" type="DeployConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="DeployConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:element name="deploymentOptions" type="deployDeviceAttrs" minOccurs="0" 
maxOccurs=1" /> 
      <xs:element name="deploymentComments" type="xs:string" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.2.24.2 応答 
応答では、導入ジョブ ID と名前が返されるほか、権限や無効なデバイス ID によって導入ジョブに追加
できなかったデバイスのエラーリストも返されます。導入ジョブのステータスをクエリするには、別の 
API があります。次に応答および XSD の例を示します。 

 

 

図 129：DeployConfigByGID 応答の例 

 

表 89：DeployConfigByGID XML の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

Deploymentresponse 導入の詳細について説明する要素 

要素リスト：status 導入ジョブのステータス（成功または失敗） 

要素リスト：deploymentGID 導入ジョブの一意の識別子 

要素リスト：deploymentJobName 名前を指定する一意の値 

要素リスト：devicesInProgress 導入が進行中のデバイス数。 

要素リスト：devicesSuccessList 導入に成功したデバイスの数 

要素リスト：devicesFailureList 導入がエラーで失敗したデバイスの数 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<ns1:deploymentResponse xmlns:ns1="csm"> 
  <protVersion>1.0</protVersion>  
  <status>Deployment Job creation Succeeded</status>  
  <deploymentGID>00000000-0000-0000-0000-004294968944</deploymentGID>  
  <deploymentJobName>admin123_job_2014-03-25 17:03:56.107</deploymentJobName>  
  <devicesInProgress>00000000-0000-0000-0000-004294968099</devicesInProgress>  
  <devicesFailureList />  
</ns1:deploymentResponse> 
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図 130：DeployConfigByGID 応答 XSD 

<xs:element name="deploymentResponse" type="DeploymentResponse" /> 
 <xs:complexType name="DeploymentResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="status" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="deploymentGID" type="ObjectIdentifier" maxOccurs="1" 
minOccurs="1"></xs:element> 
     <xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="devicesInProgress" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded" /> 
     <xs:element name="devicesSuccessList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
     <xs:element name="devicesFailureList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="DeploymentStatusDetails"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="deploymentMsgdetails" type="DeploymentDeviceMsgDetails" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="DeploymentStatus"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="deploymentstatus" type="DeploymentStatusDetails" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="DeploymentDeviceMsgDetails"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="Title" type="xs:string" minOccurs="1" 
    maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="severityval" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:token"> 
      <xs:enumeration value="Critical" /> 
      <xs:enumeration value="Warning" /> 
      <xs:enumeration value="Info" /> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1" 
    maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0" 
    maxOccurs="1" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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3.2.25 メソッド GetDeployJobStatus 
このメソッドを使用して、導入ジョブのステータスを取得します。 

 

3.2.25.1 要求 
要求ではジョブ ID またはジョブ名を取得し、導入ジョブのステータスを返します。次に、要求の例とそ
の XSD を示します。 

 

 

図 131：GetDeployJobStatus 要求の例 

 

表 90：GetDeployJobStatus 要求の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

deployJobStatusRequest 導入ジョブの詳細について説明する要素 

要素リスト： 導入ジョブのステータス（成功または失敗） 

要素リスト：deploymentJobGID 導入ジョブの一意の識別子 

要素リスト：deploymentJobName 名前を指定する一意の値 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getdeployJobStatus 
 
<csm:deployJobStatusRequest xmlns:csm="csm"> 
       <deploymentJobName>admin_job_2014-03-26 13:00:38.28</deploymentJobName>  
</csm:deployJobStatusRequest> 
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図 132：GetDeployJobStatus 要求 XSD 

 

 

3.2.25.2 応答 
この応答は、DeployConfigByGID の応答と同じです。このセクションでは例のみが表示されています。
XSD の詳細については、DeployConfigByGID の応答を参照してください。 

 

<xs:element name="deployJobStatusRequest" type="DeployJobStatusRequest"/> 
 <xs:complexType name="DeployJobStatusRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
      <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:choice id="selectReqType"> 
       <xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
       <xs:element name="deploymentJobGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
    </xs:choice> 
      </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 

<ns1:deploymentResponse> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<status>Deployment Job Status Retrieved</status> 
<deploymentGID>00000000-0000-0000-0000-042949673573</deploymentGID> 
<deploymentJobName>admin_job_2014-03-26 13:00:38.28</deploymentJobName> 
<devicesSuccessList> 
 <deploymentstatus> 
  <deviceGID>00000000-0000-0000-0000-004294967309</deviceGID> 
  <deploymentMsgdetails> 
   <Title>Interface defined on device does not have a name</Title> 
   <severityval>Warning</severityval> 
   <description> 
   Some of the interfaces defined on device 10.106.164.35 does not have a name defined. Rules bound just to these 
interfaces will not be deployed. 
   </description> 
   <action>Please make sure all interfaces have a valid name.</action> 
  </deploymentMsgdetails> 
 </deploymentstatus> 
</devicesSuccessList> 
<devicesFailureList> 
 <deploymentstatus> 
  <deviceGID>00000000-0000-0000-0000-042949673081</deviceGID> 
  <deploymentMsgdetails> 
   <Title>Unable to Deploy</Title> 
   <severityval>Critical</severityval> 
   <description> 
   An error response from the device prevented successful completion of this operation. The device provided the following 
description: no snmp-server user cisco cisco v3 ERROR: Configuration request for SNMP user cisco failed. Host 
traphost.cisco.1.1.1.1.4 references user intended for removal.  



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
177 ページ 

 

図 133：GetDeployJobStatus 応答の例 

3.2.26 メソッド AddPolicyConfigByGID 
このメソッドを使用して、デバイスにポリシーを作成または追加します。サポート対象のリストは、
「ポリシー」セクションを参照してください。要求では、デバイスの 1 つの要求で同種のポリシーを取
得し、デバイスに追加します。たとえば、デバイスに単一/複数のファイアウォールルールを追加するに
は、このメソッドを使用する必要があります。ポリシーで、このメソッドによってエントリをファイア
ウォールテーブルや他に追加することが表示されている場合、デバイスで指定されたルールを使用して
新しいポリシーグループが作成されます。デバイスに共有ポリシーが割り当てられている場合、このメ
ソッドを使用することはできませんが、addPolicyConfigByName を使用する必要があります。ポリシー固
有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。 

3.2.26.1 要求 
要求には、ポリシーのデータ、デバイス ID、および csmSessionID が必要です。要求には、複数のポリ
シーデータを含めることができ、各要求は fail-fast モードの 1 つのトランザクションで動作します。ポリ
シー内の GID 属性を要求で指定することはできません。 

   </description> 
   <action> 
   Please review the deployment transcript for details on the error signaled by the device. Please retry the operation. If the 
problem persists, please Select Tools->Security Manager Diagnostics and send the file to the Cisco Technical Assistance Center. 
   </action> 
  </deploymentMsgdetails> 
  <deploymentMsgdetails> 
   <Title>Deploy Not Completed</Title> 
   <severityval>Critical</severityval> 
   <description>This device signaled an error during deployment.</description> 
   <action> 
   Please review the deployment transcript for details on the error signaled by the device. 
   </action> 
  </deploymentMsgdetails> 
 </deploymentstatus> 
</devicesFailureList> 
</ns1:deploymentResponse> 
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図 134：AddPolicyConfigByGID 要求 URL の例 

 

表 91：AddPolicyConfigByGID の要素および属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

setPolicyConfigRequest 要求の引数が含まれているポリシーを追加します。 

要素：csmSessionGID CSMSession を一意に定義する要素 

要素：deviceGID ポリシーを作成するデバイスの GID。 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/addPolicyConfigByGID 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm"> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589934739</csmSessionGID> 
<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-008589934595</deviceGID> 
<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
<name/> 
<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type> 
<orderId>0</orderId> 
<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation> 
<description></description> 
<configState>committed</configState> 
<isEnabled>true</isEnabled> 
<direction>In</direction> 
<permit>false</permit> 
<interfaceRoleObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid> 
</interfaceRoleObjectGIDs> 
<sources> 
 <ipData>2.2.2.1</ipData> 
</sources> 
<destinations> 
<networkObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid> 
</networkObjectGIDs> 

</destinations> 
<services> 
<serviceObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid> 
</serviceObjectGIDs> 

</services> 
<logOptions> 
<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled> 
<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging> 
</logOptions> 
<iosOptions>None</iosOptions> 

</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
</p:setPolicyConfigRequest> 
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HTTP/XML の内容 定義 

要素：name 
デバイスではなく共有ポリシーに対する要求の場合は、共有ポリシーの
名前。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 135：AddpolicyConfigByGID 要求 XSD 

 

<xs:element name="setPolicyConfigRequest" type="SetPolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="SetPolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:element name="deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" 
type="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" minOccurs="0" 
       maxOccurs="500" /> 
      <xs:element name="deviceAccessRuleFirewallPolicy" 
type="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
      <xs:element name="firewallACLSettingsPolicy" 
type="FirewallACLSettingsPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500"> 
      </xs:element> 
     </xs:choice> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
180 ページ 

3.2.26.2 応答 
addpolicy の応答には、追加されたポリシーの GID が含まれます。また、動作全体の成功または失敗を決
定するステータスコードも含まれています。エラーの場合はエラーコードとともに失敗するため、応答
にはポリシーも含まれます。 

 

 

図 136：AddPolicyConfigByGID 応答の例 

 

表 92：AddPolicyConfigByGID XML 属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

policyConfigResponse 応答の属性が含まれているポリシー設定の応答 

要素：statusCode 操作全体のステータス。 

要素：gid ポリシーの GID。 

要素：policy ポリシー情報を識別する要素 

要素：errorInfo エラーコードとエラーメッセージを指定する要素。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
    <ns1:policyConfigResponse xmlns:ns1="csm"> 
  <statusCode>SUCCESS</statusCode> 
  <gid>00000000-0000-0000-0000-008589934703</gid> 
  <gid>00000000-0000-0000-0000-008589935436</gid> 
    </ns1:policyConfigResponse> 
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図 137：AddPolicyConfigByGID 応答 XSD 

 

 

3.2.27 メソッド AddPolicyConfigByName 
このメソッドを使用して、既存の共有ポリシーグループにポリシーを追加します。
AddPolicyConfigByName 要求と応答の例を次に示します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セク
ションを参照してください。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。 

 

3.2.27.1 要求 
addPolicyConfigByName の要求は addPolicyConfigByGID に似ていますが、deviceGID ではなく共有ポ
リシー名について説明する必要がある点が異なります。 

 

<xs:element name="policyConfigResponse" type="PolicyConfigResponse"/> 
    <xs:complexType name="PolicyConfigResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
                    <xs:element name="policy" type="BasePolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
                    <xs:element name="errorInfo" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
    <xs:simpleType name="OperationStatus"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="SUCCESS" /> 
   <xs:enumeration value="FAILED" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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図 138：addPolicyConfigByName 要求の例 

 

3.2.27.2 応答 
AddPolicyConfigByName の応答は、addPolicyConfigByGID に似ています。 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/addPolicyConfigByName 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm"> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589934739</csmSessionGID> 
<name>sharedAccessRule1</name> 
<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
<name/> 
<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type> 
<orderId>0</orderId> 
<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation> 
<description> </description> 
<configState>committed</configState> 
<isEnabled>true</isEnabled> 
<direction>In</direction> 
<permit>false</permit> 
<interfaceRoleObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid> 
</interfaceRoleObjectGIDs> 
<sources> 
 <ipData>2.2.2.1</ipData> 
</sources> 
<destinations> 
<networkObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid> 
</networkObjectGIDs> 

</destinations> 
<services> 
<serviceObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid> 
</serviceObjectGIDs> 

</services> 
<logOptions> 
<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled> 
<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging> 
</logOptions> 
<iosOptions>None</iosOptions> 

</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
</p:setPolicyConfigRequest> 
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3.2.28 メソッド ModifyPolicyConfigByGID 
このメソッドを使用して、デバイスに割り当てられたポリシーを変更します。次に、このメソッドの
要求と応答の例を示します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セクションを参照してください。
ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。 
 

3.2.28.1 要求 
ModifyPolicyConfigByGID の要求は addPolicyConfigByGID に似ていて、ケースの変更に GID が必須とな
ります。次に、要求の例を示します。 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/modifyPolicyConfigByGID 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-077309411427</csmSessionGID> 
<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-038654705767</deviceGID> 
<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
<gid>77309411336</gid> 
<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type> 
<orderId>6</orderId> 
<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation> 
<description> </description> 
<configState>deployed</configState> 
<isEnabled>true</isEnabled> 
<direction>In</direction> 
<permit>false</permit> 
<policyName>Local</policyName> 
<interfaceRoleObjectGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid> 
</interfaceRoleObjectGIDs> 
<sources> 
<ipData>2.2.2.14</ipData> 
</sources> 
<destinations> 
<networkObjectGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid> 
</networkObjectGIDs> 
</destinations> 
<services> 
<serviceObjectGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid> 
</serviceObjectGIDs> 
</services> 
<logOptions> 
<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled> 
<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging> 
</logOptions> 
</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
</p:setPolicyConfigRequest> 

図 139：modifyPolicyConfigByGID 
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3.2.28.2 応答 
応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。 

3.2.29 メソッド ModifyPolicyConfigByName 
このメソッドは、共有ポリシーの変更に使用されます。サポート対象のリストは、「ポリシー」セク
ションを参照してください。次に、要求と応答の例を示します。ポリシー固有の詳細については、セク
ション 3.3 を参照してください。 

 

3.2.29.1 要求 
要求は addPolicyConfigByGID に似ていて、deviceGID ではなく GID と共有ポリシー名が必須となります。
次に、要求の例を示します。 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/modifyPolicyConfigByName 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm"> 

<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589934739</csmSessionGID> 
<name>sharedAccessRule1</name> 
<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
<gid>77309411336</gid> 
<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type> 
<orderId>6</orderId> 
<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation> 
<description> </description> 
<configState>committed</configState> 
<isEnabled>true</isEnabled> 
<direction>In</direction> 
<permit>false</permit> 
<interfaceRoleObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid> 
</interfaceRoleObjectGIDs> 
<sources> 
 <ipData>2.2.2.1</ipData> 
</sources> 
<destinations> 
<networkObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid> 
</networkObjectGIDs> 

</destinations> 
<services> 
<serviceObjectGIDs> 
 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid> 
</serviceObjectGIDs> 

</services> 
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<logOptions> 
<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled> 
<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging> 
</logOptions> 
<iosOptions>None</iosOptions> 

</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy> 
</p:setPolicyConfigRequest> 

図 140：modifyPolicyConfigByName 要求の例 
 

3.2.29.2 応答 
応答は、addPolicyConfigByGID に似ています。 

3.2.30 メソッド DeletePolicyConfigByGID 
このメソッドを使用して、デバイスに割り当てられているポリシーを削除します。サポート対象のリス
トは、「ポリシー」セクションを参照してください。次に、要求および応答オブジェクトの例と XSD を
示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。 
 

3.2.30.1 要求 
要求は、ポリシー GID と削除するポリシーのタイプを取得します。 

 

図 141：deletePolicyConfigByGID 要求の例 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyConfigByGID 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:deletePolicyConfigRequest xmlns:p="csm"> 
<reqId>1234</reqId> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-073014444091</csmSessionGID> 
<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-021045141429</deviceGID> 
<policyGID>00000000-0000-0000-0000-068719476750</policyGID> 
<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 
</p:deletePolicyConfigRequest> 
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表 93：DeletePolicyConfigByGID 要求の XML 属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

deletePolicyConfigRequest 要求の引数が含まれているポリシーを削除します。 

要素：csmSessionGID CSMSession を一意に定義する要素 

要素：deviceGID ポリシーを削除するデバイスの GID。 

要素：name 
デバイスではなく共有ポリシーに対する要求の場合は、共有ポリシーの
名前。 

要素：policyGID 削除するポリシーの GID。 

要素：policyType 削除するポリシーのタイプ。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 142：deletePolicyConfigByGID 要求 XSD 

 

 

<xs:element name="deletePolicyConfigRequest" type="DeletePolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="DeletePolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="policyGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
     <xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.2.30.2 応答 
応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。 

3.2.31 メソッド DeletePolicyConfigByName 
このメソッドを使用して、共有ポリシーを削除します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セク
ションを参照してください。次に、要求と応答のオブジェクトの例を示します。ポリシー固有の詳細に
ついては、セクション 3.3 を参照してください。 

 

3.2.31.1 要求 
要求の名前要素が deviceGID ではなく deletePolicyConfigByGID に似ています。次に、要求の例を示し
ます。 

 

 

図 143：DeletePolicyConfigByName 要求 XSD 

3.2.31.2 応答 
応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。 

 

3.2.32 メソッド ReorderPolicyConfigByGID 
このメソッドを使用して、デバイスに割り当てられている CSM のルール順序を変更します。アクセス
ルールおよびユニファイドアクセスルールでのみサポートされます。次に、要求と応答オブジェクトを
示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyConfigByName 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:deletePolicyConfigRequest xmlns:p="csm"> 
<reqId>1234</reqId> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-073014444091</csmSessionGID> 
<name>asiaRule</name> 
<policyGID>00000000-0000-0000-0000-068719476750</policyGID> 
<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 
</p:deletePolicyConfigRequest> 
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3.2.32.1 要求 
要求では、ルール ID と toOrder を入力値として取得し、ルールを orderID に移動します。 

 

図 144：reorderPolicyConfigByGID 要求の例 

 

表 94：ReorderPolicyConfigByGID 要求の要素の説明 

HTTP/XML の内容 定義 

deletePolicyConfigRequest 要求の引数が含まれているポリシーを削除します。 

要素：csmSessionGID CSMSession を一意に定義する要素 

要素：deviceGID ポリシーが割り当てられているデバイスの GID。 

要素：name 
デバイスではなく共有ポリシーに対する要求の場合は、共有ポリシーの
名前。 

要素：ruleGID これを一意に定義するルールの GID。 

要素：policyType ポリシーのタイプ。 

要素：toOrderID ルールを移動する必要のある orderID。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返され
ます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/reorderPolicyConfigByGID 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:reorderRulesRequest xmlns:p="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719476739</csmSessionGID> 
<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-021045141429</deviceGID> 
<ruleGID>00000000-0000-0000-0000-060129542454</ruleGID> 
<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 
<toOrderId>3</toOrderId> 
</p:reorderRulesRequest> 
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図 145：reorderPolicyConfigByGID 要求 XSD 

 

3.2.32.2 応答 
応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。 

 

3.2.33 メソッド ReorderPolicyConfigByName 
このメソッドを使用して、共有ポリシーに割り当てられている CSM のルール順序を変更します。アクセ
スルールおよびユニファイドアクセスルールでのみサポートされます。次に、要求と応答オブジェクト
を示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。 

3.2.33.1 要求 
要求は reorderPolicyConfigByGID に似ていますが、deviceGID の共有ポリシー名を設定する必要がある点
が異なります。 

<xs:element name="reorderRulesRequest" type="ReorderRulesRequest" /> 
 <xs:complexType name="ReorderRulesRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
       <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="name" type="xs:string" 
                                minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="ruleGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    
     <xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="toOrderId" type="xs:unsignedInt" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 146：reorderPolicyConfigByGID 要求の例 
 

3.2.33.2 応答 
応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。 
 

3.2.34 メソッド CreateSharedPolicy 
 

このメソッドは、共有ポリシーの作成に使用されます。policyName タグでは、修飾共有ポリシー名を指
定する必要があります。既存の親ポリシーで共有ポリシー名を作成する必要がある場合、<parent-policy-
name>//<New-shared-policy-name> という形式で指定する必要があります。 

3.2.34.1 要求 
 

要求では、階層とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその XSD を示します。 
 

 

図 147：CreateSharedPolicy 要求の例 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/createSharedPolicy 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:setSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-081604378631</csmSessionGID> 
<policyName>Global//India//CTS</policyName> 
<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType> 
</csm:setSharedPolicyConfigRequest> 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/reorderPolicyConfigByName 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:reorderRulesRequest xmlns:p="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719476739</csmSessionGID> 
<name>usRule</name> 
<ruleGID>00000000-0000-0000-0000-060129542454</ruleGID> 
<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 
<toOrderId>3</toOrderId> 
</p:reorderRulesRequest> 
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表 95：CreateSharedPolicy 要求の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

要素：policyName 階層と共有ポリシーの名前。 

要素：policyType 作成するポリシーのタイプ。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 148：CreateSharedPolicy 要求 XSD 
 

3.2.34.2 応答 
 

作成共有ポリシーの応答には、動作全体のステータスと説明が記載された statusCode が含まれています。 
 

 
図 149：CreateSharedPolicy 応答の例 

<ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<statusCode>SUCCESS</statusCode> 
<description>Created shared policy successfully</description> 
</ns1:sharedPolicyConfigResponse> 

 <xs:element name="setSharedPolicyConfigRequest" type="SetSharedPolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="SetSharedPolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extensionbase="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <!-- Name of the shared policy with hierarchy --> 
     <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <!-- rename operation new name of the shared policy --> 
     <xs:element name="policyRename" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <!-- Type of shared policy --> 
     <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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表 96：CreateSharedPolicy 要求の要素と属性の説明 

HTTP/XML の内容 定義 
sharedPolicyConfigResponse 共有ポリシー設定の応答が返されます 

要素：description 共有ポリシー設定の応答のステータスについて説明します 

要素：statusCode 操作全体のステータスについて説明します 
 

 

図 150：CreateSharedPolicy 応答 XML スキーマ 

 

メソッド特有のエラー 

コード 説明 

1107 ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます 

1120 FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形式
で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます 

1106 指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます 

1112 親ポリシーにすでに指定された名前の子がある場合、このエラーが返されます。 

1113 共有ポリシー名がピリオド（.）で始まる場合、このエラーが返されます 

表 97：CreateSharedPolicy メソッドのエラーコード 

 

 

 

 <xs:element name="sharedPolicyConfigResponse" type="SharedPolicyConfigResponse" /> 
 <xs:complexType name="SharedPolicyConfigResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
     <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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3.2.35 メソッド DeleteSharedPolicy 
 

このメソッドを使用して、指定した共有ポリシーを削除します。共有ポリシーが親ポリシーから継承さ
れている場合は、ポリシー名を親//子などの階層形式で指定する必要があります。 

 

3.2.35.1 要求 
要求では、階層とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその XSD を示します。 

 

 

図 151：DeleteSharedPolicy 要求の例 

表 98：DeleteSharedPolicy 要求の要素と属性の説明 

 

XML 要素と属性 定義 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

要素：policyName 階層と共有ポリシーの名前。 

要素：policyType 削除するポリシーのタイプ。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/deleteSharedPolicy 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:setSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-081604378631</csmSessionGID> 
<policyName>Global//India//CTS</policyName> 
<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType> 
</csm:setSharedPolicyConfigRequest> 
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図 152：DeleteSharedPolicy 要求 XSD 

3.2.35.2 応答 
 

削除共有ポリシーの応答には「共有ポリシーが正常に削除されました（Deleted shared policy successfully）」と
いう説明が含まれ、削除操作全体にアクセスすると、ステータスコードが「SUCCESS」と表示されます。 

 

 

図 153：deleteSharedPolicy 応答の例 
 

DeleteSharedPolicy 応答スキーマは、図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。 

DeleteSharedPolicy 応答の XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。 

メソッド特有のエラーコード 

コード 説明 

1107 ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます 

1120 FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形式
で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:sharedPolicyConfigResponse xmlns:ns1="csm"> 
  <protVersion>1.0</protVersion> 
  <statusCode>SUCCESS</statusCode> 
  <description>Deleted shared policy successfully</description> 
</ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
 

 <xs:element name="setSharedPolicyConfigRequest" type="SetSharedPolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="SetSharedPolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extensionbase="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <!-- Name of the shared policy with hierarchy --> 
     <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <!-- rename operation new name of the shared policy --> 
     <xs:element name="policyRename" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <!-- Type of shared policy --> 
     <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
195 ページ 

コード 説明 

1106 指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます 

1092 このエラーは、ユーザがポリシーの変更を許可されていない場合に返されます。 

1093 ポリシーが無効になっている場合は、このエラーが返されます 

表 99：deleteSharedPolicy メソッドのエラーコード 

 

3.2.36 メソッド RenameSharedPolicy 
 

このメソッドを使用して、共有ポリシーの名前を変更します。名前を変更する必要のある既存の共有ポ
リシーを policyName タグに指定し、新しい名前を policyRename タグに指定する必要があります。 

 

3.2.36.1 要求 
要求では、階層、新しい名前とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその XSD を
示します。 

 

 

図 154：RenameSharedPolicy 要求の例 

表 100：RenameSharedPolicy 要求の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

要素：policyName 階層と共有ポリシーの名前。 

要素：policyRename 共有ポリシーの新しい名前。 

要素：policyType 名前を変更するポリシーのタイプ。 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/renameSharedPolicy 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:setSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-081604378631</csmSessionGID> 
<policyName>Global//India//CTS</policyName> 
<<policyRename>TCS</policyRename> 
<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType> 
</csm:setSharedPolicyConfigRequest> 



  
  

XML 要素と属性 定義 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 155：RenameSharedPolicy 要求 XSD 

 

3.2.36.2 応答 
名前変更共有ポリシーの応答には、「共有ポリシーの名前が正常に変更されました（Renamed shared 
policy successfully）」という説明が含まれ、ステータスコードで、操作全体のステータスについて説明し
ます。 

 

 

図 156：RenameSharedPolicy 応答の例 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <ns1:sharedPolicyConfigResponse xmlns:ns1="csm"> 
  <protVersion>1.0</protVersion> 
  <statusCode>SUCCESS</statusCode> 
  <description>Shared policy renamed successfully</description> 
  </ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
 

 <xs:element name="setSharedPolicyConfigRequest" type="SetSharedPolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="SetSharedPolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extensionbase="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <!-- Name of the shared policy with hierarchy --> 
     <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <!-- rename operation new name of the shared policy --> 
     <xs:element name="policyRename" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <!-- Type of shared policy --> 
     <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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renameSharedPolicy 応答スキーマは図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。 

renameSharedPolicy 応答の XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。 

メソッド特有のエラーコード 

コード 説明 

1107 ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます 

1120 FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形式
で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます 

1106 指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます 

1121 変更するポリシー名がピリオド（.）で始まるか、名前に「//」が含まれている場
合にこのエラーが返されます 

1092 このエラーは、ユーザがポリシーの変更を許可されていない場合に返されます。 

1093 ポリシーが無効になっている場合は、このエラーが返されます 

表 101：renameSharedPolicy メソッドのエラーコード 

 

3.2.37 メソッド InheritSharedPolicy 
 

このメソッドを使用して、別の共有ポリシーからポリシーを継承します。また、この同じメソッドを使
用し、<inherit> タグを true または false に設定して、ポリシー間の既存の継承を解除または削除すること
も可能です。<inherit> タグが true に設定されている場合は動作を継承し、false に設定されている場合は
継承を解除します。 

3.2.37.1 要求 
要求では、階層とともに共有ポリシーの名前と継承する親の名前を取得します。削除操作では、継承す
る親の名前は必要ありません。次に、要求の例とその XSD を示します。 
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図 157：InheritSharedPolicy 要求の継承の例 

 

 

図 158：InheritSharedPolicy 要求の継承解除の例 

 

表 102：InheritSharedPolicy 要求の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

要素：policyName 階層と共有ポリシーの名前。 

要素：parentPolicyName 階層と親共有ポリシーの名前。 

要素：inherit true は継承を示し、false は継承解除を示します。 

要素：policyType 作成するポリシーのタイプ。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/inheritSharedPolicy 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:inheritSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-296352743429</csmSessionGID> 
<policyName>TEST1//TEST2</policyName> 
<inherit>false</inherit> 
<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 
</csm:inheritSharedPolicyConfigRequest> 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/inheritSharedPolicy 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<csm:inheritSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-296352743429</csmSessionGID> 
<policyName>TEST2</policyName> 
<parentPolicyName>TEST1</parentPolicyName> 
<inherit>true</inherit> 
<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType> 
</csm:inheritSharedPolicyConfigRequest> 
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図 159：InheritSharedPolicy 要求 XSD 

 

3.2.37.2 応答 
 

継承共有ポリシーの応答では、継承に対して「共有ポリシーが正常に継承されました（shared policy 
inherited successfully）」という説明が、継承解除に対しては「共有ポリシーが正常に継承解除されました
（shared policy uninherited successfully）」という説明が含まれます。ステータスコードでは、操作全体の
ステータスについて説明しています。 

 

 

図 160：InheritSharedPolicy 応答の継承の例 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<statusCode>SUCCESS</statusCode> 
<description>Shared policy inherited successfully</description> 
</ns1:sharedPolicyConfigResponse> 

<xs:element name="inheritSharedPolicyConfigRequest" type="InheritSharedPolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="InheritSharedPolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extensionbase="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
     <!-- Name of the shared policy with hierarchy --> 
     <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <!-- Name of the parent shared policy with hirarchy --> 
     <xs:element name="parentPolicyName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <!-- create Inheritance or remove Inheritance based on noInheritance  
      boolean value --> 
     <xs:element name="inherit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <!-- Type of shared policy --> 
     <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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図 161：InheritSharedPolicy 応答の継承解除の例 

 

InheritSharedPolicy 応答スキーマは図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。 

InheritSharedPolicy 応答 XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。 

メソッド特有のエラーコード 

コード 説明 

1107 ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます 

1120 FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形
式で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます 

1108 ポリシー名がそれ自体を継承するように指定された場合に、このエラーが返さ
れます 

1109 同じ親からポリシーを継承する場合に、このエラーが返されます 

1111 親ポリシーにすでに同じ名前の子が存在する場合、このエラーが返されます。
同じ名前の 2 つのポリシーが同じポリシーを継承することはできません。 

1106 指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます 

表 103：inheritSharedPolicy メソッドのエラーコード 

 

3.2.38 メソッド AssignSharedPolicy 
 

このメソッドを使用して、提供されたデバイスのリストに指定した共有ポリシーを割り当てます。デバ
イス GID のリストは、deviceGID リストで指定する必要があります。割り当てられるポリシー名は、
policyName タグで指定する必要があります。割り当て時にユーザがデバイスで既存のローカルポリシー
を上書きする必要がある場合、inheritLocalPolicy タグを false に設定する必要があります。ユーザが特定
の共有ポリシーとデバイスのローカルポリシーを継承する場合、inheritLocalPolicy タグオプションを true 
に設定する必要があります。 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<statusCode>SUCCESS</statusCode> 
<description>Shared policy uninherited successfully</description> 
</ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
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3.2.38.1 要求 
 

この要求では、階層、ポリシータイプおよびデバイス GID のリストとともに共有ポリシーの名前を取得
します。デバイスの inheritLocalPolicyタグでローカルポリシーを上書きするには、false に設定する必
要があります。 

 

図 162：AssignSharedPolicy 要求の例 

表 104：AssignSharedPolicy 要求の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

要素：policyName 階層と共有ポリシーの名前。 

要素：policyType 作成するポリシーのタイプ。 

要素：deviceGID デバイス GID を割り当てるデバイスのリスト 

要素：inheritLocalPolicy 
ローカルポリシーを継承する必要がある場合は true、上書きできる場
合は false 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/assignSharedPolicy 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:assignSharedPolicyConfigRequest xmlns:ns1="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-042949672963</csmSessionGID> 
<policyName>test-config</policyName> 
<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType> 
<deviceGIDs> 
         <gid>00000000-0000-0000-0000-017179869219</gid> 
</deviceGIDs> 
<inheritLocalPolicy>false</inheritLocalPolicy> 
</ns1:assignSharedPolicyConfigRequest> 
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図 163：AssignSharedPolicy 要求 XSD 

 

3.2.38.2 応答 
 

割り当て共有ポリシーの応答では、割り当てが正常に完了すると「割り当てが正常に完了しました
（Assignment done sucessfully）」という説明が表示され、デバイス GID の割り当て完了を示すリスト
が表示されます。ステータスコードでは、操作全体のステータスについて説明します。 

 

 

図 164：AssignSharedPolicy 応答の例 

 

 

assignSharedPolicy 応答スキーマは、図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似てい
ます。 

assignSharedPolicy 応答 XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。 

 

 

 

 

<ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<statusCode>SUCCESS</statusCode> 
<description>Assignment done sucessfully</description> 
<deviceGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-021474836974</gid> 
</deviceGIDs> 
</ns1:sharedPolicyConfigResponse> 

<xs:element name="assignSharedPolicyConfigRequest" type="AssignSharedPolicyConfigRequest" /> 
<xs:complexType name="AssignSharedPolicyConfigRequest"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="BaseReqResp"> 
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
<xs:element name="inheritLocalPolicy" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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メソッド特有のエラーコード 

コード 説明 

1118 このエラーは、deviceGID が無効か割り当て権限がない場合に返されます 

1107 ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます 

1116 このエラーは、指定した共有ポリシーの親が見つからなかった場合に返されます 

1114 このエラーは、ルート ID が継承で取得できなかった場合に返されます 

1115 指定した共有ポリシーの割り当てに失敗した場合は、このエラーが返されます 

1106 指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます 

表 105：assignSharedPolicy メソッドのエラーコード 

 

3.2.39 メソッド UnAssignSharedPolicy 
 

このメソッドを使用して、デバイスのリストから特定の共有ポリシーの割り当てを解除します。割り当
て解除する共有ポリシー名は policyName タグで指定し、デバイス GID のリストは DeviceGIDS タグで指
定する必要があります。 

 

3.2.39.1 要求 
要求では、階層とデバイスの GID とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその 
XSD を示します。 

 

 

図 165：UnAssignSharedPolicy 要求の例 

 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/unassignSharedPolicy 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:unassignSharedPolicyConfigRequest xmlns:ns1="csm"> 
<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-021474837936</csmSessionGID> 
<policyName>Test</policyName> 
<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType> 
<deviceGIDs> 
         <gid>00000000-0000-0000-0000-021474836974</gid> 
</deviceGIDs> 
</ns1:unassignSharedPolicyConfigRequest> 
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表 106：UnAssignSharedPolicy 要求の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

要素：policyName 階層と共有ポリシーの名前。 

要素：policyType 作成するポリシーのタイプ。 

要素：deviceGID デバイス GID を割り当てるデバイスのリスト 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 166：UnAssignSharedPolicy 要求 XSD 

 

3.2.39.2 応答 
 

割り当て解除共有ポリシーの応答には、「割り当て解除が正常に実行されました（UnAssignment done 
successfully）」という説明が含まれ、ステータスコードでは操作全体のステータスについて説明します。 

 

<xs:element name="unassignSharedPolicyConfigRequest" type="UnAssignSharedPolicyConfigRequest" /> 
<xs:complexType name="UnAssignSharedPolicyConfigRequest"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="BaseReqResp"> 
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
<xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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図 167：UnAssignSharedPolicy 応答の例 

 

 

unassignSharedPolicy 応答スキーマは、図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似てい
ます。 

unassignSharedPolicy 応答 XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。 

 

メソッド特有のエラーコード 

コード 説明 

1118 このエラーは、deviceGID が無効か割り当て権限がない場合に返されます 

1011 このエラーは、無効な CSM セッション ID の場合に返されます 

1107 ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます 

1119 ポリシータイプとポリシー名が一致しない場合は、このエラーが返されます 

1117 割り当て解除に失敗すると、このエラーが返されます 

表 107：unassignSharedPolicy メソッドのエラーコード 

 

 

3.2.40 メソッド getPolicyObjectsListByType 
このメソッドを使用して、要求されたポリシーオブジェクトタイプの使用可能なポリシーオブジェクト
を一覧表示します。 

3.2.40.1 要求 
次に、要求の例とその XSD を示します。 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
<protVersion>1.0</protVersion> 
<statusCode>SUCCESS</statusCode> 
<description>UnAssignment done sucessfully</description> 
<deviceGIDs> 
<gid>00000000-0000-0000-0000-021474836974</gid> 
</deviceGIDs> 
</ns1:sharedPolicyConfigResponse> 
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図 168：getPolicyObjectsListByType 要求の例 

 

表 108：getPolicyObjectsListByType 要求の要素と属性の説明 

XML 要素と属性 定義 

要素：csmSessionGID csmSession の一意の GID を提供する要素。 

要素：policyObjectType リストを取得するポリシーオブジェクトのタイプ。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返
されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

 

図 169：getPolicyObjectsListByType 要求 XSD 

<xs:complexTypename="PolicyObjectsListByTypeRequest"> 

            <xs:complexContent> 

                  <xs:extensionbase="BaseReqResp"> 

                        <xs:sequenceminOccurs="1"maxOccurs="1"> 

                              <xs:elementname="policyObjectType"type="PolicyObjectType" 

                                    minOccurs="1"maxOccurs="1"/> 

                        </xs:sequence> 

                  </xs:extension> 

            </xs:complexContent> 

           </xs:complexType> 

URL: 
 
https://hostname/nbi/configservice/getPolicyObjectsListByType 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<csm:policyObjectsListByTypeRequest xmlns:csm="csm"> 

  

<policyObjectType>NetworkPolicyObject</policyObjectType> 

</csm:policyObjectsListByTypeRequest> 
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3.2.40.2 応答 
応答は、応答と同じです 

 

このメソッドに特有のエラーコードを以下に示します。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の
汎用エラーが存在することがあります。 

 

コード 説明 

1123 Security Manager サーバで使用可能なポリシーオブジェクトがない場合は、 
このエラーが返されます。 

表 109：getPolicyObjectsListByType メソッドのエラーコード 

3.3 ポリシーに固有の処理 
次のセクションでは、特に書き込みユースケースの個々のポリシーでポリシーに固有の処理を行う場合
の詳細について説明します。一般的に、共有されていないすべてのローカルデバイスポリシーでは、GID 
で終了するメソッドを使用する必要があります（たとえば、addPolicyConfigByGID や 
modifiyPolicyConfigByGID）。ただし、ポリシーが共有されている場合は、これらのメソッドは使用でき
ません。代わりに、デバイスに割り当てられる共有ポリシー名を決定した後で、Name で終了するメソッ
ド（たとえば、addPolicyConfigByName や deletePolicyConfigByName）を使用する必要があります。共有
ポリシーに加えた変更は、共有ポリシーが割り当てられているすべてのデバイスに影響を与えます。 

3.3.1 DeviceAccessRuleFirewallPolicy 
以下で指定された詳細は、deviceAccessRuleFirewallPolicy や deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy と似て
います。デバイスで継承されたポリシーの場合は、byGID メソッドの追加/変更/削除を使用してローカル
ポリシーを変更できますが、その他のポリシー（継承元）では byName メソッドの追加/変更/削除を使用
して変更する必要があります。各ルールにはポリシー継承情報が含まれているため、使用する必要のあ
るメソッドを簡単に判断できます。また、新しいアクセスリストエントリの追加または作成中に GID 要
素を表示することはできません。ケースの変更や削除には、GID が必須です。個々の要素について理解
するには、セクション 3.1.5.1 およびセクション 3.1.5.2 を参照してください。 

書き込み操作中は、以下の点に留意する必要があります。 

1. ルールを挿入する位置は、要求 XML で指定された orderID によって決まります。要求では指定された 
orderID がすでに既存のルールに存在する必要があります。また、追加操作では指定した orderID を使用
して既存のルールを下部に配置し、要求されたルールを特定の位置に挿入します。orderID が指定されて
いない場合（orderID 要素が存在しない場合など）、ルールは末尾に挿入されます。 

2. ルールをセクション内に挿入する必要がある場合は、要求にセクション名を指定できます。orderID が
指定されていない場合は、ルールをセクションの最後のルールとして挿入します。また、セクション名
ではなく適切な orderID を指定して、ルールをセクション内に挿入することもできます。 
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3. 一括要求の場合は、最初のルールに適切な orderID を含めることができます。要求の残りのルールは、
後続の低い位置に追加されます。ルールは、1 つの一括要求の連続しない位置に挿入することはできませ
んが、追加要求を複数使用して挿入することができます。 

4. グローバルルールとなる要求されたルールがインターフェイス固有のルールよりも大きい orderID を指
定すると、add メソッドでエラーメッセージがスローされます。 

5. 1 つの一括要求でグローバルなルールとインターフェイス固有のルールを一緒に追加することはできま
せん。 

6. 1 つの要求で共有されるポリシーの場合は、ルールを必須のセクションとデフォルトのセクションの両
方に追加することはできません。 

7. セクションを API バージョン 2.0 で作成または編集することはできません。 

8. 1 つの一括要求を使用して、複数のルールを変更/削除することはできません。 

9. グローバルアクセスルールを追加するには、<interfaceRoleObjectGIDs> にある GID の値を 213 にする
必要があります。 

10. アクセスリストにはユーザ定義の名前が必要な場合は、FirewallACLSettingsPolicy を使用する必要が
あります。 

3.3.2 FirewallACLSettingsPolicy 
このポリシーは、主にアクセスリストにユーザ定義の名前を指定するときに使用されます。ポリシーの
詳細については、セクション 3.1.5.3 を参照してください。グローバルルールでユーザ定義の名前を指定
するには、要素「interfaceGID」の値を 213 にする必要があります。 
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4 CSM Events Service API 
イベントサービス API は、CSM で実行された操作に基づいてクライアントが CSM サーバからイベント
通知を受信できるようにする機能を提供します。 

イベント通知は、管理対象デバイスの CSM によって開始された設定の更新について説明します。管理対
象デバイスのアウトオブバンド（OOB）設定変更は、CSM のヘルスおよびパフォーマンスモニタリング
（HPM）機能がイネーブルになっている場合にのみ、ASA（バージョン 7.2 以降）でサポートされます。 

イベント通知は、デバイスステータスの変更イベントについて説明します。デバイスステータスの変更
イベント通知を動作させるためには、デバイスが CSM と HPM それぞれによって管理およびモニタリン
グされる必要があります。 

4.1 メソッド 
イベントサービスは次のメソッドを定義します。 

1. GetServiceInfo 

a. サービス名、バージョン、日付などを含むサービス固有の情報を返します。 

2. EventSubscription 

a. クライアントがイベント通知を登録できます。 

4.1.1 メソッド GetServiceInfo 
GetServiceInfo メソッドは、サービスに関連するサービスの説明、バージョン情報、および該当する属性
を返します。要求、応答、およびオブジェクトモデルは、セクション  3.2.1 で説明したものと同じです。 

4.1.2 メソッド EventSubcription 
eventSubscription メソッドにより、CSM クライントは、要求で CSM クライアントによって指定された条
件に基づいてフィルタリングするイベント通知をサブスクライブできます。イベントサブスクリプショ
ン API は設定変更通知の Syslog イベントおよびデバイスステータス変更通知の Syslog イベントのみをサ
ポートします。 

4.1.2.1 要求 
メソッド eventSubscription 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを、表 110 で
説明します。 
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図 170：eventSubscription for ConfigChange XML の例 

上記の要求は、イベントを登録するためにクライアントによって送信されます。API は、syslog プロトコ
ルを使用したイベント通知のみサポートします（syslog でのイベントデータの形式は、表および以降の
セクションで説明する XML または syslog プレーンテキストとなります）。 

すべてのイベントサブスクリプションがアクティブなログインセッションにリンクされます。（サブス
クリプション要求を開始する）セッションがログアウトまたは期限切れになると、セッションに対応す
るすべてのサブスクリプションが削除されます。そのため、イベント通知を受信する必要がある場合、
クライアントがセッションをアライブ状態に維持することが重要です。 

次のイベントがサポートされます。 

1. 設定変更イベント 

a. イベントは、設定が変更されてイベントで識別されたネットワークデバイスに配布される
たびに送信されます（CSM またはアウトオブバンド経由）。 

2. デバイスステータス変化イベント 

a. このイベントは、CSM がデバイス接続状態の変更（接続または未接続）を検出するたび
に送信されます。 

 

表 110：eventSubscription 要求の要素と属性の説明 

Element.属性名 定義 

eventSubRequest eventSubscription 要求により、クライアントは 1 つまた
は複数のクラスにイベントハンドラを登録できます。 

URL: 
 
https://hostname/nbi/eventservice/eventSubscription 
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<eventSubRequest> 
  <op>add</op> 

<subscriptionId>123454</subscriptionId> 
 <eventFilterItem> 

   <filterEventType>syslog</filterEventType> 
   <filterEventFormat>xml</filterEventFormat> 
   <filterEventCategory>configChange</filterEventCategory> 
  </eventFilterItem>   
  <syslogServer> 

  <port>514</port> 
  <destAddress>12.1.1.1</destAddress> 

  </syslogServer> 
</eventSubRequest> 
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Element.属性名 定義 

eventSubRequest.op  列挙リストの 1 つである実行中の処理 {追加、削除}。 

追加処理はイベントハンドラの新規サブスクリプショ
ンを登録します。 

削除処理はサブスクリプションを削除し、CSM クライ
アントはそのサブスクリプション ID のイベントを受信
しなくなります。 

eventSubRequest.subscriptionId  CSM クライアントによって登録されるこのサブスクリ
プションを一意的に識別するサブスクリプション ID。
要求で指定されたフィルタに一致する各イベント通知
でサブスクリプション ID が返されます。 

eventSubRequest.eventFilterItem オブジェクト EventFilterItem は、CSM クライアントが
通知を要求するイベントタイプを識別するフィルタを
指定します。 

eventSubRequest.eventFilterItem.filterEventType 1.0 では、「syslog」として定義されます。将来のタイ
プは 1.0 以降でサポートされます。 

eventSubRequest .eventFilterItem.filterEventCateg
ory 

クライアントが関心を示すイベントカテゴリを指定し
ます。複数の filterEvents を指定して、複数のイベント
タイプをリッスンできます。configChange および 
deviceStatus がサポートされます。 

eventSubRequest.eventFilterItem.filterEventFormat  通知メッセージで使用されるイベント形式。これは形
式の列挙リストです。リストは {xml、プレーンテキス
ト} になります。 

eventSubRequest.SyslogServer クライアントが特定の宛先およびポート番号で syslog 
プロトコルによってイベントを受信する場合、サブス
クリプションに含まれます。本来 syslog 形式ではない
イベントがカプセル化されます。 

eventSubRequest.syslogServer.port syslog リレーがイベントを転送する UDP ポート番号 

eventSubRequest.syslogServer.destAddress 転送された syslog イベントを受信する IPv4 アドレス 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッ
ドによって返されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
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図 171：EventSubRequest XML スキーマ 

 

4.1.2.2 応答 
eventSubscription 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。 

 

図 172：eventSubscription 応答の例 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<eventSubResponse> 
 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <subscriptionId>12345</subscriptionId> 

  </eventSubResponse> 
 

 <xs:simpleType name="EventType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="syslog"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EventFormat"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="xml"/> 
   <xs:enumeration value="plainText"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EventCategory"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="configChange"/> 
   <xs:enumeration value="deviceStatus"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="EventFilterItem"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="filterEventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="filterEventFormat" type="EventFormat" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="filterEventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="eventSubRequest" type="EventSubRequest"/> 
 <xs:complexType name="EventSubRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="op" type="SubscriptionOperation" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="eventFilterItem" type="EventFilterItem" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="syslogServer" type="SyslogServer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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表 111：eventSubscription 応答の要素と属性の説明 

Element.属性名 定義 

eventSubResponse サブスクリプションが成功したかどうかを返します。成功した場合、 
クライアントから送信されたサブスクリプション ID を含みます。 

 

 

図 173：EventSubResponse XML スキーマ 
 

以下は syslog 通知に関する警告です。 

• syslog 通知は、CSM によって現在管理されているデバイスだけに送信されます。つまり、デバイ
スはデバイスインベントリに追加され、CSM によって「管理」する必要がります。 

• CSM はデバイスの CSM での管理方法に基づいて、オプションで Auto Update Server (AUS) およ
び Cisco Networking Service (CNS) Configuration Engine への変更を展開できます。AUS/CNS 方式
は設定の更新が実際のデバイスに展開される前に、中間の「ステージングシステム」を提供しま
す。詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/cisco_security_manager/security_manag
er/4.4/user/guide/dpman.html#wp938164 を参照してください。CNS または AUS に正常に展開され
た場合、イベントの通知方式は正常な設定変更の更新を送信します（そのためイベントの送信時
に、設定変更が実際のエンドデバイスでアクティブではない可能性があります）。 

• 以下はアウトオブバンド（OOB）通知に関する固有の要点です。 
o アウトオブバウンド変更の検出は、現在 ASA 7.2.x 以降を実行している ASA デバイスに

対してのみ有効になっています。また、ASA デバイスの OOB 検出は ASA デバイスが 
CSM の Health and Performance Monitoring（HPM）機能によって監視されている場合にの
み有効になります。 

o OOB の通知は、少なくとも「1 つの正常なイベントサブスクリプションの実行後」にの
み、OOB 変更の検出を開始します。この登録以前の OOB イベントは不明で、モニタさ
れません。 

 <xs:element name="eventSubResponse" type="EventSubResponse"/> 
 <xs:complexType name="EventSubResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/cisco_security_manager/security_manager/4.4/user/guide/dpman.html#wp938164
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/cisco_security_manager/security_manager/4.4/user/guide/dpman.html#wp938164
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o HPM コンポーネントは、デバイスがアクティブに監視されているか非アクティブに監視
されているかに基づいて、デバイスを 5 または 10 分ごとに監視します。したがって、
OOB イベントは HPM のモニタリングサイクル/ポーリングが完了した場合だけ作成され
ます。つまり、OOB 変更がデバイスで実行された後すぐには OOB イベントは生成され
ないことになります。 

o イベントサービスは、CSM によって管理されていない可能性がある変更された 
CLI/config ラインを含むすべての OOB 設定変更を検出して通知します。検出には変更さ
れたり復元された可能性のある CLI も含まれます。つまり、システムはデバイスの設定
で変更されたイベントをすべて検出します。 

o まれなケースとして、CSM による展開が OOB 変更の直後（HPM モジュールが変更を検
出する前）に実行されると、OOB のイベントが生成されない場合があります。次の例を
考慮してください。 

 午前 10:00 にユーザは 10 分間隔でモニタされている ASA1 に OOB 変更を加えま
す（次のモニタリングは午前 10:09）。 

 午前 10:03 にユーザは ASA1 の変更を上書きする CSM 展開を実行し、展開は正
常に完了します。 

 午前 10:03 に実行された CSM 展開によって上書きされるため、HPM ポールサイ
クルは午前 10:09 に OOB 変更を認識しません。 

• 以下は deviceStatus 通知に特有の要点です。 
o 通知は、CSM の Health and Performance Monitoring（HPM）機能の記述「Device Polling」

を含むすべてのアラートに対して送信されます。すべての通知が CSM サーバが再起動さ
れるたびに送信されます。デバイスステータスの変更通知だけその後送信されます。 

o 警告の記述が「Device Polling: Connection Timedout」の場合は、DEVICE_DOWN の通知
が送信されます。 

o 警告の記述が「Device Polling: Connected」の場合は、DEVICE_UP 通知が送信されます。 
o HPM コンポーネントは、デバイスがアクティブに監視されているか非アクティブに監視

されているかに基づいて、デバイスを 5 または 10 分ごとに監視します。したがって、デ
バイスステータスイベントは HPM のモニタリングサイクル/ポーリングが完了した場合
だけ作成されます。つまりデバイスがダウンして起動する可能性があり、HPM がこれを
検出しないため、この場合デバイスステータスの変更通知は送信されません。 
 

 

次は、このメソッドに特有のエラーコードです。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の汎用エ
ラーが存在することがあります。 

 

コード 説明 

4001 これは重複するサブスクリプション要求がイベントサブスクリプションの間
に作成されたことを示します。2 つのサブスクリプションが同じサブスクリ
プション ID を使用して（同じユーザセッション）作成されると、このエ
ラーが返されます。 
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コード 説明 

4002 このエラーは、指定された Syslog の宛先 IP アドレスが無効であることを示
します。IP アドレスは、マスクアドレスを指定せずに a.b.c.d 形式にする必要
があります（例：192.168.10.10）。 

4003 このエラーは、ユーザが存在しないサブスクリプションを削除しようとする
と返されます。 

4004 このエラーは、指定された syslog ポートが無効であったことを示します。有
効なポートの範囲は 1～65535です。 

4005 このエラーは、無効なサブスクライバ ID が指定されたことを示します。空
白だけ含めるサブスクライバ ID は許可されません。 

4006 このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素が指定されて
いないことを示します。これらの要素は、追加要求でのみ指定する必要があ
ります。 

4007 このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素のいずれかが
削除処理に指定されたことを示します。これらの要素は両方とも削除要求に
指定しないでください。 

表 112：EventSubscription メソッドのエラーコード 

 

次の 2 つのセクションは、サブスクリプション時にプレーンテキスト形式に基づいた XML が選択された
かに基づいて、syslog 通知の内容を詳しく説明します。 

 

4.1.2.3 Syslog XML イベント通知 
クライアントが Syslog サーバオプションを使用して Syslog イベント転送に登録すると、すべてのイベン
トが、登録された宛先 IP とポート番号に転送されます。syslog メッセージの内容は、クライアントに指
定された登録パラメータによって、XML またはプレーンテキストで送信される可能性があります。XML 
形式を選択するとイベントメッセージは、次に示すようにスキーマに従います。 

以下は、設定変更通知の例です。 
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図 174：設定変更通知の例 

上記のイベント通知はサーバによって登録された Syslog リスナーに送信され、次の要素と属性に基づい
ています。 

表 113：ConfigChangeEvent データ要素の説明 

要素名 定義 

configChangeEvent CSM 特有の設定変更イベント通知を示すルート要素。 

configChangeEvent.eventType このメッセージが syslog メッセージであることを示し
ます。 

configChangeEvent.eventCategory イベントカテゴリ configChange を示します。 

configChangeEvent.subscriptionId 現在は「エコー」バックされるクライアントによって
使用される、元のサブスクリプション ID。 

configChangeEvent.time このイベントが生成された時刻。 

configChangeEvent.content 設定変更に関連する追加のメッセージ。 

configChangeEvent.srcIP 変更されたデバイスの IP アドレス 

configChangeEvent.srcGID 変更されたデバイスの GID 

configChangeEvent.srcDns 変更されたデバイスの DNS 名（存在する場合）。 

configChangeEvent.srcOSType デバイスタイプ FWSM、ASA、IOS、PIX を示します。 

    <n:configChangeEvent xmlns:n="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="events.xsd"> 
 <eventType>syslog</eventType> 
 <eventCategory>configChange</eventCategory> 
 <time>1697-02-01T00:00:00Z</time> 
 <content>this is a syslog event</content> 
 <srcIP>12.1.1.1</srcIP> 
 <srcGID>00000000-0000-0000-0000-000000000890</srcGID> 
 <srcDns>cisco.com</srcDns> 
 <srcOSType>asa</srcOSType> 
 <deploymentType>Device</deploymentType> 
 <updateType>NO_OOB</updateType> 
</n:configChangeEvent> 
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要素名 定義 

configChangeEvent.deploymentType 展開のタイプを示します（「不明」に設定されたアウ
トオブバンド変更の場合は適用不可）。以下は許可さ
れる値です。 

• デバイス（Device） デバイスへ展開 

• ファイル（File） ファイルへ展開 

• AUS  Auto Update Server へ展開 

• CNS  Cisco Networking Services、
Configuration Engine へ展開 

• TMS  Token Management Server へ展開 

configChangeEvent.updateType NO_OOB  この設定変更がアウトオブバンド（OOB）
変更ではないことを示します。つまり、デバイスへの
設定変更は Cisco Security Manager によって行われたこ
とを示します。 

OOB  この設定変更が Cisco Security Manager の外部
で実行された OOB 変更であることを示します。CSM 
では、ASA バージョン 7.2 以降を実行しているデバイ
スでのみ OOB 変更を検出できます。 

 

次の図は、イベント通知のスキーマを示します。 
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図 175：イベント XML スキーマ 

    <xs:simpleType name="OSType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="ios"/> 
   <xs:enumeration value="fwsm"/> 
   <xs:enumeration value="asa"/> 
   <xs:enumeration value="ips"/> 
   <xs:enumeration value="pix"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType>  

<xs:element name="event" type="Event"/> 
 <xs:complexType name="Event"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element name="configChange" type="ConfigChangeEvent"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="UpdateType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="NO_OOB"/> 
   <xs:enumeration value="OOB"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DeploymentType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="Device"/> 
   <xs:enumeration value="File"/> 
   <xs:enumeration value="AUS"/> 
   <xs:enumeration value="CNS"/> 
   <xs:enumeration value="TMS"/> 
   <xs:enumeration value="Unknown"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="BaseEventDetails"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="eventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="eventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="time" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="content" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeviceSpecificEvent"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseEventDetails"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="srcIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcDns" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcOSType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <!-- Config Change Event --> 
 <xs:element name="configChangeEvent" type="ConfigChangeEvent"/> 
 <xs:complexType name="ConfigChangeEvent"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="DeviceSpecificEvent"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="deploymentType" type="DeploymentType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
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以下は、デバイスステータスの変更通知の例です。 

 

図 176：デバイスステータス通知の例 

上記のイベント通知はサーバによって登録された Syslog リスナーに送信され、次の要素と属性に基づい
ています。 

表 114：DeviceStatusEvent のデータ要素の説明 

要素名 定義 

deviceStatusEvent デバイスステータスイベント通知を示すルート要素。 

deviceStatusEvent.eventType このメッセージが syslog メッセージであることを示します。 

deviceStatusEvent.eventCategory イベントカテゴリ deviceStatus を示します。 

deviceStatusEvent.subscriptionId 現在は「エコー」バックされるクライアントによって使用され
る、元のサブスクリプション ID。 

deviceStatusEvent.time このイベントが生成された時刻。 

deviceStatusEvent.content 設定変更に関連する追加のメッセージ。 

deviceStatusEvent.srcIP 変更されたデバイスの IP アドレス 

deviceStatusEvent.srcGID 変更されたデバイスの GID 

deviceStatusEvent.srcDns 変更されたデバイスの DNS 名（存在する場合）。 

deviceStatusEvent.srcOSType デバイスタイプ FWSM、ASA、IOS、PIX を示します。 

deviceStatusEvent.updateType DEVICE_DOWN  デバイスは CSM サーバから到達可能ではあ
りません。 

DEVICE_UP  デバイスが起動し CSM サーバから到達可能です。 

 

 
 
<n: deviceStatusEvent xmlns:n="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="events.xsd"> 
 < subscriptionId>100</ subscriptionId> 
 <eventType>syslog</eventType> 
 <eventCategory>deviceStatus</eventCategory> 
 <time>2013-01-25T04:47:59.082Z</time> 
 <content>Connection Error</content> 
 <srcIP>12.1.1.1</srcIP> 
 <srcGID>00000000-0000-0000-0000-000000000890</srcGID> 
 <srcDns>cisco.com</srcDns> 
 <srcOSType>asa</srcOSType> 
 <updateType>DEVICE_DOWN</updateType> 
</n: deviceStatusEvent> 
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次の図は、イベント通知のスキーマを示します。 

 

    <xs:simpleType name="OSType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="ios"/> 
   <xs:enumeration value="fwsm"/> 
   <xs:enumeration value="asa"/> 
   <xs:enumeration value="ips"/> 
   <xs:enumeration value="pix"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType>  

<xs:element name="event" type="Event"/> 
 <xs:complexType name="Event"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element name="configChange" type="ConfigChangeEvent"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="UpdateType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="NO_OOB"/> 
   <xs:enumeration value="OOB"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DeploymentType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="Device"/> 
   <xs:enumeration value="File"/> 
   <xs:enumeration value="AUS"/> 
   <xs:enumeration value="CNS"/> 
   <xs:enumeration value="TMS"/> 
   <xs:enumeration value="Unknown"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="BaseEventDetails"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="eventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="eventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="time" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="content" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeviceSpecificEvent"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseEventDetails"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="srcIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcDns" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcOSType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <!-- Config Change Event --> 
 <xs:element name="configChangeEvent" type="ConfigChangeEvent"/> 
 <xs:complexType name="ConfigChangeEvent"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="DeviceSpecificEvent"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="deploymentType" type="DeploymentType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
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  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 

図 177：イベント XML スキーマ 

4.1.2.4 Syslog PlainText イベント通知 
登録された filterEventFormat がイベントサブスクリプションの間にプレーンテキストとして指定される
と、ネイティブ形式の通知は syslog プロトコルを使用して送信されます。 

次は設定変更通知の例を表しています。 

[Mon Aug 29 08:30:21 IST 2011]syslog-configChange-101:10.104.52.71 SUCCEEDED in job 
admin_job_2011-08-29 08:30:12.148,10.104.52.71,00000000-0000-0000-0000-017179869189,NO DOMAIN 
NAME DEFINED,ios,Device,NO_OOB. 

次はデバイスステータスの変更通知の例です。 

[Thu Jan 24 20:47:59 PST 2013]syslog-deviceStatus-102:,10.104.52.71,00000000-0000-0000-0000-
042949673287,default.domain.invalid,asa,DEVICE_DOWN 

 

このメッセージの標準形式は以下となります。 

 
[time-stamp]<eventType>-<eventCategory>-<subscriptionId>:{Comma separated list of event details – 
<content>,<srcIp>,<srcGID>,<srcDNS>,<srcOSType>,<deploymentType>,<updateType>} 

 

コンマ区切りリスト内の要素は、XML スキーマで定義された特定のイベントタイプの要素の順に並んで
います。デバイスに IP アドレスがない場合は、文字列「NO IP DEFINED」（srcIP）がメッセージに含ま
れます。ソース DNS（srcDNS）がない場合は、「NO DOMAIN NAME DEFINED」が使用されます。 
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5 CSM Utility Service API 
ユーティリティサービスでは、ネットワークデバイスの機能へのアクセスに対して汎用ユーティリティ
が用意されています。Utility Service API は常にデバイスからデバイス設定データを直接取り出します。
一方、コンフィギュレーションサービス API（セクション 3を参照）は常に CSM データベースからデー
タを取り出します。 

Utility Service API よりもコンフィギュレーションサービス API を使用したほうが、応答が迅速になり、
効率が向上します。これは、Utility Service API はメソッド要求中にデバイスと通信し、CSM アプリケー
ションとネットワークデバイス間に追加の通信オーバーヘッドあるためです。このことは、ネットワー
クデバイスで負荷をさらに増加させる可能性があります。 

そのため次のような条件下で Utility Service API を使用することを推奨します。 

• 対応する設定データがコンフィギュレーションサービス API によってサポートされていない場合。 

• 対応する設定データが CSM で管理されていない場合。デフォルトでは、すべての適用可能なポ
リシーが CSM で管理されます（CSM の管理画面の [ポリシー管理（Policy Management）] を参照
してください）。 

• アウトオブバンド変更がエンドデバイスで実行されている場合（この場合、CSM はデータベー
スで更新された設定がない場合があります）。 

5.1 オブジェクトモデル 
次のオブジェクトは Utility Service で定義されます。 

- DeviceReadOnlyCLICmds 

o デバイスおよびそのデバイスに対して実行された CLI コマンドを示します。 

- DeviceCmdResults 

o 一連のデバイスコマンドの結果を示します。 

- DeviceCmdResult 

o 単一デバイスおよびコマンドの結果を示します。 

 

 

図 178：結果 XML スキーマ 

 

 <xs:simpleType name="Result"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="ok"/> 
   <xs:enumeration value="timeout"/> 
   <xs:enumeration value="failed"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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5.2 メソッド 
Utility Service は次のメソッドを定義します。 

1. GetServiceInfo 

a. サービス名、バージョン、日付などを含むサービス固有の情報を返します。 

2. execDeviceReadOnlyCLICmd 

a. メソッド引数で指定されたデバイスで識別された CLI コマンドを実行します。 

5.2.1 メソッド GetServiceInfo 
GetServiceInfo メソッドは、サービスに関連するサービスの説明、バージョン情報、および該当する属性
を返します。この要求の URL は、https://hostname/nbi/utilservice/GetServiceInfo です。要求、応答、および
オブジェクトモデルは、セクション  3.2.1で説明したものと同じです。 

5.2.2 メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds 
execDeviceReadOnlyCLICmds メソッドはリストの特定されたデバイスに対して一連のコマンドを実行
し、CSM クライアントに各コマンドの結果を返します。このメソッドは、CSM サーバが持つ読み取り専
用クレデンシャルを使用します。そのため、デバイスに対して読み取り専用を超えるクレデンシャルが
必要なコマンドの実行に使用することはできません。このメソッドは、IPS/IDS にデバイスに対して実行
されません。 

 

このメソッドで実行できるコマンドのセットは、統計情報、特定のデバイスの操作に関する追加情報を
提供するモニタリングコマンドなどの読み取り専用コマンドです。たとえば、クライアントアプリケー
ションは、このコマンドによってデバイスから統計情報を収集する CLI コマンドを呼び出す可能性があ
ります。このメソッドを使用するには、CSM の view_cli および view_device 権限が必要です。このメ
ソッドは、1 台のデバイスの設定情報を一度に取得します。 

 

注：show コマンド出力に W3C XML 規格予約記号がある場合、API 応答は、World Wide Web Consortium
（W3C）標準による上記特殊文字を符号化します。たとえば、マルチ コンテキスト デバイスから出力さ
れる「show version」に <context> という出力があると、応答は <context> という名前付き文字参照を表示
します。詳細については、以下を参照してください。http://www.w3.org/TR/REC-xml/#syntax 
 

5.2.2.1 要求 
メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールド
を次の表に示します。 

http://www.w3.org/TR/REC-xml/#syntax
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図 179：メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds 要求の例 

表 115：メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds 要求の要素と属性の説明 

Element.属性名 定義 

execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest execDeviceReadOnlyCLICmds 要求は、特定されたデバイスのセッ
トのコマンドを実行します。 

deviceReadOnlyCLICmd 実行するデバイスコマンドの詳細。deviceIP、deviceName、または 
deviceGID を選択し、コマンドが実行されるデバイスを識別しま
す。deviceName と deviceGID は、デバイスクレデンシャルを検索
する必要がないため、deviceIP より効率的に実行されます。 

deviceIP コマンドが実行されるデバイスの IP アドレス。 

deviceName コマンドが実行されるデバイスの名前。 

deviceGID コマンドが実行されるデバイスのオブジェクト ID。 

cmd 固定コマンド「show」。regex は「sS」「hH」「oO」「wW」の
ように大小文字の混合が可能です。 

argument show コマンドの引数。デバイスの実行設定を表示する「実行」
や、アクセスリストの詳細を表示する「アクセスリスト」など。 

execTimeout execTimeout 属性は任意に選択され数秒でタイムアウトになりま
す。execTimeout 属性は、符号なし整数です。デフォルトは 180 秒
に設定されます。 

CSM は 15 秒の遅延で、3 回の EXEC コマンドを試みます。それぞ
れの試行は execTimeout 属性に指定された値でタイムアウトします。 

URL: 
 
https://hostname/nbi/utilservice/execDeviceReadOnlyCLICmds 
 
HTTP Header: 
 
Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; 
domain=.hostdomain.com  
 
XML Argument: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest> 
 <protVersion>1.0</protVersion> 
 <reqId>123</reqId> 
 <deviceReadOnlyCLICmd> 
  <deviceIP>12.1.1.1</deviceIP> 
  <cmd>show</cmd> 
  <argument>run all</argument> 
  <execTimeout>5</execTimeout> 
 </deviceReadOnlyCLICmd> 

  </execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest> 
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Element.属性名 定義 

reqId CSM クライアントと CSM サーバ間の要求/応答トランザクション
ペアを一意的に識別する要求 ID。 

HTTP メソッド POST 

HTTP ヘッダー：asCookie Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって
返されます。 

戻り値 200 OK + XML 

 401 未認証 
 

 

図 180：ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest XML スキーマ 

 

 <xs:complexType name="DeviceReadOnlyCLICmd"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="cmd" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[sS][hH][oO][wW]"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="argument" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
   <xs:element name="execTimeout" type="xs: unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
  </xs:element>   
                </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest" 
type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest"/> 
 <xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="DeviceReadOnlyCLICmd" type="DeviceReadOnlyCLICmd" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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5.2.2.2 応答 
execDeviceReadOnlyCLICmds 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表
に示します。 

 

図 181：execDeviceReadOnlyCLICmds 応答の例 

表 116：execDeviceReadOnlyCLICmds 応答の要素と属性の説明 

Element.属性名 定義 

execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse コマンドの結果を返します 

serviceVersion コンフィギュレーションサービス実行のサービスバージョン 

deviceCmdResult 特定のデバイスのコマンドの結果の詳細 

deviceIP デバイスの IP アドレス（利用できる場合）。 

deviceName 結果を返したデバイスのデバイス名 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse> 
  <protVersion>1.0</protVersion>  
 <reqId>123</reqId> 
 <deviceCmdResult> 
  <deviceIP>12.1.1.1</deviceIP> 
   <deviceName>rtr.cisco.com</deviceName> 
   <deviceGID>00000000-0000-0000-0000-261993005068</deviceGID> 
  <result>ok</result> 

     <resultContent>  
FWSM Firewall Version 3.1(16) &lt;context> 
Device Manager Version 5.1(1) 
Compiled on Wed 29-Jul-09 02:10 by fwsmbld 
U27-FWSM up 5 days 3 hours 
Hardware:   WS-SVC-FWM-1, 1024 MB RAM, CPU Pentium III 1000 MHz 
Flash STI Flash 8.0.0 @ 0xc321, 20MB 
 0: Int: Not licensed        : irq 5 
 1: Int: Not licensed        : irq 7 
 2: Int: Not licensed        : irq 11 
Licensed features for this platform: 
Maximum Interfaces          : 100        
Inside Hosts                : Unlimited  
Failover                    : Active/Active 
VPN-DES                     : Enabled    
VPN-3DES-AES                : Enabled    
Cut-through Proxy           : Enabled    
Guards                      : Enabled    
URL Filtering               : Enabled    
Security Contexts           : 250        
GTP/GPRS                    : Disabled   
VPN Peers                   : Unlimited  
Serial Number: SAD11420A0N 
Running Activation Key: 0xe3bbe77c 0x0b82b2ba 0x4014b998 0x6bef38ad  
Configuration has not been modified since last system restart. 

   <resultContent> 
 </deviceCmdResult> 

  </execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse> 
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Element.属性名 定義 

deviceGID 結果を返したデバイスオブジェクト ID 

result コマンドの結果の列挙 { success, generalFailure, timeout } 

resultContent コマンドの結果内容は「コマンドが正常に終了」となります。 
 

 

図 182：ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest XML スキーマ 

 

次は、このメソッドに特有のエラーコードです。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の汎用エ
ラーが存在することがあります。 

 

コード 説明 

3000 このエラーは、API がネットワークデバイスで show コマンドを実行できない
場合に返されます。 

3001 このエラーは、CSM サーバで要求された IP アドレスを持つデバイスがない
場合に返されます。 

3002 このエラーは、要求されたデバイスが IPS デバイスの場合に返されます。 

 <xs:complexType name="DeviceCmdResult"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="result" type="Result" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="resultContent" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
 
<xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse" 
type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse"/> 
 <xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="deviceCmdResult" type="DeviceCmdResult" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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コード 説明 

3003 このエラーは、デバイスへのアクセス時に、API に何らかの問題が発生した
場合、たとえば無効なクレデンシャルでデバイスに要求を送信する場合など
に返されます。 

27 Exectimeout Failure：タイムアウト内にデバイスからの応答がない。 

表 117：ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest メソッドのエラーコード 
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6 エラーコードと説明 
 

次のセクションでは、すべてのエラーコードとその説明を示します。 

コード 説明 

0 予約済み 

1 一般的なエラー 

2 リソース不足 

3 オブジェクト作成の失敗 

4 認証に失敗しました：セッションが見つかりません 

5 認証に失敗しました：無効または期限切れのセッション 

6 内部通信の失敗 

7 認証に失敗しました：ユーザ名/パスワードが無効です。 

8 認証に失敗しました：ログインセッションのエラー。要求で送信された 
SessionId が正しくありません。 

9 セッションが最大数に達しました。これ以上のセッションは許可されません。 

10 接続性の問題：サーバリソースに接続中にエラーが発生しました。 

11 サーバへの接続中にハートビート URL が失敗しました。 

12 XML 要求ペイロードへのアクセス中にエラーが発生しました。 

13 XML 要求のペイロードにデータは含まれません。 

14 セッションの作成に失敗しました。 

15 XML 要求が無効です。（このエラーは、XML 要求が公開 XML スキーマに
準拠していないか、XML が不適格または無効です。これはシステム全体のエ
ラーですが、このエラーは通常、アプリケーションが呼び出されている要求
メソッドを解析できる場合、特定の応答オブジェクト内に設定されます。） 

16 コールバック URL に使用される HTTPS プロトコルがありません。 

17 protVersion はオプションで、サポートされていないバージョンを指定する
と、このエラーが返されます。このリリースでサポートされるバージョン
は、バージョン 1.0 です。 

18 設定を取得中に内部エラーが発生している場合に返されます。 

19 必要な入力パラメータが要求から欠落している場合に返されます。 
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コード 説明 

20 要求されたポリシータイプが正しくない場合に返されます。 

21 内部エラー 

22 ユーザがこのポリシーデータの表示を許可されていない場合に返されます。 

23 設定データが要求された入力パラメータとして使用できない場合に返され
ます。 

24 サーバによって内部エラーが検出された場合に返されます（サポートされな
いポリシータイプを処理する場合）。 

25 API サービスはディセーブルです 

26 API ライセンスは適用されません 

27 Exectimeout Failure：タイムアウト内にデバイスからの応答がありません。 

28 プロセスにすでに別の API 要求がある場合に返されます。 

29 API にすでに同じユーザがログインしている場合に返されます。 

30 あらかじめバンドルされた CSM シッククライアントを介して同じユーザが
すでにログインしている場合に返されます。 

31 指定した共有ポリシー名が無効であるか、サポート対象のポリシータイプで
はありません。 

1001 このエラーは、要求されたデバイスがサポートされるポリシーのいずれも使
用せずに設定された場合に返されます。 

1002 ポリシーの取得を割り当てられたデバイスが失敗した場合に返されます。 

1003 ポリシービューからポリシーのリストを取得できない場合に返されます。 

1004 ポリシーオブジェクトを作成または変更中にエラーが発生すると返されます。 

1005 無効なデバイス GID が要求で指定された場合に返されます。 

1006 無効なポリシー GID が要求で指定された場合に返されます。 

1007 ポリシーの作成で無効なパラメータが指定された場合に返されます。 

1008 アクティビティが開いているが編集状態でない場合に返されます。 

1009 無効な CSM セッション ID を渡して CSMSession を作成する場合に返され
ます。 

1011 無効な CSM セッション ID を渡して csmsession を開く/検証する/送信する場
合に返されます。 
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コード 説明 

1012 CSMSession が検証できなかった場合に返されます。 

1013 無効なポリシー タイプが要求で指定されたときに返されます。 

1014 無効な IP アドレスが入力で指定されたときに返されます。 

1015 ポリシーオブジェクト名が無効な場合に返されます。 

1016 指定したポリシーオブジェクト名の間にスペースがある場合に返されます。 

1017 IP アドレスの範囲が有効でない場合に返されます。 

1018 指定したネットワークが有効でない場合に返されます。 

1019 ネットワークマスクが許可されていない場合に返されます。 

1020 1 つのネットワークではなく、複数のネットワークが指定されている場合に
返されます。 

1021 参照先が非グループオブジェクトに指定されている場合に返されます。 

1022 無効な FQDN 形式に対して返されます。 

1023 グループではなく、FQDN エントリが指定されている場合に返されます。 

1024 無効な参照 ID が入力に指定されている場合に返されます。 

1025 ロックされているポリシーを変更しようとすると返されます。 

1026 使用できないポリシーオブジェクトが参照されている場合に返されます。 

1027 管理対象外のポリシーを参照すると返されます。 

1028 要求された構成要素が CSM で使用できない場合に返されます。 

1029 親オブジェクトを作成する前に上書きされたオブジェクトが作成される場合
に返されます。 

1030 循環参照が入力で見つかると返されます。 

1031 無効なサブタイプが入力で指定された場合に返されます。 

1032 ルール ID が ACL 要求に存在しない場合にエラーがスローされます。 

1033 ポリシータイプが要求に一致しない場合に返されます。 

1034 入力の属性が無効な場合に返されます。 

1035 指定した ID が要求の指定したタイプでない場合に返されます。 

1036 必須属性が要求で不足しているときに返されます。 

1037 一部の内部エラーによりポリシーの処理が失敗した場合に返されます。 
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コード 説明 

1038 一部の内部エラーによりポリシーの変換が失敗した場合に返されます。 

1039 ポリシーがロックされている場合に返されます。 

1040 ポリシーがデータベースの永続化に失敗した場合に返されます。 

1041 無効なルール ID が ACL 要求に存在する場合に返されます。 

1043 インターフェイスの特定のルールの前にグローバルルールが指定されている
場合にエラーがスローされます。 

1044 グローバルルールの後にインターフェイスの特定のルールが挿入されるとエ
ラーをスローします。 

1045 ルールの注文 ID が変更され、グローバルルールがインターフェイスの固有
のルールを超える場合に返されます。 

1046 指定したルール ID が重複している場合に返されます。 

1047 無効なルールの注文 ID が指定された場合に返されます。 

1048 ポリシーオブジェクトに無効な親 ID が指定された場合に返されます。 

1049 上書きポリシーオブジェクトを上書きしようとすると返されます。 

1050 isProperty フィールドが false のポリシーオブジェクトを上書きしようとする
と返されます。 

1051 IsProperty フィールドの上書きする構成要素を false に設定しようとすると返
されます。 

1052 上書きポリシーオブジェクトを上書きしようとすると返されます。 

1053 サブタイプが指定したポリシーオブジェクトで有効でない場合に返されます。 

1054 サポートされていないポリシーオブジェクトのグループを作成しようとする
と返されます。 

1055 サポートされていないポリシーオブジェクトで上書きが作成された場合に返
されます。 

1056 NR、NF、NH および NN サブタイプのネットワークポリシーオブジェクトグ
ループが作成された場合に返されます。 

1057 SO サブタイプのサービスポリシーオブジェクトグループが作成された場合
に返されます。 

1058 無効なプロトコルが入力で指定された場合に返されます。 

1059 ポリシーが無効または NULL の場合に返されます。 
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コード 説明 

1060 ポートが TCP または UDP 以外のプロトコルに入力された場合に返されます。 

1061 ポート範囲に「等しくない」演算子を使用した無効なエントリがある場合に
返されます。 

1062 無効なポートが要求で指定された場合に返されます。 

1063 1 つのプロトコルのみが許可されているときに複数のプロトコルが指定され
ると返されます。 

1064 無効な日付が要求で指定された場合に返されます。 

1065 重複するファイアウォールの設定が入力で指定されると返されます。 

1066 注文 ID が変更要求によって変更された場合に返されます。この場合は 
reorder API を使用する必要があります。 

1067 必須またはデフォルトの ACL ルールが別のルールに変更された場合に返さ
れます。 

1068 無効なルール GID が指定された場合に返されます。 

1069 変更ポリシーに無効なパラメータが指定された場合に返されます。 

1070 無効なセクション名が入力で指定された場合に返されます。 

1071 ポリシーオブジェクトのサブタイプを変更しようとすると返されます。 

1072 異種ポリシーが一括入力で指定された場合に返されます。 

1073 同じ位置にもう一度並べ替えようとすると返されます。 

1074 セクション外の順序を変更しようとすると返されます。 

1076 新しいポリシーの作成で無効なパラメータが指定された場合に返されます。 

1077 サーバがデータベースからポリシーを取得できない場合にこのエラーがス
ローされます。 

1078 ポリシーの入力が無効な場合にこのエラーがスローされます。 

1079 CSMSession の破棄に失敗した場合に返されます。 

1080 CSMSession の送信に失敗した場合に返されます。 

1081 CSMSession の開始に失敗した場合に返されます。 

1082 CSMSession の作成に失敗した場合に返されます。 

1083 ユーザにポリシーオブジェクトを作成または変更する十分な権限がない場合
に返されます。 
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コード 説明 

1084 使用中のポリシーオブジェクトを削除しようとすると返されます。 

1085 ポリシーオブジェクトを削除できない場合に返されます。 

1086 CSMSession の自動承認に失敗した場合に返されます。 

1087 CSMSession の承認に失敗した場合に返されます。 

1088 ユーザに十分な権限がない場合に返されます。 

1089 非ワークフローモードで承認しようとすると返されます。 

1090 アクティビティが EDIT_IN_USE モードではなく、そのアクティビティを使
用して変更を試行すると返されます。 

1091 不正なユーザが CSMSession を使用しようとすると返されます。 

1092 不正なユーザがポリシーにアクセスしようとすると返されます。 

1093 ポリシーが無効になっている場合に返されます。 

1094 無効な展開名またはジョブ GID を指定すると返されます。 

1095 無効な注文 ID が指定された場合に返されます。 

1096 継承したルールの順序を変更しようとすると返されます。 

1097 共有ポリシーが byName で終わる API 名を使用して変更されていない場合に
返されます。 

1098 IsMandatory フィールドがローカルルールで false に設定されている場合に返
されます。 

1099 ファイアウォール名設定ポリシーの変更で複製が作成された場合に返され
ます。 

1100 ファイアウォール名設定ポリシーで無効な入力が指定された場合に返され
ます。 

1101 グローバルインターフェイスオプションが空として必須フィールドに指定さ
れた場合に返されます。 

1102 外部方向のグローバルルールが定義されている場合に返されます。 

1103 グローバルインターフェイスが 8.3 以前の ASA デバイスに設定されている場
合に返されます。 

1104 ID ユーザグループが ASA 8.4(2) 以前のデバイスに設定されている場合に返さ
れます。 
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コード 説明 

1105 このオプションが CSM 管理者設定で無効になったときに承認アクティビ
ティ API が呼び出される場合に返されます。 

2000 このエラーは、API がログインユーザのライセンス済みデバイスのリストを
取得できない場合に返されます。 

2001 このエラーは、API が以降の処理のために CSM サーバから使用可能なグルー
プを受け取れない場合に返されます。 

2002 このエラーは、API が CSM サーバからデバイスを取得できない場合に返され
ます。 

2003 このエラーは、API がデバイスの設定状態を検出できない場合に返されます。 

2004 このエラーは、API がデバイスに関するインターフェイスの詳細を取得でき
ない場合に返されます。 

2005、2006 これらのエラーは、デバイス固有のデータの処理時に API が内部エラーを検
出した場合に返されます。 

2007 このエラーは、要求されたデバイス GID が CSM サーバにない場合に返され
ます。 

2008 このエラーは、API が Configuration Archive モジュールと通信できない場合に
返されます。 

2009 このエラーは、API が Configuration Archive モジュールから設定を取出せない
場合に返されます。 

2010 このエラーは、要求されたデバイス名が CSM サーバにない場合に返され
ます。 

2011 このエラーは、ユーザが設定の表示を許可されていない場合に返されます。 

2012 このエラーは、デバイス名が要求でヌルまたはブランクの場合に返されます。 

2013 このエラーは、API が CSM サーバから内部ポリシーのリストを取出せない場
合に返されます。 

2014 IPS デバイスへの展開が開始されると、このエラーが返されます。 

2015 ユーザにこのデバイスに対する十分な権限がない場合に返されます。 

2016 展開が失敗したときに返されます。 

2017 展開に使用できるダーティデバイスがないときに返されます。 

3000 このエラーは、API がネットワークデバイスで show コマンドを実行できない
場合に返されます。 
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コード 説明 

3001 このエラーは、CSM サーバで要求された IP アドレスを持つデバイスがない
場合に返されます。 

3002 このエラーは、要求されたデバイスが IPS デバイスの場合に返されます。 

3003 このエラーは、デバイスへのアクセス時に、API に何らかの問題が発生した
場合、たとえば無効なクレデンシャルでデバイスに要求を送信する場合など
に返されます。 

4001 これは重複するサブスクリプション要求がイベントサブスクリプションの間
に作成されたことを示します。2 つのサブスクリプションが同じサブスクリ
プション ID を使用して（同じユーザセッション）作成されると、このエ
ラーが返されます。 

4002 このエラーは、指定された Syslog の宛先 IP アドレスが無効であることを示
します。IP アドレスは、マスクアドレスを指定せずに a.b.c.d 形式にする必要
があります（例：192.168.10.10）。 

4003 このエラーは、ユーザが存在しないサブスクリプションを削除しようとする
と返されます。 

4004 このエラーは、指定された syslog ポートが無効であったことを示します。 
有効なポートの範囲は 1～65535です。 

4005 このエラーは、無効なサブスクライバ ID が指定されたことを示します。 
空白だけ含めるサブスクライバ ID は許可されません。 

4006 このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素が指定されて
いないことを示します。これらの要素は、追加要求でのみ指定する必要があ
ります。 

4007 このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素のいずれかが
削除処理に指定されたことを示します。これらの要素は両方とも削除要求に
指定しないでください。 

4008 イベントフィルタ項目と syslog サーバが追加要求で空になっている場合にこ
のエラーが返されます。 

4009 このエラーは、イベントフィルタ項目と syslog サーバが削除要求で指定され
ている場合に返されます。 

4010 このエラーは、ユーザがサブスクリプション ID をすでに使用中の場合に返
されます。 
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7 API スケーリング 
API は、さまざまな展開をサポートします。次のガイドラインに従う必要があります。 

1) API によってサポートされるデバイスの数に制限はありません。現在の CSM の推奨事項は、
イベント管理およびその他の機能でサーバあたり約 500 デバイスをイネーブルにすることです。 
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8 CSM Client Protocol State Machine 

8.1.1 概要 
CSM クライアントが CSM サーバ上のサービスを使用する前に、2 つの前提条件があります。 

1 番目の前提条件は、クライアントが CSM サーバに認証されることです。2 番目の前提条件は、必要な
サービスがすべて CSM サーバでアクティブになっていて、これらのサービスのバージョンがクライアン
トで予期されるバージョンに対応することをクライアントが確認することです。このプロセスは、クラ
イアントがインターフェイスに対する後続のコールで使用する必要がある認証 Cookie を戻します。この
フローは、次の図に示します。 

Admin enters IP 
address of CSM 

server and credentials

Call Login 
Request Method 
with credentials

Receive a valid AS 
cookie, Login 

Response + Matching 
protocol version

Report connection 
problem to adminNo

For each service 
used by client, call 

GetServiceInfo 
method

Yes

Is service active and 
version matches 

expected version on 
client

Report missing capability 
problem to admin, do not 

use inactive or incompatible 
service

No

Yes

Continue use 
of other 
services

Setup heartbeat 
URL listener for 

session

Store AS Cookie 
for use with other 
session access

Yes

 

図 183：クライアントセッションの開始のフローチャート 
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セッションが設定されている場合は、クライアントは、設定、イベント、ユーティリティサービスに対
するサービスメソッドにアクセスする可能性があります。 

 

ハートビートコールバックに登録済みのクライアントは以下に定義されたフローに従う必要があります。 

Client receives a 
heartbeat message at 

the defined URL

Does the AS cookie match from 
the login request for the CSM 

server

Drop the active 
session and 

reauthenticate
No

Yes

Continue use 
of other 
services

Respond to the 
heartbeat 
message

Does the IP address 
match a server 

authenticated to with an 
active session?

Drop the packetNo

Yes

 

図 184：クライアントハートビートプロセスフローチャート 

クライアントがハートビートコールバックの登録は完了していないが CSM サーバでのアクティブセッ
ションを維持する場合は、ping メソッドを定期的に呼び出す必要があります。 
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Client reads the 
session timeout 

returned in the login 
response

Terminate 
session

Send ping request

Receive a ping 
response

Yes

Setup a timer based 
on the session timeout 

and wait for it to fire

No

 

図 185：クライアントの ping プロセスフローチャート 

8.1.2 設定とイベントサービスの使用 
CSM クライアントは CSM サーバでサポートされるデバイスの設定を読み込むための API にアクセスす
ることができます。またクライアントは、設定が変更されるたびに変更通知を登録することができま
す。次のフローチャートはクライアントの詳細な処理を示します。 
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Client has list of 
devices it manages, 

Authenticates to CSM 
server

Authenticated session

Call Get Device 
List method

For each device in 
the list

Call Get Device 
Config by GID 

Call Event 
Subscription

Completed 

Wait for config 
change 

notification

Call Policy config 
per device

Call Get Device 
Config by GID 

Call Policy config 
per device

 

図 186：クライアントコンフィギュレーションのフローチャート 

未処理形式でポリシーデータを処理する一般的なフローを以下に示します。 
 

a. ログイン（およびバックグラウンドスレッドまたはプロセスをセットアップして ping または
ハートビートでセッションのアライブを保持） 

b. システムのデバイスリストを取得するために GetGroupList（または）GetDeviceListByCapability
（または）GetDeviceListByGroup の 1 つを使用します。 

c. リスト内のデバイスそれぞれにつき 
i. RAW 設定データを取得するには GetDeviceConfigByGID（または）

GetDeviceConfigByName を呼び出します。 
d. ログアウト 
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設定が更新された場合にクライアントが設定をリフレッシュできるよう、クライアントは追加でイベン
トをサブスクライブする必要があります（このドキュメントのイベントサービス API を参照してくださ
い）。GetDeviceConfigByGID および GetDeviceConfigByName は、CSM データベース内にアーカイブされ
たデータのみを返します。CSM の外部デバイスへの更新（アウトオブバンド）は使用できません。
Utility Service API を使用してのみ取得できます。 

 
以下はポリシーオブジェクトモデルの構造化形式でポリシーデータを処理する一般的なフローです。 
 

a. ログイン（およびバックグラウンドスレッドまたはプロセスをセットアップして ping または
ハートビートでセッションのアライブを保持） 

b. システムのデバイスリストを取得するために GetGroupList（または）GetDeviceListBy 機能（また
は）GetDeviceListByGroup の 1 つを使用します。 

c. リスト内のデバイスそれぞれにつき 
i. GetPolicyListByDeviceGID を呼び出して、デバイスで設定またはサポートされている

「ポリシータイプ」を検出します。 
ii. これらの「ポリシータイプ」ごとに GetPolicyConfigByDeviceGID または 

GetPolicyConfigByName を呼び出します（名前または共有ポリシーの場合）。 
d. ログアウト 

 

設定が更新された場合にクライアントが設定をリフレッシュできるよう、クライアントは追加でイベン
トをサブスクライブする必要があります（このドキュメントのイベントサービス API を参照してくださ
い）。GetDeviceConfigByGID および GetDeviceConfigByName は、CSM データベース内にアーカイブされ
たデータのみを返します。CSM の外部デバイスへの更新（アウトオブバンド）は使用できません。
Utility Service API を使用してのみ取得できます。 

 

8.1.3 CSMSession と書き込み API の使用 
書き込み API では、すべての CSM サーバモードで CSMSession が必須です。次のフローチャートで、
従う必要のあるフローについて説明します。 
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図 187：基本的な CSMSession の使用方法 

 

書き込み API の操作の最初のステップは、CSMSession を作成または開くことです。このフローでは、新
しい CSMSession を作成します。次にその createCSMSession で返された一意の csmSessionID を渡して各
書き込み API を呼び出します。API で使用するデバイス ID を取得するには、getDeviceListByCapability() 
を使用できます。次のステップは、変更の正確性を検証することです。SubmitCSMSession で内部検証を
実行するため、validateCSMSession を毎回実行する必要はありません。CSM サーバモードに基づく 
submitCSMSession で承認が必要か否かが返されます（つまり、ワークフローを有効にする場合は承認が
必要です）。承認が必要な場合は、ApproveCSMSession を起動した後に導入関連の API を起動する必要
があります。 

 

次のフローチャートで、オープン/クローズ CSMSessions の使用について説明します。https セッション中
に特定の変更が実行される場合は CloseCSMSession が使用され、後で同じ CSMSession 中にさらに変更が
必要になったら openCSMSession を使用します。CSMSession 中に変更された内容を元に戻す必要がある
場合は、discardCSMSession を使用する必要があります。 
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図 188：オープン/クローズ CSMSession の使用 
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9 サンプル API クライアントプログラム 
 

注：このセクションのすべてのサンプルプログラムは単純なデモンストレーションの
目的で提供されます。プログラムは実稼働環境のシステムでの使用に際し拡張または
修正が必要な場合があります。 

 
以下に記載する Java のサンプルプログラムの実行には以下をセットアップする必要があります。 

1. Apache 共通 http://hc.apache.org からの http-client jar および http-core jar は Java クラスパスに含め
る必要があります。 

2. Apache 共通 http://commons.apache.org/logging/index.html から共通ロギング jar を Java クラスパス
に含める必要があります。 

3. 必要に応じて、必須 jar すべてとその他のフォルダを含むコマンドシェルで CLASSPATH 環境変
数を定義します。 

4. client.properties ファイルは Java プログラムの引数と同等のパラメータとして定義され、渡され
る必要があります。このファイルの形式は、次のようになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プロパティ定義は次のとおりです。 
 

• USER：ユーザのログイン用のユーザ名を定義します。 
• PASSWORD：ユーザパスワード 
• HOST：接続されるホストサーバ 
• XML_REQUEST：送信する必要のある XML 要求（この場合は ping） 
• LOGIN_REQUIRED：true の場合、ログインは XML_REQUEST を送信する前に実行さ

れます。 
• URI：呼び出される必要があるサービスを示すオプションの URI パラメータ。これがプ

ロパティファイルで指定されていない場合は、Java プログラムの引数として渡す必要が
あります。 

USER=admin 
PASSWORD=admin 
HOST=localhost 
XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\ 
<csm:pingRequest xmlns:csm=\"csm\">\ 
 <protVersion>1.0</protVersion>\ 
 <reqId>3</reqId>\ 
</csm:pingRequest> 
 
# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied  
# requires login to be done as a prerequisite. 
LOGIN_REQUIRED=true 
URI=https://localhost/nbi/ping 

http://hc.apache.org/
http://commons.apache.org/logging/index.html
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client.properties ファイルのプロパティ値（HOST、USER、PASSWORD など）、XML_REQUEST 
および URI 自体のその他の値は、展開および実行中のサンプルに合わせて変更する必要がある場合
があることに注意してください。以下に記載したプログラムのいずれかを実行する前に、このファ
イルを適切に編集します。 

 

9.1 CSM API 事前設定の確認 
 

Java で実行される次のサンプルプログラムは、CSM API が使用可能になっているかどうかを確認する 
REST クライアントプログラムを示しています。上記で定義されている client.properties ファイルを使用し
ます。 

 

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 
/** 
  * Sample Program to test if CSM server is correctly configured for API 
 */ 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
247 ページ 

import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.xml.sax.SAXException; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.util.Properties; 
 
public class RestClient { 
 
    public static CookieStore ascookie = null; 
    public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
    static{ 
        initSSL(); 
    } 
 
 
    private static void initSSL() { 
        SSLContext sslContext = null; 
        try { 
            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
                    System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
                    return null; 
                } 
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
                } 
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
                } 
            }}, new SecureRandom()); 
 
 
            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
            schemeRegistry.register(httpsScheme); 
            HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry); 
            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (KeyManagementException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
     * @param uri 
     * @param host 
     * @param isCookieNeeded 
     * @return 
     * @throws IOException 
     * @throws ClientProtocolException 
     */ 
    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
Exception { 
 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
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        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        processResponse(httpresponse); 
 
    } 
 
    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, 
SAXException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
         
        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code"); 
        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
            Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) { 
                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description"); 
                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) { 
                    Element element2 = (Element) nodes.item(j); 
                    throw new Exception(element2.getTextContent()); 
                } 
            } 
        } 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Main method processing the request/response 
     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args){ 
        try{ 
            //Load the basic properties 
            FileInputStream fis = null; 
            Properties prop = new Properties(); 
            fis = new FileInputStream(args[0]); 
            prop.load(fis); 
 
            String host = prop.getProperty("HOST"); 
            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
            String username = prop.getProperty("USER"); 
            String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
            String path = prop.getProperty("URI"); 
            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
            boolean autoLogin = false; 
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            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
                autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
            } 
 
            RestClient client = new RestClient(); 
            if(uri.toString().endsWith("login")){ 
                client.doPost(uri, payload, host, false); 
            }else{ 
                //Step 1 : 
                if(autoLogin){ 
                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest 
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
                } 
                //Step 2: 
                client.doPost(uri, payload, host, true); 
            } 
        }catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); usage();} 
    } 
 
    public static void usage(){ 
        System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
        System.out.println("Usage : "); 
        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
    } 
} 
 

9.2 ログインおよび ping テスト 
 

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM API を使用して CSM サーバにログインし、
「ping」を要求する REST クライアントを示します。上記で定義したとおり client.properties ファイルを使
用します。 

 

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 
/** 
  * Sample Program to login to the CSM Server and send a ping request 
 */ 
import java.io.IOException; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
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import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.ParseException; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.util.Properties; 
 
public class RestClient { 
  
 public static CookieStore ascookie = null; 
 public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
 static{ 
  initSSL(); 
 } 
 
 
 private static void initSSL() { 
  SSLContext sslContext = null; 
  try { 
   sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
   sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
    public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
     System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
     return null; 
    } 
    public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
     System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
    } 
    public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
     System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
    } 
   }}, new SecureRandom()); 
 
 
   SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
   Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
   SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
   schemeRegistry.register(httpsScheme); 
   HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
   ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, 
schemeRegistry); 
   httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (KeyManagementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
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  * @param uri 
  * @param PayLoad 
  * @param host 
  * @param isCookieNeeded 
  * @return 
  * @throws IOException  
  * @throws ClientProtocolException  
  */ 
 public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
ClientProtocolException, IOException { 
 
  HttpResponse httpresponse = null; 
  HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
  if (isCookieNeeded) { 
   httpclient.setCookieStore(ascookie); 
  } 
  httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
  StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
  httppost.setEntity(strEntity); 
  System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
  httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
  ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
  processResponse(httpresponse); 
 
 } 
 
 public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws ParseException, IOException { 
  HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
  String response = EntityUtils.toString(ent); 
 
  if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
   StatusLine sl; 
   if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
    if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
     System.out.println("Hit Authorization exception"); 
     System.out.println(response); 
     //Do something... 
    }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
     System.out.println("The request is a success..."); 
     System.out.println(response); 
     //Do something... 
    }else{ 
     System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
     System.out.println(response); 
     //Do something... 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Main method processing the request/response 
  * @param args 
  */ 
 public static void main(String[] args){ 
  try{ 
   //Load the basic properties 
   FileInputStream fis = null; 
   Properties prop = new Properties(); 
   fis = new FileInputStream(args[0]); 
   prop.load(fis); 
 
   String host = prop.getProperty("HOST"); 
   String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
   String username = prop.getProperty("USER"); 
   String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
   String path = prop.getProperty("URI"); 
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   //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
   URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
   String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
   boolean autoLogin = false; 
   if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
    autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
   } 
 
   RestClient client = new RestClient(); 
   if(uri.toString().endsWith("login")){ 
    client.doPost(uri, payload, host, false); 
   }else{ 
    //Step 1 : 
    if(autoLogin){ 
     String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest  
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
     client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
    } 
    //Step 2: 
    client.doPost(uri, payload, host, true); 
   } 
  }catch(Exception ex){ex.printStackTrace(); usage();} 
 } 
 
 public static void usage(){ 
  System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
  System.out.println("Usage : "); 
  System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
 } 
} 

 

   

9.3 ファイアウォールのフェッチ CLI 設定 
 

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM データベースからファイアウォールの未処理
の CLI 設定を読み込む際に CSM API を使用する REST クライアントプログラムを示します。入力として
次の client.properties を使用します（サーバインベントリのデバイス名に一致するようにデバイス名を変
更する）。 

 
USER=admin 
PASSWORD=admin 
HOST=localhost 
XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\ 
<n:deviceConfigByNameRequest xmlns:n=\"csm\"  xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\">\ 
   <protVersion>1.0</protVersion>\ 
   <reqId>123</reqId>\ 
   <name>firewall_device</name>\ 
</n:deviceConfigByNameRequest> 
 
# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied  
# requires login to be done as a prerequisite. 
LOGIN_REQUIRED=true 
URI=https://localhost/nbi/configservice/getDeviceConfigByName 
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コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 

/** 
 * Sample Program to get entire CLI of a firewall 
 */ 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.xml.sax.SAXException; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.util.Properties; 
 
public class RestClient { 
 
    public static CookieStore ascookie = null; 
    public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
    static{ 
        initSSL(); 
    } 
 
 
    private static void initSSL() { 
        SSLContext sslContext = null; 
        try { 
            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
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                    System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
                    return null; 
                } 
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
                } 
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
                } 
            }}, new SecureRandom()); 
 
 
            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
            schemeRegistry.register(httpsScheme); 
            HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry); 
            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (KeyManagementException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
     * @param uri 
     * @param host 
     * @param isCookieNeeded 
     * @return 
     * @throws IOException 
     * @throws ClientProtocolException 
     */ 
    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
Exception { 
 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        processResponse(httpresponse); 
 
    } 
 
    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, 
SAXException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
 
        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code"); 
        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
            Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) { 
                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description"); 
                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) { 
                    Element element2 = (Element) nodes.item(j); 
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                    throw new Exception(element2.getTextContent()); 
                } 
            } 
        } 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Main method processing the request/response 
     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args){ 
        try{ 
            //Load the basic properties 
            FileInputStream fis = null; 
            Properties prop = new Properties(); 
            fis = new FileInputStream(args[0]); 
            prop.load(fis); 
 
            String host = prop.getProperty("HOST"); 
            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
            String username = prop.getProperty("USER"); 
            String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
            String path = prop.getProperty("URI"); 
            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
            boolean autoLogin = false; 
            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
                autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
            } 
 
            RestClient client = new RestClient(); 
            if(uri.toString().endsWith("login")){ 
                client.doPost(uri, payload, host, false); 
            }else{ 
                //Step 1 : 
                if(autoLogin){ 
                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest  
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
                } 
                //Step 2: 
                client.doPost(uri, payload, host, true); 
            } 
        }catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); usage();} 
    } 
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    public static void usage(){ 
        System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
        System.out.println("Usage : "); 
        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
    } 
} 

9.4 ファイアウォールデバイスでの show access-list の実行 
 

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、ファイアウォールデバイスで show access-list コマン
ドを実行する際に CSM API を使用する REST クライアントを示します。入力として次の client.properties を
使用します（deviceIP を変更してサーバインベントリの有効なデバイスの IP に一致させます）。 

 
USER=admin 
PASSWORD=admin 
HOST=localhost 
XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\ 
<csm:execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest  xmlns:csm=\"csm\">\ 
   <protVersion>1.0</protVersion>\ 
   <reqId>123</reqId>\ 
   <deviceReadOnlyCLICmd>\ 
       <deviceIP>192.168.1.1</deviceIP>\ 
       <cmd>show</cmd>\ 
       <argument>access-list</argument>\ 
   </deviceReadOnlyCLICmd>\ 
</csm:execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest> 
 
# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied  
# requires login to be done as a prerequisite. 
LOGIN_REQUIRED=true 
URI=https://localhost/nbi/utilservice/execDeviceReadOnlyCLICmds 
 

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 

/** 
 * Sample program to execute a show access-list command on a firewall 
 */ 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
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import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.xml.sax.InputSource; 
import org.xml.sax.SAXException; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.util.Properties; 
 
public class RestClient { 
 
    public static CookieStore ascookie = null; 
    public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
    static{ 
        initSSL(); 
    } 
 
 
    private static void initSSL() { 
        SSLContext sslContext = null; 
        try { 
            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
                    System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
                    return null; 
                } 
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
                } 
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
                } 
            }}, new SecureRandom()); 
 
 
            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
            schemeRegistry.register(httpsScheme); 
            HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry); 
            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (KeyManagementException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
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    /** 
     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
     * @param uri 
     * @param host 
     * @param isCookieNeeded 
     * @return 
     * @throws IOException 
     * @throws ClientProtocolException 
     */ 
    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
Exception { 
 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        processResponse(httpresponse); 
 
    } 
 
    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, 
SAXException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
 
        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code"); 
        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
            Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) { 
                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description"); 
                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) { 
                    Element element2 = (Element) nodes.item(j); 
                    throw new Exception(element2.getTextContent()); 
                } 
            } 
        } 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Main method processing the request/response 
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     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args){ 
        try{ 
            //Load the basic properties 
            FileInputStream fis = null; 
            Properties prop = new Properties(); 
            fis = new FileInputStream(args[0]); 
            prop.load(fis); 
 
            String host = prop.getProperty("HOST"); 
            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
            String username = prop.getProperty("USER"); 
            String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
            String path = prop.getProperty("URI"); 
            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
            boolean autoLogin = false; 
            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
                autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
            } 
 
            RestClient client = new RestClient(); 
            if(uri.toString().endsWith("login")){ 
                client.doPost(uri, payload, host, false); 
            }else{ 
                //Step 1 : 
                if(autoLogin){ 
                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest  
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
                } 
                //Step 2: 
                client.doPost(uri, payload, host, true); 
            } 
        }catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); usage();} 
    } 
 
    public static void usage(){ 
        System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
        System.out.println("Usage : "); 
        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
    } 
} 
 

9.5 フェッチ  CSM によって定義されているファイア
ウォールポリシー 

 

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM UI で定義される通り、CSM のファイア
ウォールポリシーをフェッチする REST クライアントを示します。次の client.properties ファイルを使用
します（サーバインベントリのデバイスの GID に一致するように GID 値を変更してください）。 
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USER=admin 
PASSWORD=admin 
HOST=localhost 
XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\ 
<csm:policyConfigByDeviceGIDRequest  xmlns:csm=\"csm\">\ 
   <protVersion>1.0</protVersion>\ 
   <reqId>123</reqId>\ 
   <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967307</gid>\ 
  <policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>\ 
</csm:policyConfigByDeviceGIDRequest> 
 
# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied  
# requires login to be done as a prerequisite. 
LOGIN_REQUIRED=true 
URI=https://localhost/nbi/configservice/getPolicyConfigById 
 

 

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 
/** 
 * Sample Program to get access rules defined on a firewall as it appears in the 
 * CSM UI. 
 */ 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.xml.sax.InputSource; 
import org.xml.sax.SAXException; 
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import java.io.FileInputStream; 
import java.util.Properties; 
 
public class RestClient { 
 
    public static CookieStore ascookie = null; 
    public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
    static{ 
        initSSL(); 
    } 
 
 
    private static void initSSL() { 
        SSLContext sslContext = null; 
        try { 
            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
                    System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
                    return null; 
                } 
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
                } 
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
                } 
            }}, new SecureRandom()); 
 
 
            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
            schemeRegistry.register(httpsScheme); 
            HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry); 
            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (KeyManagementException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
     * @param uri 
     * @param host 
     * @param isCookieNeeded 
     * @return 
     * @throws IOException 
     * @throws ClientProtocolException 
     */ 
    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
Exception { 
 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
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        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        processResponse(httpresponse); 
 
    } 
 
    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, 
SAXException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
 
        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code"); 
        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
            Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) { 
                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description"); 
                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) { 
                    Element element2 = (Element) nodes.item(j); 
                    throw new Exception(element2.getTextContent()); 
                } 
            } 
        } 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Main method processing the request/response 
     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args){ 
        try{ 
            //Load the basic properties 
            FileInputStream fis = null; 
            Properties prop = new Properties(); 
            fis = new FileInputStream(args[0]); 
            prop.load(fis); 
 
            String host = prop.getProperty("HOST"); 
            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
            String username = prop.getProperty("USER"); 
            String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
            String path = prop.getProperty("URI"); 
            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
            boolean autoLogin = false; 
            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
                autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
            } 
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            RestClient client = new RestClient(); 
            if(uri.toString().endsWith("login")){ 
                client.doPost(uri, payload, host, false); 
            }else{ 
                //Step 1 : 
                if(autoLogin){ 
                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest  
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
                } 
                //Step 2: 
                client.doPost(uri, payload, host, true); 
            } 
        }catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); usage();} 
    } 
 
    public static void usage(){ 
        System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
        System.out.println("Usage : "); 
        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
    } 
} 
 

9.6 すべてのデバイスに割り当てられている共有ポリシー
のリスト 

 

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM のデバイスインベントリを繰り返し、すべて
のデバイスに直接割り当てられている共有ポリシーをリストする REST クライアントを示します。次の 
client.properties ファイルを使用してください。 

 
USER=admin 
PASSWORD=admin 
HOST=localhost 
XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\ 
<csm:deviceListByCapabilityRequest xmlns:csm=\"csm\">\ 
   <protVersion>1.0</protVersion>\ 
   <reqId>123</reqId>\ 
   <deviceCapability>*</deviceCapability>\ 
</csm:deviceListByCapabilityRequest> 
XML_REQUEST1=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\ 
<csm:policyListByDeviceGIDRequest xmlns:csm=\"csm\">\ 
   <protVersion>1.0</protVersion>\ 
   <reqId>123</reqId>\ 
   <gid>DEVICE_ID</gid>\ 
</csm:policyListByDeviceGIDRequest> 
 
# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied  
# requires login to be done as a prerequisite. 
LOGIN_REQUIRED=true 
URI=https://localhost/nbi/configservice/getDeviceListByType 
URI1=https://localhost/nbi/configservice/getPolicyListByDeviceGID 
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コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 
/** 
 * Sample program to collect the Shared Access Rules applied to Devices in CSM. 
 */ 
import java.io.*; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.xml.sax.InputSource; 
import org.xml.sax.SAXException; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Properties; 
 
public class RestClient { 
 
    public static CookieStore ascookie = null; 
    public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
    static{ 
        initSSL(); 
    } 
 
 
    private static void initSSL() { 
        SSLContext sslContext = null; 
        try { 
            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
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                    System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
                    return null; 
                } 
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
                } 
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
                } 
            }}, new SecureRandom()); 
 
 
            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
            schemeRegistry.register(httpsScheme); 
            HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry); 
            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (KeyManagementException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
     * @param uri 
     * @param host 
     * @param isCookieNeeded 
     * @return 
     * @throws IOException 
     * @throws ClientProtocolException 
     */ 
    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
Exception { 
 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        processResponse(httpresponse); 
 
    } 
 
    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, 
SAXException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
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                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Main method processing the request/response 
     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args){ 
        try{ 
            //Load the basic properties 
            FileInputStream fis = null; 
            Properties prop = new Properties(); 
            fis = new FileInputStream(args[0]); 
            prop.load(fis); 
 
            String host = prop.getProperty("HOST"); 
            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
            String username = prop.getProperty("USER"); 
            String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
            String path = prop.getProperty("URI"); 
            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
            String policy_req = prop.getProperty("XML_REQUEST1"); 
            String policy_req_path = prop.getProperty("URI1"); 
 
            boolean autoLogin = false; 
            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
                autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
            } 
 
            RestClient client = new RestClient(); 
            if(uri.toString().endsWith("login")){ 
                client.doPost(uri, payload, host, false); 
            }else{ 
                //Step 1 : 
                if(autoLogin){ 
                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest  
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
                } 
                //Step 2: Get All Devices 
                ArrayList devices = client.getDeviceList(uri, payload, host, true); 
 
                //Step3: Get Shared Policies on Devices. 
                ArrayList sharedAccessRules = new ArrayList(); 
                for (int i = 0; i < devices.size(); i++) { 
                    String device = (String) devices.get(i); 
                    String policy_request = policy_req.replace("DEVICE_ID", device); 
                    ArrayList policies = client.getPolicyList(new URI(policy_req_path), 
policy_request, host, true); 
                    if(policies!= null) { 
                        sharedAccessRules.addAll(policies); 
                    } 
                    System.out.println(sharedAccessRules); 
                } 
            } 
        }catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); usage();} 
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    } 
 
    private ArrayList getPolicyList(URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) 
throws Exception { 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        //processResponse(httpresponse); 
        return getPolicyList(httpresponse); 
    } 
 
    private ArrayList getPolicyList(HttpResponse httpresponse) throws IOException, SAXException, 
ParserConfigurationException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        System.out.println(response); 
        ArrayList<String> retArr = new ArrayList(); 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    DocumentBuilder domp = 
DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
                            Document doc = domp.parse(new 
ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
                     
                    NodeList errorNodes = 
doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("policyDesc"); 
                    for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
                        Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
                        String text = element.getTextContent(); 
                        if(text != null && !text.equals("")&& 
text.indexOf("DeviceAccessRuleFirewallPolicy")>=0) { 
                            text = text.replaceAll("DeviceAccessRuleFirewallPolicy", ""); 
                            if(!text.equals("-- local --"))// Filter out Local rules. 
                                retArr.add(text); 
                        } 
                    } 
 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
        return retArr; 
    } 
 
    private ArrayList getDeviceList(URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) 
throws Exception { 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
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        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        //processResponse(httpresponse); 
        return getDeviceList(httpresponse); 
    } 
 
    private ArrayList getDeviceList(HttpResponse httpresponse) throws IOException, SAXException, 
ParserConfigurationException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        ArrayList<String> retArr = new ArrayList(); 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    DocumentBuilder domp = 
DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
                            Document doc = domp.parse(new 
ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
                     
                    NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("gid"); 
                    for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
                        Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
                        if(element.getTextContent() != null 
&& !element.getTextContent().equals("")) { 
                            retArr.add(element.getTextContent()); 
                        } 
                    } 
 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
        return retArr; 
    } 
 
    public static void usage(){ 
        System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
        System.out.println("Usage : "); 
        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
    } 
} 
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9.7 特定の共有ポリシーのリストの内容 
 

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、REST クライアントがファイアウォールアクセスルー
ル共有ポリシーの名前を指定してその内容をリストする方法を示します。次に示すように client.properties 
ファイルを使用します（プロパティファイルで適切に定義された変更の共有ポリシーの名前）。 

 
USER=admin 
PASSWORD=admin 
HOST=localhost 
XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\ 
<csm:policyConfigByNameRequest  xmlns:csm=\"csm\">\ 
   <protVersion>1.0</protVersion>\ 
   <reqId>123</reqId>\ 
   <name>ACL1</name>\ 
   <policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>\ 
</csm:policyConfigByNameRequest> 
# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied 
# requires login to be done as a prerequisite. 
LOGIN_REQUIRED=true 
URI=https://localhost/nbi/configservice/getPolicyConfigByName 
  

 

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 
/** 
 * Sample program to get the contents of a shared policy given the shared policy name. 
 */ 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
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import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.xml.sax.InputSource; 
import org.xml.sax.SAXException; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.util.Properties; 
 
public class RestClient { 
 
    public static CookieStore ascookie = null; 
    public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
    static{ 
        initSSL(); 
    } 
 
 
    private static void initSSL() { 
        SSLContext sslContext = null; 
        try { 
            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
                    System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
                    return null; 
                } 
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
                } 
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
                } 
            }}, new SecureRandom()); 
 
 
            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
            schemeRegistry.register(httpsScheme); 
            HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry); 
            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (KeyManagementException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
     * @param uri 
     * @param host 
     * @param isCookieNeeded 
     * @return 
     * @throws IOException 
     * @throws ClientProtocolException 
     */ 
    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
Exception { 
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        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        processResponse(httpresponse); 
 
    } 
 
    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, 
SAXException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
 
        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code"); 
        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
            Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) { 
                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description"); 
                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) { 
                    Element element2 = (Element) nodes.item(j); 
                    throw new Exception(element2.getTextContent()); 
                } 
            } 
        } 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Main method processing the request/response 
     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args){ 
        try{ 
            //Load the basic properties 
            FileInputStream fis = null; 
            Properties prop = new Properties(); 
            fis = new FileInputStream(args[0]); 
            prop.load(fis); 
 
            String host = prop.getProperty("HOST"); 
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            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
            String username = prop.getProperty("USER"); 
            String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
            String path = prop.getProperty("URI"); 
            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
            boolean autoLogin = false; 
            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
                autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
            } 
 
            RestClient client = new RestClient(); 
            if(uri.toString().endsWith("login")){ 
                client.doPost(uri, payload, host, false); 
            }else{ 
                //Step 1 : 
                if(autoLogin){ 
                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest  
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
                } 
                //Step 2: 
                client.doPost(uri, payload, host, true); 
            } 
        }catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); usage();} 
    } 
 
    public static void usage(){ 
        System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
        System.out.println("Usage : "); 
        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
    } 
} 
 

9.8 変更通知のサブスクライブ：展開、OOB 
 

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、REST クライアントが CSM からの変更通知を登録
し、展開および Out of Band（OOB）イベントを受け取る方法を示します。変更通知を受信するには、ク
ライアントは、CSM が「非同期」通知を送信する特定の syslog サービス（IP およびポート）を登録す
ることに注意してください。実際の通知を確認するには、オープンソースの Syslog サーバを使用する、
または指定された IP/Port で簡易 UDP リスナーを実行して通知の内容をリストします（次の SyslogServer 
要素を参照してください）。 

 

次のように client.properties ファイルを使用してください。 

 
USER=admin 
PASSWORD=admin 
HOST=localhost 
XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\ 
<csm:eventSubRequest xmlns:csm=\"csm\">\ 
   <op>add</op>\ 
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   <subscriptionId>123454</subscriptionId>\ 
   <eventFilterItem>\ 
   <filterEventType>syslog</filterEventType>\ 
   <filterEventFormat>xml</filterEventFormat>\ 
   <filterEventCategory>configChange</filterEventCategory>\ 
   </eventFilterItem>\ 
   <syslogServer>\ 
       <port>514</port>\ 
       <destAddress>10.10.10.10</destAddress>\ 
   </syslogServer>\ 
</csm:eventSubRequest> 
 
# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied  
# requires login to be done as a prerequisite. 
LOGIN_REQUIRED=true 
URI=https://localhost/nbi/eventservice/eventSubscription 
 

 

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。 

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>] 

 

クラス RestClient.java 

 
/** 
 * Sample program to subscribe to change events and get more details on latest change. 
 */ 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.URI; 
import java.security.KeyManagementException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
import java.util.Properties; 
 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.TrustManager; 
import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.CookieStore; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager; 
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme; 
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry; 
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
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import org.xml.sax.SAXException; 
 
 
public class RestClient { 
 
    public static CookieStore ascookie = null; 
    public static DefaultHttpClient httpclient; 
 
    static{ 
        initSSL(); 
    } 
 
 
    private static void initSSL() { 
        SSLContext sslContext = null; 
        try { 
            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() { 
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
                    System.out.println("getAcceptedIssuers ============="); 
                    return null; 
                } 
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkClientTrusted ============="); 
                } 
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { 
                    System.out.println("checkServerTrusted ============="); 
                } 
            }}, new SecureRandom()); 
 
 
            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext); 
 
            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf); 
            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry(); 
            schemeRegistry.register(httpsScheme); 
            HttpParams params = new BasicHttpParams(); 
            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry); 
            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (KeyManagementException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string. 
     * @param uri 
     * @param host 
     * @param isCookieNeeded 
     * @return 
     * @throws IOException 
     * @throws ClientProtocolException 
     */ 
    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws 
Exception { 
 
        HttpResponse httpresponse = null; 
        HttpPost httppost = new HttpPost (uri); 
 
        if (isCookieNeeded) { 
            httpclient.setCookieStore(ascookie); 
        } 
        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml"); 
        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8"); 
        httppost.setEntity(strEntity); 
        System.out.println("Calling : "+uri.toString()); 
        httpresponse = httpclient.execute(httppost); 
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        ascookie = httpclient.getCookieStore(); 
        processResponse(httpresponse); 
 
    } 
 
    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, 
SAXException { 
        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity(); 
        String response = EntityUtils.toString(ent); 
        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes())); 
 
        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code"); 
        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) { 
            Element element = (Element) errorNodes.item(i); 
            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) { 
                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description"); 
                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) { 
                    Element element2 = (Element) nodes.item(j); 
                    throw new Exception(element2.getTextContent()); 
                } 
            } 
        } 
        if(response != null && response.trim().length() != 0){ 
            StatusLine sl; 
            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) { 
                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) { 
                    System.out.println("Hit Authorization exception"); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) { 
                    System.out.println("The request is a success..."); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                }else{ 
                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status 
code :"+sl.getStatusCode()); 
                    System.out.println(response); 
                    //Do something... 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Main method processing the request/response 
     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args){ 
        try{ 
            //Load the basic properties 
            FileInputStream fis = null; 
            Properties prop = new Properties(); 
            fis = new FileInputStream(args[0]); 
            prop.load(fis); 
 
            String host = prop.getProperty("HOST"); 
            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST"); 
            String username = prop.getProperty("USER"); 
            String password = prop.getProperty("PASSWORD"); 
            String path = prop.getProperty("URI"); 
            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file 
            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path); 
            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED"); 
            boolean autoLogin = false; 
            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){ 
                autoLogin = Boolean.valueOf(temp); 
            } 
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            RestClient client = new RestClient(); 
            if(uri.toString().endsWith("login")){ 
                client.doPost(uri, payload, host, false); 
            }else{ 
                //Step 1 : 
                if(autoLogin){ 
                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-
8\"?><csm:loginRequest  
xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</usernam
e><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>"; 
                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, 
false); 
                } 
                //Step 2: 
                client.doPost(uri, payload, host, true); 
            } 
        }catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); usage();} 
    } 
 
    public static void usage(){ 
        System.out.println("Please check the data entered in the properties file"); 
        System.out.println("Usage : "); 
        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]"); 
    } 
} 
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10 トラブルシューティング（共通シナリオ） 
 

症状：サーバと通信する際の証明書エラー 

CSM サーバは自己署名証明書を使用します。自己署名証明書を受け入れるようにクライアントプログラ
ムを変更します。また API アクセスは HTTPS 経由でのみ可能で、セキュリティ上の理由から HTTP アク
セスはディセーブルです。 
 

症状：ログイン成功後も認証エラー 

セッションがタイムアウトになるか無効になった場合に、断続セッションエラーが表示されます。デ
フォルトのセッションの非アクティブタイムアウトは 15 分です。セッションは ping またはハートビート
機能を使用してアライブ状態を保持できます。 
 

症状：CSM GUI で入力されるインライン IP がオブジェクトとして取得される 

便宜上、CSM はポリシーオブジェクト内の特定のインライン値（IP、インターフェイス名など）を自動
的にカプセル化します。 
 

症状：API 経由で取得した場合、CSM クライアント UI に表示されるデータが、応答データに表示され
ない 

これは、さまざまな理由が原因です。そのうちのいくつかを次にリストします。 

• API はコミット済みのデータのみを返します（つまりすべての変更を送信する必要があります）。
このため、クライアントに表示されているすべてのデータがコミットされたかどうかを確認し
ます。 

• API アクセスに関連しない可能性があるため、CSM 特有の設定が応答で返されないことがあり
ます。 

• データにアクセスするのに十分な Role Based Access Control（RBAC）特権をユーザが持っている
かどうかを確認します。 

 

症状：クライアントがサーバからイベント通知を受信しない 

以下はこの問題の原因の一部です。 

• イベントサブスクリプションが実施されていない、または通知を受信する不正な syslog サーバで
登録されています。 

• イベントサブスクリプションの登録に使用されるセッションがタイムアウトになりました。すべ
てのイベント通知がユーザセッションに関連付けられます。ユーザセッションが無効になると、
そのユーザセッションのすべてのイベント通知が停止します。 
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11 XML スキーマ 
XML スキーマは 4 個のファイルに分割されます。 

11.1 Common XSD 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm"> 
 <xs:simpleType name="ObjectIdentifier"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="ObjectIdentifierList"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="BaseObject"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="lastUpdateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="updatedByUser" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="lastCommitTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ticketId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="activityName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="BaseError"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="code" type="xs:unsignedLong" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="description" type="xs:string" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="BaseReqResp"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="protVersion" type="xs:double" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="reqId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="startIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="endIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="totalCount" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="error" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="EntityDescriptor"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="device" type="Device"/> 
 <xs:complexType name="Device"> 
  <xs:complexContent> 
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   <xs:extension base="BaseObject"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="osType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="osVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="imageName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="sysObjectID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="fullConfig" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="mgmtInterface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="interfaceList" type="InterfaceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="virtualContextList" type="Device" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
     <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PortIdentifier"> 
  <xs:sequence> 
   <!-- for non-modular chassis or chassis with a continuous port numbering scheme slot/module are 
not included --> 
   <xs:element name="slotNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="moduleNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="portNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="ProtocolPort"> 
  <xs:restriction base="xs:string"/> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="InterfaceList"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="interface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Interface"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="identifier" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipInterface" type="IPInterfaceAttrs" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="macInterface" type="MACInterfaceAttrs" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="MACInterfaceAttrs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="macAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="IPInterfaceAttrs"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="domainName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="ipAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="isNatAddress" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="realIpAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!--<xs:simpleType name="InterfaceType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="enet"/> 
   <xs:enumeration value="genet"/> 
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   <xs:enumeration value="10genet"/> 
   <xs:enumeration value="100genet"/> 
   <xs:enumeration value="mgmt"/> 
   <xs:enumeration value="tunnel"/> 
   <xs:enumeration value="sensor"/> 
   <xs:enumeration value="serial"/> 
   <xs:enumeration value="vlan"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> --> 
 <xs:simpleType name="OSType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="ios"/> 
   <xs:enumeration value="fwsm"/> 
   <xs:enumeration value="asa"/> 
   <xs:enumeration value="ips"/> 
   <xs:enumeration value="pix"/> 
   <xs:enumeration value="undefined"/> 
    
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IPTransportProtocol"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="TCP"/> 
   <xs:enumeration value="UDP"/> 
   <xs:enumeration value="IP"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ConfigurationState"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="undefined"/> 
   <xs:enumeration value="committed"/> 
   <xs:enumeration value="deployed"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DeviceCapability"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="firewall"/> 
   <xs:enumeration value="ids"/> 
   <xs:enumeration value="router"/> 
   <xs:enumeration value="switch"/> 
   <xs:enumeration value="*"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="DeviceGroup"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseObject"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="path" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="device" type="Device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
     <xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeviceGroupPath"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="pathItem" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
281 ページ 

 <xs:simpleType name="SubscriptionOperation"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="add"/> 
   <xs:enumeration value="delete"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <!-- Common Service Methods 
    --> 
    <!-- Generic error --> 
    <xs:element name="baseError" type="BaseError"/> 
 <xs:element name="loginRequest" type="LoginRequest"/> 
 <xs:complexType name="LoginRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="username" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="password" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="heartbeatRequested" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="callbackUrl" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="loginResponse" type="LoginResponse"/> 
 <xs:complexType name="LoginResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="sessionTimeoutInMins" type="xs:positiveInteger" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="heartbeatCallbackRequest" type="HeartbeatCallbackRequest"/> 
 <xs:complexType name="HeartbeatCallbackRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="logoutRequest" type="LogoutRequest"/> 
 <xs:complexType name="LogoutRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="logoutResponse" type="LogoutResponse"/> 
 <xs:complexType name="LogoutResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="pingRequest" type="PingRequest"/> 
 <xs:complexType name="PingRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:element name="pingResponse" type="PingResponse"/> 
 <xs:complexType name="PingResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="getServiceInfoRequest" type="GetServiceInfoRequest"/> 
 <xs:complexType name="GetServiceInfoRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="getServiceInfoResponse" type="GetServiceInfoResponse"/> 
 <xs:complexType name="GetServiceInfoResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="serviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="serviceDesc" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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11.2 Config XSD 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2011 (x64) (http://www.altova.com) by Rakesh (Cisco) --> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm"> 
    <xs:include schemaLocation="common.xsd"/> 
    <xs:complexType name="BasePolicy" > 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseObject"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="orderId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isMandatoryAggregation" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="eventCorrelationID" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="BasePolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseObject"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="nodeGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isProperty" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="subType" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isGroup" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="refGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="eventCorrelationID" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="NetworkInterfaceObjectsRefs"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:element name="interfaceRoleObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:choice> 
                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
            </xs:choice> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="NetworkObjectsRefs"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:choice> 
                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
            </xs:choice> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRef"> 
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        <xs:sequence> 
              <xs:element name="securityGrpObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
              <xs:element name="secName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
              <xs:element name="secTag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRefs"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="IdentityUserGrpObjectsRefs"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="identityUserGrpObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
            <xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="NetworkObjectRefs"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="networkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:choice> 
                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            </xs:choice> 
    <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="NetworkOrIPRef"> 
        <xs:choice> 
            <xs:element name="hostOrNetworkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
            <xs:choice> 
                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
            </xs:choice> 
        </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="NetworkPolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:choice> 
                        <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                        <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                    </xs:choice> 
                    <xs:element name="fqdnData" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="value" type="xs:string" minOccurs="0" 
         maxOccurs="1" /> 
        <xs:element name="fqdnType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
         <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:token"> 
           <xs:enumeration value="IPv4 Only" /> 
           <xs:enumeration value="IPv6 Only" /> 
           <xs:enumeration value="Default" /> 
          </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
        </xs:element> 
       </xs:sequence> 
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      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="IdentityUserGroupPolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                    <xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="SecurityGroupPolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef" 
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:simpleType name="OperatorType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="gt" /> 
   <xs:enumeration value="lt" /> 
   <xs:enumeration value="eq" /> 
   <xs:enumeration value="neq" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
  
 
 <xs:complexType name="PortListPolicyObject"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
    <xs:element name="port" type="PortRange" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
     
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="PortRange"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
   <xs:element name="operator" type="OperatorType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="startPort" type="PortIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>   
   <xs:element name="endPort" type="PortIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="ServiceParameters"> 
        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
            <xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
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            <xs:element name="sourcePort" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:choice> 
                        <xs:element name="port" type="ProtocolPort"/> 
                        <xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    </xs:choice> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="destinationPort" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:choice> 
                        <xs:element name="port" type="ProtocolPort"/> 
                        <xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    </xs:choice> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="icmpMessage" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="ServicePolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="serviceParameters" type="ServiceParameters" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                </xs:sequence>                 
            </xs:extension> 
             
        </xs:complexContent> 
              
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceRolePolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="pattern" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TimeRangePolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="startTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="endTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="recurrence" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:choice> 
                                <xs:element name="dayOfWeekInterval"> 
                                    <xs:complexType> 
                                        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                            <xs:element name="dayOfWeek" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                            <xs:element name="startTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                            <xs:element name="endTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                        </xs:sequence> 
                                    </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                                <xs:element name="weeklyInterval"> 
                                    <xs:complexType> 
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                                        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                            <xs:element name="startDay" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                            <xs:element name="startTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                            <xs:element name="endDay" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                            <xs:element name="endTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                        </xs:sequence> 
                                    </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                            </xs:choice> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="SLAMonitorPolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="slaId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="monitoredAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="dataSizeInBytes" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="thresholdInMilliSeconds" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="timeoutInMilliSeconds" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="frequencyInSeconds" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="toS" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="numberOfPackets" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="StandardACEPolicyObject"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="networkGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="doLogging" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="ExtendedACEPolicyObject"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="sourceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="destinationGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="serviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="doLogging" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="logInterval" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="logLevel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="logOption" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:extension> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ACLPolicyObject"> 
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        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicyObject"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="references" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                <xs:element name="sequenceNumber" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:choice> 
                                    <xs:element name="aclObjectReferenceGID" type="ObjectIdentifier"/> 
                                    <xs:element name="aceReferenceGID" type="ObjectIdentifier"/> 
                                </xs:choice> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DeviceAccessRuleFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="isEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="direction" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                            <xs:restriction base="xs:string"> 
                                <xs:enumeration value="in"/> 
                                <xs:enumeration value="out"/> 
                            </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                    </xs:element>                                         
                    <xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="sectionName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="interfaceRoleObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="users" type="IdentityUserGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="sources" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="services"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                <xs:element name="serviceObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="serviceParameters" type="ServiceParameters" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="logOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                <xs:element name="isFirewallLoggingEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                <xs:choice> 
                                    <xs:element name="isDefaultLogging" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                        <xs:element name="loggingInterval" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                        <xs:element name="loggingLevel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                    </xs:sequence> 
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                                </xs:choice> 
                                <xs:element name="isIOSLoggingEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="isLogInput" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="iosOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                            <xs:restriction base="xs:string"> 
                                <xs:enumeration value="None"/> 
                                <xs:enumeration value="Established"/> 
                                <xs:enumeration value="Fragment"/> 
                            </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="timeRangeObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="DeviceAccessRuleFirewallPolicy"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="sourceSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="destinationSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType>     
    <xs:complexType name="DeviceStaticRoutingFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="networks" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="gateway" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="metric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="tunnelled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="slaMonitorGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DeviceStaticRoutingRouterPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="destinationNetwork" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:choice> 
                                <xs:element name="useAsDefaultRoute" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="prefix" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:choice> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="fowarding" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:choice> 
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                                <xs:element name="forwardingInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="forwardingIPAddress" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
                            </xs:choice> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="distanceMetric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isPermanentRoute" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DeviceBGPRouterPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="asNumber" type="xs:unsignedLong" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="networks" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="neighbors" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
                                <xs:element name="ipAddress" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="asNumber" type="xs:unsignedLong" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="autoSummary" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="synchronization" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="logNeighbor" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="redistributionEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="protocol" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                    <xs:complexType> 
                                        <xs:choice> 
                                            <xs:element name="static" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                              <xs:simpleType> 
                                  <xs:restriction base="xs:string"> 
                                      <xs:enumeration value="IP"/> 
                                      <xs:enumeration value="OSI"/> 
                                  </xs:restriction> 
                              </xs:simpleType> 
                                            </xs:element> 
                                            <xs:element name="connected" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                            <xs:element name="rip" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                            <xs:element name="eigrp" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                                <xs:complexType> 
                                                    <xs:sequence> 
                                                        <xs:element name="asNumber" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
                                                    </xs:sequence> 
                                                </xs:complexType> 
                                            </xs:element> 
                                            <xs:element name="ospf" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                                <xs:complexType> 
                                                    <xs:sequence> 
                                                        <xs:element name="processId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
                                                        <xs:element name="match" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
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                                 <xs:simpleType> 
                                     <xs:restriction base="xs:string"> 
                                         <xs:enumeration value="Internal"/> 
                                         <xs:enumeration value="External1"/> 
                                         <xs:enumeration value="External2"/> 
                                         <xs:enumeration value="NSSAExternal1"/> 
                                         <xs:enumeration value="NSSAExternal2"/> 
                                     </xs:restriction> 
                                 </xs:simpleType> 
                                                        </xs:element> 
                                                    </xs:sequence> 
                                                </xs:complexType> 
                                            </xs:element> 
                                        </xs:choice> 
                                    </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                                <xs:element name="metric" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATRouterPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                   <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>  
                   <xs:element name="isNatInside" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>  
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="staticRuleType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                            <xs:restriction base="xs:string"> 
                                <xs:enumeration value="Static Host"/> 
                                <xs:enumeration value="Static Network"/> 
                                <xs:enumeration value="Static Port"/> 
                            </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:choice> 
                                <xs:element name="originalIP" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:choice> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="portRedirection" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
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                                <xs:element name="localPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="globalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="noAlias" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="noPayload" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="createExtTransEntry" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="trafficFlowAclObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:choice> 
                                <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="addressPool" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
                            </xs:choice> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="enablePortTrans" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="noTransVPN" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DeviceNATTimeoutsRouterPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="maxEntriesInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="timeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="udpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="dnsTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="tcpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="finRstTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="icmpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="pptpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="synTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
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    <!-- 
        Firewall NAT 
    --> 
    <!--  Reusable Firewall advanced options --> 
    <xs:complexType name="FirewallNATAdvancedOptions"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
            <xs:element name="maxTCPConnPerRule" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:element name="maxUDPConnPerRule" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:element name="maxEmbConnections" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
            <xs:element name="randomizeSeqNum" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <!-- Reusable NAT Type --> 
    <xs:simpleType name="NATType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="Static"/> 
            <xs:enumeration value="Dynamic"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <!-- Reusable Protocol Type --> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="ipAddressRange" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="isEnableTrafficWithoutTrans" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <!--<xs:element name="isEnableVPNTrafficWithoutTrans" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/>--> 
                    <xs:element name="isXlateByPass" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isExempt" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="original" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="fwsmAdvancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
294 ページ 

        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="original" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="original" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="serviceData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="serviceObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="translationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                            <xs:restriction base="xs:string"> 
                                <xs:enumeration value="NAT"/> 
                                <xs:enumeration value="PAT"/> 
                            </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="translated" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="policyNAT" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="destAddress" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                    <xs:complexType> 
                                        <xs:sequence> 
                                            <xs:element name="serviceData" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                            <xs:element name="serviceObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                        </xs:sequence> 
                                    </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="translatedPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PatOptions"> 
        <xs:sequence> 
  <xs:element name="patAddressPool" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
   <xs:complexType> 
    <xs:choice> 
     <xs:element name="patPoolAddressGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:choice> 
   </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="isPatAllocatedInRoundRobin" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
          </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATManualFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="section" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                            <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> 
                                <xs:enumeration value="1"/> 
                                <xs:enumeration value="2"/> 
                                <xs:enumeration value="3"/> 
                            </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="realInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:choice> 
                                <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="realInterfaceName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:choice> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
296 ページ 

                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="mappedInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:choice> 
                                <xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="mappedInterfaceName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:choice> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="source" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                                 <xs:complexType> 
                                  <xs:sequence> 
                                   <xs:element name="objectGID" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                   <xs:element name="patPool" type="PatOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="destination" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="natType" type="NATType" fixed="Static" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="originalObject" type="NetworkObjectRefs" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element name="translatedObjectGID" type="ObjectIdentifier" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="service" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="transObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="direction" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                            <xs:restriction base="xs:string"> 
                                <xs:enumeration value="Unidirectional"/> 
                                <xs:enumeration value="Bidirectional"/> 
                            </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="isNoProxyARP" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isRouteLookUp" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
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        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="InterfaceNATObjectFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BasePolicy"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="section" fixed="2" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:simpleType> 
                            <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> 
                                <xs:enumeration value="1"/> 
                                <xs:enumeration value="2"/> 
                                <xs:enumeration value="3"/> 
                            </xs:restriction> 
                        </xs:simpleType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="realInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="mappedInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                                 <xs:complexType> 
                                  <xs:sequence> 
                                   <xs:element name="objectGID" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                   <xs:element name="patPool" type="PatOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                  </xs:sequence> 
                                 </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
 
                    <xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isNoProxyARP" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isRouteLookUp" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="service" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="transPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <!-- Config Service Methods 
    --> 
    <xs:element name="groupListRequest" type="GroupListRequest"/> 
    <xs:complexType name="GroupListRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="includeEmptyGroups" type="xs:boolean"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 
    <xs:complexType name="InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
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            <xs:extension base="InterfaceNATManualFirewallPolicy"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="isInterfaceIpv6" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isNetToNet" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 
    <xs:element name="groupListResponse" type="GroupListResponse"/> 
    <xs:complexType name="GroupListResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="deviceListByCapabilityRequest" type="DeviceListByCapabilityRequest"/> 
    <xs:complexType name="DeviceListByCapabilityRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="deviceListResponse" type="DeviceListResponse"/> 
    <xs:complexType name="DeviceListResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="deviceId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                <xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <!-- ipv4address is made optional as there could be virtual contexts configured without ip --> 
                                <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="ipv4Address" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="sysObjectID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 
    <xs:complexType name="InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="InterfaceNATObjectFirewallPolicy"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="isInterfaceIpv6" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="isNetToNet" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
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        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 
    <xs:element name="deviceListByGroupRequest" type="DeviceListByGroupRequest"/> 
    <xs:complexType name="DeviceListByGroupRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="deviceGroupPath" type="DeviceGroupPath"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="deviceConfigByGIDRequest" type="DeviceConfigByGIDRequest"/> 
    <xs:complexType name="DeviceConfigByGIDRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="deviceConfigByNameRequest" type="DeviceConfigByNameRequest"/> 
    <xs:complexType name="DeviceConfigByNameRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="deviceConfigResponse" type="DeviceConfigResponse"/> 
    <xs:complexType name="DeviceConfigResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="device" type="Device" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyConfigByNameRequest" type="PolicyConfigByNameRequest"/> 
    <xs:complexType name="PolicyConfigByNameRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyConfigResponse" type="PolicyConfigResponse"/> 
    <xs:complexType name="PolicyConfigResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
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                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
                    <xs:element name="policy" type="BasePolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
                    <xs:element name="errorInfo" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyListByDeviceGIDRequest" type="PolicyListByDeviceGIDRequest"/> 
    <xs:complexType name="PolicyListByDeviceGIDRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyListDeviceResponse" type="PolicyListDeviceResponse"/> 
    <xs:complexType name="PolicyListDeviceResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="policyList" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="policyDesc" type="EntityDescriptor" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyNamesByTypeRequest" type="PolicyNamesByTypeRequest"/> 
    <xs:complexType name="PolicyNamesByTypeRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyConfigByDeviceGIDRequest" type="PolicyConfigByDeviceGIDRequest"/> 
    <xs:complexType name="PolicyConfigByDeviceGIDRequest"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
     <!-- for add / modify of any policy, currently allows only acls --> 
 <xs:element name="setPolicyConfigRequest" type="SetPolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="SetPolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
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    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:element name="deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" 
type="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" minOccurs="0" 
       maxOccurs="500" /> 
      <xs:element name="deviceAccessRuleFirewallPolicy" 
type="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
      <xs:element name="firewallACLSettingsPolicy" type="FirewallACLSettingsPolicy" 
minOccurs="0" maxOccurs="500"> 
      </xs:element> 
     </xs:choice> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="deletePolicyConfigRequest" type="DeletePolicyConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="DeletePolicyConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="policyGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="500" 
/> 
     <xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyNamesResponse" type="PolicyNamesResponse"/> 
    <xs:complexType name="PolicyNamesResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                    <xs:element name="policy" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence> 
                                <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="deviceAssignments" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                                    <xs:complexType> 
                                        <xs:sequence> 
                                            <xs:element name="device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                                <xs:complexType> 
                                                    <xs:sequence> 
                                                        <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
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                                                        <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
                                                    </xs:sequence> 
                                                </xs:complexType> 
                                            </xs:element> 
                                        </xs:sequence> 
                                    </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="policyConfigDeviceResponse" type="PolicyConfigDeviceResponse"/> 
    <xs:complexType name="PolicyConfigDeviceResponse"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                    <xs:element name="policy" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                <!-- ALL DEFINED POLICY TYPES --> 
                                <xs:element name="deviceAccessRuleFirewallPolicy" type="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" 
type="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="firewallACLSettingsPolicy" type="FirewallACLSettingsPolicy" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="deviceStaticRoutingRouterPolicy" type="DeviceStaticRoutingRouterPolicy" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="deviceStaticRoutingFirewallPolicy" type="DeviceStaticRoutingFirewallPolicy" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="deviceBgpRouterPolicy" type="DeviceBGPRouterPolicy" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATRouterPolicy" type="InterfaceNATRouterPolicy" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATStaticRulesRouterPolicy" 
type="InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATDynamicRulesRouterPolicy" 
type="InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="deviceNATTimeoutsRouterPolicy" type="DeviceNATTimeoutsRouterPolicy" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATAddressPoolFirewallPolicy" 
type="InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="deviceNATTransOptionsFirewallPolicy" 
type="DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy" 
type="InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy" 
type="InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy" 
type="InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATStaticRulesFirewallPolicy" 
type="InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATManualFirewallPolicy" 
type="InterfaceNATManualFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNATObjectFirewallPolicy" type="InterfaceNATObjectFirewallPolicy" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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                                <xs:element name="interfaceNAT64ManualFirewallPolicy" 
type="InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceNAT64ObjectFirewallPolicy" 
type="InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                 
                                <!-- ....... all other policies .. --> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:complexType> 
                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                                <!-- ALL DEFINED POLICY OBJECT TYPES --> 
                                <xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="slaMonitorPolicyObject" type="SLAMonitorPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="stdAcePolicyObject" type="StandardACEPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="extendedACEPolicyObject" type="ExtendedACEPolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" type="IdentityUserGroupPolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                                <!-- ....... all other policy objects .. --> 
                            </xs:sequence> 
                        </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
   <xs:element name="newCSMSessionRequest" type="CSMSessionRequest" /> 
 <xs:complexType name="CSMSessionRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="0" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="csmSessionDescription" type="xs:string" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="csmSessionResponse" type="CSMSessionResponse" /> 
 <xs:complexType name="CSMSessionResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
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    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" 
            maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeployDeviceAttrs"> 
  <xs:sequence>  
  <xs:element name="DeployOptions" minOccurs="0" 
     maxOccurs="1"> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:token"> 
     <xs:enumeration value="device" /> 
     <xs:enumeration value="file" /> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:element>       
  <xs:element name="filePath" type="xs:string" 
     minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="OOBdetectionbehavior" minOccurs="0" 
       maxOccurs="1"> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:token"> 
         <xs:enumeration value="over write changes and show warnings" /> 
         <xs:enumeration value="cancel deployment" /> 
         <xs:enumeration value="don not check for changes" /> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
     </xs:sequence> 
 
    </xs:complexType> 
 
 <xs:element name="deployConfigRequest" type="DeployConfigRequest" /> 
 <xs:complexType name="DeployConfigRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="deploymentOptions" type="DeployDeviceAttrs" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="deploymentComments" type="xs:string" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="deploymentMessageOptions" type="ValidationDetails" /> 

<xs:element name="csmSessionValidationResponse" type="CSMSessionValidationResponse" /> 
       <xs:complexType name="CSMSessionValidationResponse"> 
            <xs:complexContent> 
                  <xs:extension base="BaseReqResp"> 
                  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                  <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

 <xs:element name=""approvalRequired" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
                  <xs:element name="validationMessage" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
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                  <xs:element name="validationResults" type="ValidationResults" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
      </xs:complexType> 
       
    <xs:complexType name="ValidationResults"> 
            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
              <xs:element name="validationResult" type="ValidationResult" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
            </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
      <xs:complexType name="ValidationResult"> 
            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
                <xs:element name="validationDetails" type="ValidationDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
            </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ValidationDetails"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="1" 
    maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="severity" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:token"> 
      <xs:enumeration value="Critical" /> 
      <xs:enumeration value="Warning" /> 
      <xs:enumeration value="Info" /> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1" 
    maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0" 
    maxOccurs="1" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="DeploymentDeviceMsgDetails"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="Title" type="xs:string" minOccurs="1" 
    maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="severityval" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:token"> 
      <xs:enumeration value="Critical" /> 
      <xs:enumeration value="Warning" /> 
      <xs:enumeration value="Info" /> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1" 
    maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0" 
    maxOccurs="1" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeploymentStatusDetails"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
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      <xs:element name="deploymentMsgdetails" type="DeploymentDeviceMsgDetails" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeploymentStatus"> 
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="deploymentstatus" type="DeploymentStatusDetails" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  <xs:element name="deploymentResponse" type="DeploymentResponse" /> 
 <xs:complexType name="DeploymentResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="status" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="deploymentJobGID" type="ObjectIdentifier" maxOccurs="1" 
minOccurs="1"></xs:element> 
     <xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="devicesInProgress" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded" /> 
     <xs:element name="devicesSuccessList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
     <xs:element name="devicesFailureList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="csmSessionOperationRequest" type="CSMSessionOperationRequest" /> 
 <xs:complexType name="CSMSessionOperationRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:choice id="select"> 
      <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
       minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="1" 
       maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0" 
      maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="csmApproveOperationRequest" type="CSMApproveOperationRequest" /> 
  <xs:complexType name="CSMApproveOperationRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:choice id="approveselect"> 
      <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
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     <xs:element name="approvalStatus" type="xs:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  <xs:element name="csmApproveResultResponse" type="CSMApproveResultResponse" /> 
 <xs:complexType name="CSMApproveResultResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="submitCSMSessionRequest" type="SubmitCSMSessionRequest" /> 
 <xs:complexType name="SubmitCSMSessionRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="submitComments" type="xs:string" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="continueOnWarnings" type="xs:boolean" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="csmSessionResultResponse" type="CSMSessionResultResponse" /> 
 <xs:complexType name="CSMSessionResultResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:element name="addPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" /> 
 <xs:element name="modifyPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" /> 
 <xs:element name="deletePolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" /> 
 <xs:element name="getPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" /> 
 <xs:complexType name="ManagePolicyObjectRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" /> 
     <!-- if Redundant/Duplicate object is detected, throw warning (set: true) or continue (set: 
false) with saving --> 
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     <xs:element name="enforceDuplicateDetection" type="xs:boolean" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" /> 
     <!-- ALL Supported POLICY OBJECT TYPES --> 
     <xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="500" />  
     <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" 
type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" /> 
     <xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject" 
minOccurs="0" maxOccurs="500" />          
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:element name="addPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" /> 
 <xs:element name="modifyPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" /> 
 <xs:element name="deletePolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" /> 
 <xs:complexType name="ManagePolicyObjectResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="resultObject" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element type="xs:string" name="objectGID" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
        <xs:element type="xs:string" name="name" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
        <xs:element type="xs:string" name="type" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
        <xs:element type="xs:string" name="info" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
    
 <xs:element name="policyObjectConfigByTypeRequest" type="PolicyObjectConfigByTypeRequest" /> 
 <xs:complexType name="PolicyObjectConfigByTypeRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="policyObjectType" type="PolicyObjectType" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <!-- if Redundant  object is detected do you want to throw warning or  
      continue with saving --> 
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     <xs:element name="enforceConfDetection" type="xs:boolean" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <!-- use deviceGID if you want to override the bb for already defined  
      global BB --> 
     <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
      <!-- ALL Supported POLICY OBJECT TYPES --> 
      <xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" 
type="IdentityUserGroupPolicyObject" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject"  
       minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
      <!-- ....... all other policy objects .. --> 
 
     </xs:choice> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="deletePolicyObjectConfigByIdRequest" type="DeletePolicyObjectConfigByIdRequest" /> 
 <xs:complexType name="DeletePolicyObjectConfigByIdRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="xs:string" minOccurs="1" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="objectType" type="PolicyObjectType" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="policyObjectConfigResponse" type="PolicyObjectConfigResponse" /> 
 <xs:complexType name="PolicyObjectConfigResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="results" type="xs:string" minOccurs="0" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="details" type="xs:string" minOccurs="0" 
      maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <!-- ALL DEFINED POLICY OBJECT TYPES --> 
        <xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" 
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         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" 
type="InterfaceRolePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="timeRangePolicyObject" 
type="TimeRangePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="slaMonitorPolicyObject" 
type="SLAMonitorPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="stdAcePolicyObject" 
type="StandardACEPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="extendedACEPolicyObject" 
type="ExtendedACEPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" 
         type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="securityGroupPolicyObject" 
type="SecurityGroupPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <!-- ....... all other policy objects .. --> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
          <xs:element name="overrideDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
           <xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
           <xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
        <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="updateNotesByRuleIDRequest" type="UpdateNotesByRuleIDRequest" /> 
 <xs:complexType name="UpdateNotesByRuleIDRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="policyGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="policyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:token"> 
        <xs:enumeration value="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" /> 
        <xs:enumeration value="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" /> 
       </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="description" type="xs:string" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="reorderRulesRequest" type="ReorderRulesRequest" /> 
 <xs:complexType name="ReorderRulesRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
       <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="name" type="xs:string" 
                                minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
     <xs:element name="ruleGID" type="ObjectIdentifier" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    
     <xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="toOrderId" type="xs:unsignedInt" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 
 <xs:complexType name="DeployableDevicesListRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="deployableDevicesListRequest" type="DeployableDevicesListRequest"></xs:element> 
 <xs:complexType name="DeployJobStatusRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:choice id="selectReqType"> 
       <xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="deploymentJobGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
     </xs:choice> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:element name="deployJobStatusRequest" type="DeployJobStatusRequest"></xs:element> 
  
 <xs:complexType name="DeployableDevicesListResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="getPolicyObjectByGID" type="GetPolicyObjectByGID" /> 
 <xs:complexType name="GetPolicyObjectByGID"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">  
    <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    
    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
    
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="PolicyObjectType"> 
 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="NetworkPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="ServicePolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="IdentityUserGroupPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="InterfaceRolePolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="SecurityGroupPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="TimeRangePolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="PortListPolicyObject" />    
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="PolicyObjectTypeExtended"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="NetworkPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="ServicePolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="IdentityUserGroupPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="InterfaceRolePolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="SecurityGroupPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="TimeRangePolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="StandardACEPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="ExtendedACEPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="ACLPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="PortListPolicyObject" /> 
   <xs:enumeration value="SLAMonitorPolicyObject" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="OperationStatus"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="SUCCESS" /> 
   <xs:enumeration value="FAILED" /> 
  </xs:restriction> 



  
  

 
Cisco Security Manager 4.18 API 仕様（バージョン 2.4） 

 
313 ページ 

 </xs:simpleType> 
<xs:complexType name="FirewallACLSettingsPolicy"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BasePolicy"> 
   <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <!-- aclName is mandatory if request has Global interface or if user  
     defined acl is set as true. if useUserDefinedACLName defined aclname is true  
     then aclName will be ignored --> 
    <xs:element name="aclName" type="xs:string" minOccurs="0" 
     maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" 
     minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="trafficDirection" minOccurs="1" 
     maxOccurs="1"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:enumeration value="In" /> 
       <xs:enumeration value="Out" /> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="useUserDefinedACLName" type="xs:boolean" 
     minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="enablePerUserDownloadableACLs" type="xs:boolean" 
     minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="enableObjectGroupSearch" type="xs:boolean" 
     minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    <xs:element name="enableAccessListCompilation" type="xs:boolean" 
     minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   </xs:sequence> 
  </xs:extension> 
 </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
 
 <xs:simpleType name="PolicyConfigType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" /> 
   <xs:enumeration value="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" /> 
   <xs:enumeration value="FirewallACLSettingsPolicy" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
        <xs:element name="policyObjectsListByTypeRequest" type="PolicyObjectsListByTypeRequest" /> 
 <xs:complexType name="PolicyObjectsListByTypeRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:element name="policyObjectType" type="PolicyObjectType" 
      minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PolicyObjectsListResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
 
     <xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
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        <!-- ALL DEFINED POLICY OBJECT TYPES --> 
        <xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" 
type="InterfaceRolePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="timeRangePolicyObject" 
type="TimeRangePolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="slaMonitorPolicyObject" 
type="SLAMonitorPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="stdAcePolicyObject" 
type="StandardACEPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="extendedACEPolicyObject" 
type="ExtendedACEPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" 
         type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="securityGroupPolicyObject" 
type="SecurityGroupPolicyObject" 
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <!-- ....... all other policy objects .. --> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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11.3 Event XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm"> 
 <xs:include schemaLocation="common.xsd"/> 
 <xs:simpleType name="EventType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="syslog"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EventFormat"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="xml"/> 
   <xs:enumeration value="plainText"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EventCategory"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="configChange"/> 
   <xs:enumeration value="deviceStatus"/>  
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:element name="event" type="Event"/> 
 <xs:complexType name="Event"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element name="configChange" type="ConfigChangeEvent"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="UpdateType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="NO_OOB"/> 
   <xs:enumeration value="OOB"/> 
   <xs:enumeration value="DEVICE_DOWN"/> 
              <xs:enumeration value="DEVICE_UP"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DeploymentType"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="Device"/> 
   <xs:enumeration value="File"/> 
   <xs:enumeration value="AUS"/> 
   <xs:enumeration value="CNS"/> 
   <xs:enumeration value="TMS"/> 
   <xs:enumeration value="Unknown"/> 
   <xs:enumeration value="NOT_APPLICABLE"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="BaseEventDetails"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="eventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="eventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="time" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="content" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeviceSpecificEvent"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseEventDetails"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="srcIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcDns" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="srcOSType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
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  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <!-- Config Change Event --> 
 <xs:element name="configChangeEvent" type="ConfigChangeEvent"/> 
 <xs:complexType name="ConfigChangeEvent"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="DeviceSpecificEvent"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="deploymentType" type="DeploymentType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
    <xs:element name="deviceStatusEvent" type="DeviceStatusEvent"/> 
 <xs:complexType name="DeviceStatusEvent"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="DeviceSpecificEvent"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="EventFilterItem"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="filterEventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="filterEventFormat" type="EventFormat" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="filterEventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="SyslogServer"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="port" type="xs:positiveInteger" default="514" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="destAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="eventSubRequest" type="EventSubRequest"/> 
 <xs:complexType name="EventSubRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="op" type="SubscriptionOperation" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="eventFilterItem" type="EventFilterItem" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
     <xs:element name="syslogServer" type="SyslogServer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="eventSubResponse" type="EventSubResponse"/> 
 <xs:complexType name="EventSubResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
 

11.4 Utility XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSpy v2011 (http://www.altova.com) by BRIAN MCMAHON (CISCO) --> 
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<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm"> 
 <xs:include schemaLocation="common.xsd"/> 
 <xs:simpleType name="Result"> 
  <xs:restriction base="xs:token"> 
   <xs:enumeration value="ok"/> 
   <xs:enumeration value="timeout"/> 
   <xs:enumeration value="failed"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="DeviceReadOnlyCLICmd"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="cmd" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[sS][hH][oO][wW]"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="argument" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="execTimeout" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                   <xs:simpleType> 

                    <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> 
                                <xs:minInclusive value="1"/> 
                             </xs:restriction> 

                   </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="DeviceCmdResult"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="result" type="Result" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xs:element name="resultContent" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest" type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest"/> 
 <xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="deviceReadOnlyCLICmd" type="DeviceReadOnlyCLICmd" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse" type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse"/> 
 <xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="BaseReqResp"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="deviceCmdResult" type="DeviceCmdResult" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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1 概要

このマニュアルでは、Cisco Security Manager（CSM）API のプロトコルの説明と仕様、CSM サーバ上の API および CSM サーバ（インフラストラクチャデバイス）自体を使用する CSM クライアント製品の動作要件を示します。また、CSM NorthBound（NB）API によって伝送されるメッセージコンテンツの基盤となる XML スキーマを示します。

CSM NB API は、ネットワークセキュリティの設定情報またはイベント、さらにこうした設定に対して公開する変更を参照するクライアント製品で使用するように設計されています。

CSM NB API は、Cisco ASA および IPS デバイスのグローバルおよびデバイス特有のネットワーク設定ポリシーへのアクセスを提供するさまざまな機能を実現するサービスに分けられます。

クライアントがポリシー情報を受信すると、セキュリティ分析やセキュリティイベントへのリンクなどを実行するために情報を使用できます。

1.1 範囲

このマニュアルには、CSM NB API 2.1 仕様、CSM API ペイロードで実行されるメッセージコンテンツの基盤を提供する XML スキーマの仕様、および CSM クライアント製品、CSM NB API を実装するインフラストラクチャ製品の動作仕様が記載されています。

注：特に明記されていない限り、このマニュアル全体を通して、CSM クライアントまたは CSM「API」クライアントへのすべての参照は、CSM サーバと通信する REST インターフェイスを使用するサードパーティの「CSM API クライアントプログラム」を意味します。このドキュメントで説明されている CSM クライアントと、サーバにアクセスするためにユーザのデスクトップにインストールされている、事前に組み込まれている CSM GUI クライアントアプリケーションを混同しないでください。混乱を避けるため、このドキュメント内で必要な場合には、事前に組み込まれている CSM GUI クライアントアプリケーションへの参照に、関連する画面のスクリーンショットが含まれています。次の図を参照してください。CSM API クライアントプログラムとの対話を明確に表示しています。



1.2 リビジョン 1.1 の変更点

NB API 1.1 は NB API 1.0 の後継です。API のバージョン 1.1 では、次の変更が追加されました。

1.2.1 ユニファイドアクセスルール

これは、バージョン 1.1 でサポートされる新しいポリシーです。

1.2.2 セキュリティポリシーオブジェクト

これは、バージョン 1.1 でサポートされる新しいポリシーオブジェクトです。

1.2.3 ネットワークオブジェクト

このオブジェクトは、API がユニファイドアクセスルールで使用される場合、<ipv4Data> の代わりに<ipData> としてデータ要素を表すように変更されました。

1.2.4 設定ルールを最終変更したユーザ/チケットを戻す

API の使用例の 1 つは、準拠性チェックのために CSM から設定データを取得することです。コンフィギュレーションサービス API は、設定ルールを変更したユーザとチケットに関する情報も返すようになりました。

1.2.5 デバイス状態の追加：イベントサービスの一部としてのアップ/ダウン

Security Manager の一部ユーザには、毎日実行する作業スレッドおよび Security Manager で管理するネットワークデバイスから変更された設定をフェッチする作業スレッドがあります。つまり、ユーザはデバイスから設定を取得する際に execDeviceReadOnlyCLICmds API 呼び出しを使用します。

execDeviceReadOnlyCLICmds API コールはデバイスステータスがダウンすると停止します。したがって、この分野に関心があるユーザは execDeviceReadOnlyCLICmds API コールを実行する前にデバイスステータスのアップ/ダウンを確認することをお勧めします。

1.2.6 カスタムタイムアウトをサポートする EXEC コマンド API コール

API 1.1 以前のバージョン（バージョン 1.0）では、execDeviceReadOnlyCliCmds にタイムアウト値がないため、デバイスが応答不能の場合は無限期間実行され、API サービスが停止する可能性があります。この問題を回避するため、API の後続のバージョン（バージョン 1.1）では、メソッド execDeviceReadOnlyCliCmds が要求のオプション属性を取得できます。このオプションの属性では API クライアントが execDeviceReadOnlyCliCmds メソッド呼び出しのタイムアウトを設定できます。

1.2.7 CSM で定義されたすべての共有ポリシーのリストを返す API 機能拡張

新しい API がバージョン 1.1 で追加され、特定のポリシータイプのシステムのすべての共有ポリシーのリストを返します。

1.2.8 デバイスオブジェクトのデバイスの SysObjectID を戻す

API バージョン 1.0 には CSM に存在するすべてのデバイスの一覧を表示する多くの API があります。さらに、API バージョン 1.1 では、応答に SysObjectID も含まれるようになりました。

1.2.9 CSM 監査ログは API および CSM クライアントによるログインを区別する必要がある

CSM 4.3 では、NB API または CSM クライアントから CSM へのログイン時に、ユーザログインを示す監査ログメッセージを作成します。しかし監査ログメッセージには、NB API を使用したユーザログインの区別/説明はありませんでした。

CSM 4.4 リリースの一部として、監査ログが API および CSM クライアントによるログインを区別するよう拡張されました。

1.2.10 新しいファイアウォールポリシー

次の新しいファイアウォールポリシーは CSM 4.4 および API バージョン 1.1 以降で使用可能です。

· InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy。InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）手動 NAT ルールを表します。

· InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy。InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）オブジェクト NAT ルールを表します。

1.3 リビジョン 2.0 の変更点

このセクションでは、NB API のこのリリースで追加された内容について簡単に説明します。個々の API の詳細については、以降のセクションで説明します。構成サービスの serviceVersion は 2.0 に更新されています。

1.3.1 書き込み API

このリリースでは、ポリシーとオブジェクトに書き込みアクセス権が導入されました。詳細については、次のサブセクションで説明します。

1.3.1.1 ポリシーオブジェクト

ポリシーオブジェクトの追加、変更、および削除がこのリリースで新たにサポートされるようになりました。また、デバイスの上書き作成もサポートされます。このリリースでサポートされるポリシーオブジェクトは、以下のとおりです。

1. ネットワーク

2. サービス

3. Port-List

4. インターフェイスロール

5. Time-range

6. アイデンティティユーザグループ

7. セキュリティユーザグループ

1.3.1.2 ポリシー

このリリースでは、デバイスや共有ポリシーに割り当てられたポリシーの追加、削除、および変更が新たにサポートされるようになりました。ただし、API 経由で共有されるポリシーの作成/割り当て/継承/割り当て解除はサポートされません。このリリースでサポートされるポリシーは、以下のとおりです。

1. アクセスルール

2. ユニファイドアクセスルール

3. ACL 名の設定

1.3.1.3 [管理（Administration）] ページ

要求のペイロードサイズを制限するため、[CSM API管理（CSM API Administration）] ページにユーザが 1 ～ 5 MB の範囲で値を指定できる（デフォルト値は 2 MB）新しいオプションが追加されました。

1.3.2 すべての CSM サーバモードに対するサポート

バージョン 2.0 から、API に関連するメソッドが導入されました。以下のすべての CSM サーバモードで書き込み API がサポートされます。

1. チケットとワークフローの両方が無効

2. チケットが有効でワークフローが無効

3. ワークフローが有効でチケットが無効

4. ワークフローとチケットの両方が有効

CSMSession の概念は、NB API で導入されています。書き込み API に関連するメソッドのいずれかを使用するには、CSMSession を API 層から作成して開き、返された一意の ID を書き込み API メソッドと一緒に使用する必要があります。内部的には、createCSMSession API で CSM サーバモードに基づいてアクティビティまたはチケットが作成されます。CSMSession の作成は、非ワークフローモードおよび非チケットモードでも使用する必要があります。詳細については、セクション 8.1.3「CSMSession の使用」を参照してください。

1.3.3 デプロイメント API

変更を送信したら、デプロイメント API を使用して影響を受けるデバイスへの導入をすぐに開始することができます。

1.3.4 ポリシーオブジェクトを読み取る API

このリリースで、API を追加して名前とタイプ、または ID のみを指定したポリシーオブジェクトの内容を読み取れるようになりました。

1.3.5 アクセスルールの変更

このリリースからアクセスルールの読み取り出力が変更され、ポリシー名とセクション情報が含まれるようになりました。デバイスが共有ポリシーを継承している場合は、この追加によりローカルルールと共有ポリシールールが区別されるようになります。2 つの新しい要素、<sectionName> と <policyName> が追加されています。<sectionName> タグにはルールが属するセクションの詳細が指定され、<policyName> には共有ポリシー名だけでなく完全パスも指定されるため、継承モデルについてよく理解できるようになります。新しく追加された要素について、次に例を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図1：バージョン 2.0 でのアクセスルールの変更

1.4 リビジョン 2.1 の変更点

このリビジョンでは、共有ポリシーと一緒に機能する以下の CSM コンフィギュレーションサービス API メソッドが導入されています。

1.4.1 CreateSharedPolicy

CreateSharedPolicy メソッドを使用して、新しい共有ポリシーを作成します。

1.4.2 DeleteSharedPolicy

DeleteSharedPolicy メソッドを使用して、既存の共有ポリシーを削除します。

1.4.3 RenameSharedPolicy

RenameSharedPolicy メソッドを使用して、既存の共有ポリシーの名前を変更します。

1.4.4 AssignSharedPolicy

AssignSharedPolicy メソッドを使用して、共有ポリシーをデバイスに割り当てます。共有ポリシーを割り当てると、デバイスの既存のローカルポリシーが置き換えられます。

1.4.5 UnassignSharedPolicy

UnassignSharedPolicy メソッドを使用して、共有ポリシーの割り当てを解除します。

1.4.6 InheritSharedPolicy

InheritSharedPolicy メソッドを使用して、別の共有ポリシーを継承します。継承オプションが選択されていない場合は、継承されたポリシーが分離されます。

1.5 リビジョン 2.2 の変更点

このリビジョンでは、特定のオブジェクトタイプのポリシーオブジェクトのリストを取得する以下の CSM コンフィギュレーションサービス読み取り API メソッドが導入されています。

1.5.1 getPolicyObjectsListByType

タイプに基づいてポリシーオブジェクトのリストを取得する API。ユーザは、リストをすぐに用意して他の設定 API の処理に適したオブジェクトを使用できます。

1.6 対象読者

このマニュアルは本質的に技術文書で、技術者、開発エンジニア、テクニカルマーケティングエンジニアを対象としています。

1.7 参考資料

以下は、このドキュメント内に表示され、ここで指定された範囲でこの仕様の標準部分を構成します。本書と次の参照された仕様で矛盾がある場合、本書の内容が優先されます。

· RFC-3986、Uniform Resource Identifier (URI)：Generic Syntax、Berners-Lee、Fielding、Masinter、2005 年 1 月

· RFC-3579、RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)：Aboba、Calhoun、2003 年 9 月

· RFC-2387、MIME Multipart/Related Content-type：Levinson、1998 年 8 月

· XML-binary Optimized Packaging：Gudgin、Mendelsohn、Nottingham、Ruellan、http://www.w3.org/TR/xop10/ 、2005 年 1 月 25 日

· Describing Media Content of Binary Data in XML：Karmarkar、Yalçınalp、http://www.w3.org/TR/xml-media-types/ 、2005 年 5 月 4 日

· RFC-2616、Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1：Fielding、Gettys、Mogul、Frystyk、Masinter、Leach、Berners-Lee、1999 年 6 月

· XML Path Language http://www.w3.org/TR/xpath/ 、1999 年 11 月

1.8 用語集

次に、このマニュアルで使用されている用語の略語と定義を示します。

		省略形

		定義



		AAA

		認証、許可、アカウンティング



		API

		Application Programming Interface（アプリケーションプログラミングインターフェイス）



		AS

		認証サーバ（例：AAA）



		AUS

		Auto Update Server



		CA

		認証局（Certificate Authority）。raw デバイス設定データを保管する CSM の「Configuration Archive」モジュールも参照。



		CNS

		Cisco Networking Service



		CR

		証明書リポジトリ



		CSM

		Cisco Security Manager



		DNS

		ドメインネームサービス



		FQDN

		完全修飾ドメイン名



		HPM

		CSM のヘルスとパフォーマンスモニタリングアプリケーション



		HTTP

		ハイパーテキスト転送プロトコル



		IP

		インターネットプロトコル



		LAN

		Local Area Network; ローカルエリアネットワーク



		NAS

		ネットワーク認証サーバ



		NB

		North Bound



		OOB

		アウトオブバンド（CSM の外部でデバイスで直接実行する未管理の変更）



		PKC

		公開キー暗号化



		PKI

		公開キーインフラストラクチャ



		REST

		REpresentational State Transfer



		SDK

		Software Development Kit（ソフトウェア開発キット）



		UI

		ユーザインターフェイス



		URI

		ユニバーサルリソース識別子



		XML

		拡張マークアップ言語



		XPath

		XML パスの言語





表1：用語一覧

1.9 表記法

次のテキストの表記法がこのマニュアルで使用されます。

· 次の例のように、すべてのタイプの定義が大文字で始まります。

· xs:simpleType name="ObjectIdentifier”

· 次の例のように、要素名はすべて小文字で始まります。

· <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

1.10 CSM メッセージフローの概要

CSM クライアントが CSM サーバを使用する場合の、主要なメッセージフロー概要の一部を図2に示します。CSM サーバは、ネットワーク上のデバイスを認識するように設定され、ファイアウォールや IPS デバイスなどに対する設定を読み取ります。CSM クライアントは開始後に CSM サーバに認証され、API で提供するメソッドでアクセスすることができます。CSM のインターフェイスは共通（セクション 2）、設定（セクション 3）、イベント（セクション 3.2.11）、ユーティリティ（セクション 5）などの複数のサービスとして定義されています。
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図2：CSM のメッセージ交換の概要

REST は CSM メッセージの伝送に使用されます。つまり、CSM のメッセージは CSM クライアントがアクセスした URL です。CSM メッセージ用の XML スキーマは、このマニュアルの各サービスセクション、およびセクション 11の完全な XSD ファイルで提供されます。

CSM API は、次の 4 つの主なサブカテゴリで構造化されます。

· 共有サービス API：共通のメソッド定義およびスキーマの詳細を含む（ログイン、ログアウト、ping/hearbeat などに関連する）。詳細については、「共有サービス API」セクションを参照してください。

· 設定サービス API：デバイス設定データを取得し、書き込むメソッドとスキーマを含む。詳細については、「CSM コンフィギュレーションサービス API」セクションを参照してください。

· イベントサービス API：クライアントが特定の場合（配置、アウトオブバンド変更イベントなど）にイベント通知をサブスクライブできるメソッドとスキーマを含む。詳細については、「CSM イベントサービス API」セクションを参照してください。

· Utility Service API：ユーザが CSM API インターフェイスを使用して、デバイスの特定の CLI コマンドを実行できるスキーマとメソッドを含む。詳細については、「CSM Utility Service API」セクションを参照してください。

1.11 ライセンス

この機能はライセンスされています。特定の CSM API ライセンスは、CSM の [ツール（Tools）] ( [セキュリティマネージャ管理（Security Manager Administration）] ( [ライセンス（Licensing）] ページで適用する必要があります。API ライセンスは、CSM Professional Edition のライセンスが付与されているサーバにのみ適用できます。ライセンスが標準エディションで実行されている CSM、または CSM が評価モードの場合は、ライセンスは CSM に適用できません。



有効なライセンスのないすべての API 要求はエラー応答の項目を返します。

エラーコード：26

エラーの説明：API ライセンスがイネーブルではありません。有効な API ライセンスを追加し、この操作を再試行します。

1.12 前提条件

以下は、API を使用および処理するための前提条件です。

· API サポートを含む、CSM サーバの最新バージョンをインストールする必要があります。詳細については、『CSM Install Guide』を参照してください。

· サーバをインストールしたら、対応するポリシーデータを API で照会する前に、管理対象デバイス（ASA や IPS など）を CSM に追加する必要があります。

· API は、ポリシーデータベースに「コミットされた」データを返すだけです。そのため、該当するアクティビティを送信しないと、データは API を介して表示できません。

· Health and Performance Monitoring（HPM）は、アウトオブバンド（OOB）に対してイネーブルにする必要があり、デバイスステータスのアップ/ダウン変更通知が動作するようにする必要があります。

· API には、特定のプログラミング言語の SDK を含みません。API には REST（Representational State Transfer）ベースのインターフェイスがあるため、XML メッセージプロトコルに準拠している限り、API クライアントはどの言語でも実装できます。

· すべての API サービスは HTTPS を使用してのみアクセスできます。HTTP アクセスは許可されません。REST ベースの API アクセスの「root」URL はhttps://<server-ip or host>/nbi/ です。

1.13 API 管理の設定

次のグローバル管理の設定は API 機能に固有です（詳細情報については、バージョン固有 CSM のユーザガイド、およびインストールガイドを参照してください）。



· API サービスのイネーブル化（Enable API Service）：API 機能を完全にイネーブルまたはディセーブルにすることができます。

· 結果セットのページサイズ（Result Set Page Size）：単一の応答で返される結果セットのサイズを制御します。値は 100（最小）、500（デフォルト）、1000（最大）です。この設定はGetPolicyConfigurationByName（セクション 3.2.8）およびGetPolicyConfigurationByDeviceGID（セクション 3.2.9）のメソッドにのみ適用されます。さらに応答がページ分けされる方法の詳細については、セクション 2.2.1.1を参照してください。

· アクティブクライアントセッション（Active Client Sessions）：許可される同時アクティブ API クライアントセッション（ログイン）の合計数を制御します。値は 1（最小）、5（デフォルト）、10（最大）です。

1.14 デバッグの設定

CSM サーバ上の API 要求のデバッグをイネーブルにする場合は、API Debug Level フィールドの値を DEBUG に設定します。（このフィールドのデフォルト値は ERROR です）。



2 共有サービス API

この項では、CSM API のすべてのサービスに共通のメソッドと共通のオブジェクトモデルについて説明します。

2.1 オブジェクトモデル

次のオブジェクトクラスは API 仕様で使用されます。

2.1.1 オブジェクト ID

オブジェクト ID は、オブジェクトのグローバルで固有な識別子です。RFC4122 に基づいてオブジェクト ID は 128 ビット値です。




図3：ObjectIdentifier および ObjectIdentifierList XML スキーマ

2.1.2 ベースオブジェクト

システム内のすべてのオブジェクトの共通クラスおよびすべてのオブジェクトクラスはこのクラスから継承します。次の属性があります。

		属性

		タイプ

		コメント



		gid

		オブジェクト ID

		オブジェクトに対する一義的なオブジェクト ID はオブジェクトのライフタイム中は変更されません。



		lastUpdateTime

		TimeStamp

		作成または更新されたオブジェクトの更新時間を示します。



		name

		文字列

		オブジェクトのオプションの表示名。



		parentGID

		オブジェクト ID

		オブジェクトの親インスタンスを識別するオプションの親オブジェクト ID。



		updatedByUser

		文字列

		オブジェクトを更新したユーザのユーザ名。



		lastCommitTime

		dateTime

		オブジェクトの最終更新時間



		ticketId

		文字列

		オブジェクトが更新された一環としてチケットのチケット ID。

これは、チケット生成がイネーブルになっていない場合は使用できません。



		activityName

		文字列

		オブジェクトが更新された一環としてアクティビティのアクティビティ名。これは、CSM が WorkFlow モードの場合は適用されます。





表2：BaseObject クラス属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図4：BaseObject XML スキーマ

2.1.3 デバイス

デバイスオブジェクトはシステム内の単一のデバイスを表すために使用されます。仮想コンテキストはシステムの個々のデバイスとしてモデル化されます。デバイスオブジェクトは親（admin/system context）および関連の子コンテキスト間の関係も表します。

Device クラスは、すべての属性を含む BaseObject から継承します。

		要素と属性

		タイプ

		コメント





		osType

		文字列

		列挙リスト {IOS、FWSM、ASA、PIX、IPS} からのデバイス OS タイプ。



		osVersion

		文字列

		デバイスで実行されている OS のソフトウェアバージョン。バージョン文字列は、PIX プラットフォームでは 6.1、6.2 など、IOS プラットフォームでは 12.1、12.2S などが考えられます。



		imageName

		文字列

		OS イメージ名。



		mgmtInterface

		インターフェイス

		デバイスの管理インターフェイスへの参照。CSM のデバイスの管理に使用されるインターフェイスは、管理インターフェイスとして使用されます。



		InterfaceList

		インターフェイスのシーケンス

		デバイス内のインターフェイスのリスト。（デバイスの
管理インターフェイス以外のインターフェイスのリストを含みます）。



		fullConfig

		文字列

		デバイスの完全な設定を含む要素。デバイスの完全な設定は、show running config CLI コマンドの ASCII 出力で表されます。これは、getDeviceConfigByGid または getDeviceConfigByName API がデバイスの完全な設定を取得する場合にのみ表示されます。その他の場合は、この要素の値は設定されません。



		virtualContextList

		デバイスのリスト

		デバイスに属する仮想コンテキストオブジェクトのリスト。



		configState

		ConfigurationSTate

		デバイスの設定状態およびコミットされていない変更の有無。{ committed, deployed } から取得した値。



		sysObjectID

		文字列

		デバイスのシステムオブジェクト ID。





表3：デバイスクラスの属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図5：デバイス XML スキーマ

2.1.3.1 インターフェイス

Interface クラスはネットワークデバイスのネットワークインターフェイスを定義します。InterfaceList クラスはインターフェイスインスタンスのシーケンスを定義します。

		属性

		タイプ

		コメント



		type

		文字列

		ネットワークインタフェースのタイプ。以下はサポートされているインターフェイスタイプの値です（Null、Management、Analysis-module、Async、ATM、BRI、BVI、Content-engine、Dialer、Dot11Radio、Ethernet、FastEthernet、GigabitEthernet、TenGigabitEthernet、HundredGigabitEthernet、FDDI、Group-Async、HSSI、IDS-Sensor、Loopback、Multilink、Port-channel、POS、PRI、Serial、Switch、Tokenring、Tunnel、VG-anylan、Virtual-Template、Virtual-TokenRing、VLAN、Redundant）。



		identifier

		文字列

		ネットワークインターフェイスの識別子。名前がデバイスの任意のインターフェイスに設定されている場合、インターフェイス ID 値が名前として使用され、それ以外はインターフェイスタイプ/ポート/スロットが identifier として表示されます。たとえば GigabitEthernet インターフェイスは outside として設定されているため、API は識別子を outside、タイプを GigabitEthernet として示します。



		ipInterface.domainName

		文字列

		オプションの DNS ドメイン名。



		ipInterface.ipAddress

		文字列

		インターフェイスに設定されている IP アドレス（マスクを
含む）。マスクは、IPS デバイスでは保存されません。



		ipInterface.isNatAddress

		文字列

		管理 IP アドレスが NATed アドレスの場合は True。（このプレースホルダの要素は API バージョン 1.1 では使用できません）



		ipInterface.realIpAddress

		文字列

		管理 IP アドレスが NATed アドレスである場合、realIpAddress は管理インターフェイスの NATed の非 IP アドレスです。（このプレースホルダの要素は API バージョン 1.1 では使用できません）



		macInterface.macAddress

		文字列

		（任意）インターフェイスの MAC アドレス。ASA/PIX デバイスの MAC アドレスが単独で保存されます。他のデバイスのタイプについては、CSM は MAC アドレスを保持しません。また、CSM は MAC アドレスの詳細の書き込みを管理しません。CSM はユーザが明示的に変更する MAC アドレスのみを管理するので、応答にこのデータのみを保持します。





表4：インターフェイスクラスの属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図6：インターフェイス XML スキーマ

2.1.3.2 ファイアウォール機能

		属性

		タイプ

		コメント



		fwOsMode

		Int

		FWSM/ASA が Transparent（1）モードで実行中か、Routed（2）モードで実行中かを示します。



		fwOsMultiplicity

		Int

		FWSM/ASA が単一の（1）コンテキストで実行中か、マルチ（2）コンテキストで実行中かを返します。



		contextName

		文字列

		コンテキストの名前を返します。現在のデバイスがコンテキストを表す場合。



		isComposite

		ブール値

		デバイスが「複合」かそうでないかを示します。FWSM を含む Catalyst 6500 などのブレードは複合とマークされます。





表5：FirewallCapabilities クラス属性

2.1.4 DeviceGroup

デバイスグループオブジェクトがシステムでデバイスのコンテナを表すために使用されます。デバイスグループはゼロ以上のデバイスおよびゼロ以上の子デバイスグループを含みます。

DeviceGroup クラスは、すべての属性を含む BaseObject から継承します。

		要素と属性

		タイプ

		コメント



		要素：path

		文字列

		グループを示す階層パス文字列。



		要素：device

		デバイス

		このデバイスグループ内のゼロ以上のデバイス



		要素：deviceGroup

		DeviceGroup

		このデバイスグループ内のゼロ以上のデバイスグループ





表6：DeviceGroup クラス属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図7：DeviceGroup および DeviceGroupPath XML スキーマ

2.1.5 ポート ID

PortIdentifier クラスはネットワークデバイスの物理または仮想ポート ID を定義します。

		属性

		タイプ

		コメント



		slotNum

		unsignedInt

		モジュラシャーシの場合はスロットの識別子。非モジュラシャーシでは、この属性は空です。



		moduleNum

		unsignedInt

		スロット内のサブモジュールの場合はモジュールの ID。
非モジュラシャーシでは、この属性は空です。



		portnum

		unsignedInt

		ポート番号





表7：PortIdentifier クラス属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図8：PortIdentifier XML スキーマ

2.1.6 BaseError

すべての要求エラーの共通クラスは BaseError クラスで定義されます。次の属性があります。

		属性

		タイプ

		コメント



		Code

		Unsigned Long

		要求で発生したエラーのタイプを識別する固有のエラーコード。



		Description

		文字列

		発生したエラーの説明。





表8：BaseError クラス属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図9：BaseError XML スキーマ

次の一般エラーコードが現在定義されています。

		コード

		説明



		0

		予約済み



		1

		一般的なエラー



		2

		リソース不足



		3

		オブジェクト作成の失敗



		4

		認証に失敗しました：セッションが見つかりません



		5

		認証に失敗しました：無効または期限切れのセッション



		6

		内部通信の失敗



		13

		XML 要求のペイロードにデータは含まれません。



		15

		XML 要求が無効です。（このエラーは、XML 要求が公開 XML スキーマに準拠していないか、XML が不適格または無効です。これはシステム全体のエラーですが、このエラーは通常、アプリケーションが呼び出されている要求メソッドを解析できる場合、特定の応答オブジェクト内に設定されます。）



		17

		protVersion はオプションで、サポートされていないバージョンを指定すると、このエラーが返されます。このリリースでは、バージョン 1.0 がサポートされています。



		21

		内部エラー



		25

		API サービスはディセーブルです



		26

		API ライセンスは適用されません





表9：システムエラーコード

追加メソッドの特定のエラーコードは、個々のセクションで定義されています。すべての応答オブジェクトは基本エラーオブジェクトからの拡張です。エラーの内容は CSM API がメソッドを実行するときにエラーが発生した場合に設定されます。

返されたエラーメッセージは 2 種類の一般的なタイプです。

1.
一般/システム全体のエラー：上記の表で定義されています。これらのエラーは通常、アプリケーションで発生した回復不能なエラーが原因です。これらのエラーは要求を実行する結果として発生することがあります。

2.
メソッド特有のエラー：処理されるメソッドに特有のアプリケーションエラーです。

システム全体のエラーは唯一の応答として基本エラーの内容を返します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ns1:baseError xmlns:ns1="csm">


<code>1</code>


<description>General Failure</description>

</ns1:baseError>

メソッド特有のエラーは応答オブジェクト内の基本エラーの内容を符号化します。以下は、ログイン要求を実行する際に発生するエラーの例です。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ns1:loginResponse xmlns:ns1="csm">


<protVersion>1.0</protVersion>


<error>



<code>7</code>



<description> Authentication Failure: Invalid username and/or password specified.</description>


</error>


<serviceVersion>1.0</serviceVersion>


<sessionTimeoutInMins>15</sessionTimeoutInMins>

</ns1:loginResponse>

2.2 メソッド

2.2.1 共通の要求と応答

この API のすべてのメソッドは、メソッド要求と応答の引数として、XML オブジェクトをとります。要求の一部として渡される（また応答でエコーされる）XML オブジェクトは、次の属性を含む次クラスから生成されます。

		属性

		タイプ

		コメント



		protVersion

		double

		送信された特定の要求/応答関連プロトコルのバージョンを指定します。



		reqId

		文字列

		サーバが関連づける応答でエコーする要求でクライアントによって送信された一義的なトークンを指定します。



		startIndex

		Unsigned Long

		「ページ分けされたクライアント」要求によって指定されたオプションの開始インデックス。これは、複数行のデータを返す可能性があるファイアウォールルールのようなポリシーに適用されます。クライアントは、データの次のページを取得するために、前の応答の終了インデックスと同じ startIndex を設定する必要があります。



		endIndex

		Unsigned Long

		「一部のデータ」を返さなかった場合に「サーバ」で指定したオプションの終了インデックス。



		totalCount

		Unsigned Long

		「サーバ」からのオプションの総数で、このポリシーでの合計行数を示します。



		Error

		BaseError

		サーバに要求が送信される時に発生する可能性があるエラーを識別します。





表10：BaseReqResp クラス属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図10：BaseReqResp XML スキーマ

2.2.1.1 ページ分け

サービスコールの一部（アクセスルールのリストのフェッチ）は、大規模データセットを返す可能性があります。このような大規模なフェッチがサーバおよびクライアントのパフォーマンスに関する問題を引き起こすことを防ぐには、これらの結果を「ページ分けする」ようにします。ページ分けは、GetPolicyConfigByName メソッドおよびGetPolicyConfigByDeviceGID メソッドだけに適用されます。ページ分けスキーマは、次のとおりに動作します。

1) クライアントが送信する最初の要求で、パラメータ startIndex、endIndex のいずれも設定されません。これは新しい要求であることをサーバに示しています。

2) サーバはこの要求をページ分けする必要があることを判別すると（結果セットの総数がページサイズより大きいため）、ページ分けされた結果を返し、次の 2 個の要素を設定します。

a. endIndex：現在の結果セットの endIndex に設定されます。たとえばこれが最初の要求で 1000 行が返される場合、endIndex は 1000 になります。

b. totalCount：クエリ自体の総数が含まれます。たとえば合計結果が 10,000 行になると、要素の totalCount は 10,000 に設定されます。

3) 後続の要求では、クライアントは BaseReqResp オブジェクトの startIndex を設定し、同じクエリー要求を再送信する必要があります。この場合は、クライアント要求の startIndex は受信した最後の応答の endIndex と同じです。

4) 最終応答でフェッチするデータがこれ以上ない場合、サーバは endIndex および totalCount データを設定しません。

クライアントが 3600 のルールを持つデバイス「A」のファイアウォールルールを照会する例を考えてみます。システムに設定されたページサイズは 1000 です。以下は呼び出しのシーケンスです。

· クライアント ( デバイス「A」のファイアウォールルールを取得します。

· サーバ ( 1000 ルールと endIndex=1000 および totalCount=3600 の応答を返します。

· クライアント ( デバイス「A」のファイアウォールルールと startIndex=1000 を取得します。

· サーバ ( 1000 ルールと endIndex=2000 および totalCount=3600 の応答を返します。

· クライアント ( デバイス「A」のファイアウォールルールと startIndex=2000 を取得します。

· サーバ ( 1000 ルールと endIndex=3000 および totalCount=3600 の応答を返します。

· クライアント ( デバイス「A」のファイアウォールルールと startIndex=3000 を取得します。

· サーバ ( 600 ルールと endIndex=<not-set> および totalCount=<not-set> の応答を返します。

一般的なケースとして、クライアントが endIndex または totalCount が設定されていないことを認識すると、すべての行が返されているものと想定します。

2.2.2 ログインメソッド

ログインメソッドは CSM サーバによって提供されるサービスにアクセスしようとする CSM クライアントを認証します。このメソッドは、他のサービスで呼び出す他のメソッドよりも前に呼び出す必要があります。バージョン 2.0 から書き込み API が導入されたため、異なる CSM サーバモードおよび CSM GUI クライアントログインと API ログインの間でのログインメソッドの動作は以下のとおりになります。以下の表の CSM GUI クライアントは、CSM インストーラとともに事前に組み込まれている CSM シッククライアントを示します。また、API は CSM API を使用するクライアントを示します。

		シナリオ

		ワークフロー

		チケット

		動作



		同じユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		イネーブル

		イネーブル

		許可



		別のユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		イネーブル

		イネーブル

		許可



		同じユーザ ID を使用して並列セッションの API でログイン

		イネーブル

		イネーブル

		許可



		同じユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		イネーブル

		ディセーブル

		許可



		別のユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		イネーブル

		ディセーブル

		許可



		同じユーザ ID を使用して並列セッションの API でログイン

		イネーブル

		ディセーブル

		許可



		同じユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		ディセーブル

		イネーブル

		不可



		別のユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		ディセーブル

		イネーブル

		許可



		同じユーザ ID を使用して並列セッションの API でログイン

		ディセーブル

		イネーブル

		不可



		API を設定せずに同じユーザ ID を使用して並列セッションの CSM GUI クライアントでログイン

		ディセーブル

		イネーブル

		許可



		同じユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		ディセーブル

		ディセーブル

		不可



		別のユーザ ID を使用して CSM GUI クライアントおよび API でログイン

		ディセーブル

		ディセーブル

		許可



		同じユーザ ID を使用して並列セッションの API でログイン

		ディセーブル

		ディセーブル

		不可





2.2.2.1 要求

ログイン要求メソッドの例を図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図11：ログイン要求の例

表11：ログイン要求の要素と属性の説明

		XML 引数

		定義



		loginRequest

		ログイン要求はサーバに対してクライアントを認証し、以降の要求で使用される Cookie を返します。



		username

		セッションに関連付けられた CSM クライアントのユーザ名



		password

		セッションに関連付けられた CSM クライアントのパスワード



		heartbeatRequested

		この属性は任意に定義することができます。属性を true に設定すると、CSM クライアントは CSM サーバからハートビートのコールバックを受信します。サーバは、（非アクティブタイムアウト）/ 2 分に近い頻度で、クライアントの ping を試行します。クライアントがハートビートに応答しないと、API は次のインターバルの間にハートビートを再試行します。ハートビートが成功するとセッションの非アクティブタイムアウトがリセットされます。



		callbackUrl

		CSM サーバがコールバックを発信する URL。これは heartbeatRequested が true の場合に指定する必要があります。HTTPS ベースのコールバック URL だけが許可されます



		HTTP メソッド

		POST



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図12：LoginRequest XML スキーマ

2.2.2.2 応答

Login API では、ユーザクレデンシャルを認可し、安全な Cookie としてセッショントークンを返します。セッション値は「asCookie」キーに格納されます。このセッションには、15 分のデフォルトのセッション非アクティブタイムアウトがあります。HTTP ヘッダーおよび XML コンテンツの応答の例を、以下の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




構成サービスの場合は serviceVersion が 2.0 になります。

図13：ログイン応答の例

表12：ログイン応答の要素と属性の説明

		HTTP/XML 応答

		定義



		HTTP ヘッダー：asCookie

		後続のメソッド呼び出しで渡す必要のある認証文字列、有効期限、
パス、ドメインを定義する Cookie。

例）Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com



		XML 要素：loginResponse

		セッション情報または失敗を返す XML コンテンツ



		serviceVersion

		実行中のコンフィギュレーションサービスのサービスバージョン。
この属性は、ユーザが正常に認証された場合にのみ含まれます。



		sessionTimeoutInMins

		セッションタイムアウト（分）は、CSM サーバがセッションをアクティブではなくなったとして破棄する前に、クライアントによってアクティビティなしを渡す必要がある分数です。セッションのタイムアウト後の CSM クライアントによるアクセスはすべて拒否され、CSM クライアントは CSM サーバに対するアクセスを再認証する必要があります。この属性は、ユーザが正常に認証された場合にのみ含まれます。デフォルトは 15 分です。





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図14：LoginResponse XML スキーマメソッド heartbeatCallback

メソッド heartbeatCallback の例を次に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図15：メソッド heartbeatCallback の例

表13：メソッド heartbeatCallback の要素と属性の説明

		HTTP Header/XML 引数

		定義



		heartbeatCallbackRequest

		CSM クライアントで heatbeatCallback メソッドが CSM サーバによって呼び出され、CSM クライアントが引き続きアクティブであることが確認されます。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK 



		

		401 未認証





メソッド特有のエラー：

		コード

		説明



		7

		認証に失敗しました：指定されたユーザ名/パスワードが無効です。



		8

		認証に失敗しました：ログインセッションのエラー。要求に含まれる asCookie が不正です。このエラーは、セッションが失効している（無効/タイムアウト）場合に発生する可能性があります。セッションは ping またはハートビートを使用してアライブ保持できます。



		9

		到達した最大アクティブセッション数。これ以上のセッションは許可されません。（API 管理オプションのセクション1.13を参照してください）。



		10

		サーバリソースに接続中にエラーが発生しました。（またはログアウトメソッドに適用）



		11 および 12

		ユーザ入力の認証エラー。次の条件のいずれかで返されます。

· エラーは、ユーザ入力を解析中に発生しました。

· ハートビートタグの欠落

· 指定されたコールバック URL が無効、またはコールバック URL が欠落しています。

· 要求されたハートビートが false であると場合に指定されるコールバック URL



		14

		セッションの作成に失敗しました



		16

		コールバック URL に許可された HTTPS プロトコルのみ





表14：ログインメソッドのエラーコード

2.2.3 ログアウトメソッド

ログアウトメソッドは、以前認証された CSM クライアントが CSM サーバへのセッションアクセスを要求していないことを CSM サーバに通知します。CSM クライアントは、セッションアクセスタイムアウト期間内に CSM サーバでのアクセスメソッドを意図しない場合は、CSM サーバからログアウトする必要があります。

2.2.3.1 要求

ログアウト要求メソッドの例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図16：ログアウト要求の例

表15：ログアウト要求の要素と属性の説明

		HTTP/XML 引数

		定義



		logoutRequest

		CSM サーバから CSM クライアントをログアウトする XML 引数



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図17：LogoutRequest XML スキーマ

2.2.3.2 応答

ログアウト応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図18：ログアウト応答の例

表16：ログアウト応答の要素と属性の説明

		XML 応答

		定義



		logoutResponse

		セッション情報または失敗を返します





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図19：LogoutResponse XML スキーマ

2.2.4 ping メソッド

ping メソッドは、タイムアウトまたはサーバによる廃棄からアクティブな認証セッションを維持します。CSM クライアントは、sessionTimeoutInMins の前に ping メソッドを呼び出して、CSM サーバが認証されたセッションを廃棄しないようにする必要があります。注：サーバにコールを作成するために認証セッションが使用されている場合、認証されたセッションの非アクティブタイムアウトは暗黙的にリセットされます。

2.2.4.1 要求

ping 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図20：ping 要求の例

表17：ping 要求の要素と属性の説明

		HTTP/XML 引数

		定義



		pingRequest

		CSM サーバを ping する XML 引数



		HTTP メソッド

		PUT



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図21：PingRequest XML スキーマ

2.2.4.2 応答

ping 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図22：ping 応答の例

表18：ping 応答の要素と属性の説明

		XML 応答

		定義



		pingResponse

		ping の情報を返します。





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図23：PingResponse XML スキーマ

3 CSM コンフィギュレーションサービス API

コンフィギュレーションサービスは、ネットワークと CSM ポリシーオブジェクトの設定を読み込んだり書き取ったりするためのアクセスを提供します。ポリシーの状態は、コミット済みまたは展開済みの場合があります。コミットされたポリシーは、デバイスにまだ展開されていないポリシーである可能性があります。コンフィギュレーションサービス API ポリシーメソッドは、コミットされたポリシーのみを返します。デバイスに対するポリシーのコミットおよび展開には、2 種類の操作があります。すべてのポリシー設定の変更が正常に展開されるまで、現在実行中のデバイス設定に変更が反映されていない可能性があります。設定の状態を把握する方法の詳細については、BasePolicy および BasePolicyObject クラス定義を参照してください。

BasePolicy および BasePolicyObject 要素（セクション 3.1.1 および 3.1.2）のconfigState属性は、この状態を示します。設定状態が「コミット済み」の場合、この設定がフェッチされたデバイスには、未展開で未処理のコミット済み変更があります。設定状態が「展開済み」の場合は、コミットされたすべての変更が展開済みであること、つまり CSM ポリシーとデバイスが同期していることを意味します。

選択的なポリシー管理は、CSM の管理者が選択的に CSM ポリシーを管理する CSM 機能です。管理に選ばれなかったポリシーに対応するデータは、CSM ポリシー データベースに保持されません。またこのようなポリシー データはこの API では返されません。このような事例において、Utility Service API を使用することを考慮してください。

3.1 オブジェクトモデル

ここでは、CSM コンフィギュレーションサービスで使用されるオブジェクトモデルについて説明します。

3.1.1 基本ポリシー

CSM オブジェクトモデルは、2 つのプライマリクラスから構成されます。1 つは特定のポリシーを示す「ポリシー」クラスで、AAA ポリシー、インターフェイスポリシー、ファイアウォールアクセスルールなどがあります。ポリシークラスはさらに、ネットワークアドレス、サービス、ポートリストなどの再利用可能なオブジェクトを示す際に使用する「ポリシーオブジェクト」（ビルディングブロックとも呼ばれます）を参照することができます。例として、「ファイアウォールポリシー」は「ネットワークポリシーオブジェクト」としてソースおよび宛先アドレスを定義することができます。定義済みポリシーオブジェクトは再利用可能で、複数のポリシーで使用できます。

すべてのポリシークラスは「BasePolicy」クラスから拡張され、すべての「ポリシーオブジェクト」は「BasePolicyObject」と呼ばれる基本クラスから拡張されます。次のクラス図はこの関係を示しています。



BasePolicy


BasePolicyObject


AAAPolicyInterfacePolicy


NetworkObjectServiceObject


«bind»


BaseObject




図24：BasePolicy クラス継承

BasePolicy クラスは、すべての属性を含む BaseObject クラスから継承します。

		属性

		タイプ

		コメント



		Type

		文字列

		policyExample のコンテンツ「AAAPolicy」を記述するポリシーの必須属性です。



		isMandatoryAggregation

		ブール値

		onion 集約用にだけ関連します。ポリシーが必須かどうかを返します。必須ポリシーは親の先頭に付加され、デフォルトポリシーが追加されます。



		orderId

		Int

		O ベースの注文 ID。ポリシーレコードにあるポリシーのインデックスを返します。



		Description

		文字列

		ポリシーの説明（任意）



		configState

		列挙型

		{ committed, deployed } から取得したポリシーの現状。





表19：BasePolicy クラス属性

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図25：BasePolicy XML スキーマ

ここでは、重要なポリシーおよびポリシーオブジェクトタイプのデータ内容を表示します。

3.1.2 BasePolicyObject

これは再利用可能なオブジェクト定義であるすべてのポリシーオブジェクトの基本クラスです。AAA ポリシー、ファイアウォールポリシーなどのポリシーデータは、ポリシーオブジェクトへの参照を維持します。ポリシーオブジェクトの複数「タイプ」があります。また、ポリシーのオブジェクトは「グローバル」または「ローカル」を指定できます。グローバルポリシーオブジェクトはオブジェクトが任意のデバイスのポリシーによって参照されているグローバル定義であることを示します。ポリシーオブジェクト「オーバーライド」は、特定のデバイス用に「オーバーライドされた」グローバルポリシーオブジェクトを示します。

一連のポリシーオブジェクトは、同一「タイプ」の 1 つのポリシーオブジェクトに「グループ化」される場合があります。場合によっては、ポリシーオブジェクトはまったく異なるタイプのポリシーオブジェクトを参照する場合もあります（これは同じタイプのポリシーオブジェクトをグループ化する「グループ化された」ポリシーオブジェクトとは異なります）。

BasePolicyObject クラスは、すべての属性を含む BaseObject から継承します。

		属性

		タイプ

		コメント



		Type

		文字列

		ポリシーオブジェクトのタイプを示すポリシーオブジェクトの必須属性です。例：「ネットワーク」または「サービス」。



		Comment

		文字列

		このポリシーオブジェクト（オプション）関連のコメントまたは説明。



		nodeGID

		オブジェクト ID

		これが「オーバーライド」ポリシーオブジェクトの場合はデバイス ID。グローバルの場合は -1 に設定します。



		isProperty

		ブール値

		値 True はグローバルポリシーオブジェクトの「オーバーライド」が許可されていることを示します。False の場合、このグローバルの「オーバーライド」が許可されていないことを示します。



		subType

		文字列

		「ネットワーク」や「サービス」ポリシーオブジェクに適切なサブタイプ。たとえば、「ホスト」、「アドレス範囲」は、「ネットワーク」ポリシーオブジェクトに対するサブタイプです。



		isGroup

		ブール値

		True の場合、このポリシーオブジェクトが同じタイプの別のポリシーオブジェクトの「グループ」かどうかを示します。





		refGIDs

		ObjectIdentifierList

		「isGroup」が true の場合にだけ適用されます。リストには、参照されるポリシーオブジェクト ID があります。



		configState

		列挙型

		{ committed, deployed } から取得したポリシーオブジェクトの現状。





表20：BasePolicyObject クラス定義

名前のオーバーライドの動作（つまり、オブジェクトに関連付けられた名前です。名前が空（“”）である場合は、内部ポリシーオブジェクトを示します。すべてのユーザ定義のポリシーオブジェクトは、名前がなければなりません。内部ポリシーオブジェクトは場合によってはシステムによって自動的に作成されます。たとえば、ユーザがルールのリテラル IP アドレス（ポリシーオブジェクトの代わりに）を提供する場合、「名前のない」ポリシーオブジェクトは、ルールに自動的に作成されます。

parentId = このポリシーオブジェクトが「オーバーライド」である親グローバルポリシーオブジェクト ID。オーバーライド以外の場合、この値は -1 に設定されます。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図26：BasePolicyObject XML スキーマ

3.1.3 ポリシーのユーティリティクラス

次のユーティリティクラスは、複数のポリシーで使用するために定義されています。

· NetworkInterfaceObjectsRefs

· ネットワーク、interfaceRoles および ipv4 データストリングのリストを参照します。

· NetworkObjectsRefs

· ネットワークおよび ipv4 データストリングのリストを参照します。

· IdentityUserGrpObjectsRefs

· ユーザグループオブジェクト GID、ユーザ名、およびユーザグループのリストを参照します。

· SecurityGrpObjectsRef

· セキュリティ名、セキュリティタグまたはセキュリティオブジェクト GID を参照します。

· SecurityGrpObjectsRefs

· SecurityGrpObjectsRef のリストを参照します。

· NetworkObjectRefs

· ネットワーク、ipv4 データ文字列をおよびインターフェイスキーワードを参照します。

· NetworkOrIPRef 

· ホスト、ネットワークまたは ipv4 データストリングを参照します。




図27：ポリシーのユーティリティクラス XML スキーマ

3.1.4 PolicyObject 派生クラス

このセクションおよびサブセクションは、この API でサポートされるポリシーオブジェクトクラスを定義します。

3.1.4.1 NetworkPolicyObject

NetworkPolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。NetworkPolicyObject は IPv4 アドレス、ネットワークまたは範囲を定義します。

ポリシー定義は gid 値で NetworkPolicyObject を参照します。継承された「サブタイプ」属性に含める IPv4 データのタイプを定義します。NetworkPolicyObject サブタイプに対する有効な値は「ホスト」、「ネットワーク」、「アドレス範囲」、「FQDN」および「グループ」です。NetworkPolicyObject の内容は、継承されたisGroup属性が true に設定される場合（およびサブタイプは「グループ」）、「空」になることがあります。このような場合、NetworkPolicyObject 自体は、「その他のネットワークポリシーオブジェクト」への参照を含みます。

このような PolicyObject の GID 値のリストは、refsに継承される属性から取得されます。「グループ」NetworkPolicyObject も、リテラル IPv4 アドレス、ネットワークまたは範囲を表示する複数の IPv4Data の要素を含めることができます。refs 属性参照および IPv4Data の要素からのデータの組み合わせは、ポリシーオブジェクトが参照するアドレスの完全なグループを示します。

		要素

		タイプ

		コメント



		ipv4Data

		文字列

		アドレス、範囲、またはネットワークなどの特定の IPv4 データを定義します。



		ipData

		文字列

		アドレス、範囲、またはネットワークなどの特定の IP データを定義します。このオプションは、IPv4 と IPv6 の両方を指定できます。



		fqdnData

		複合

		これが Fully Qualified Domain Name（FQDN）タイプの NetworkPolicyObjects の場合、FQDN が含まれます。



		fqdnData.value

		文字列

		FQDN 文字列



		fqdnData.isIPv4Only

		ブール値

		true の場合、生成され、デバイスに送信されるコマンドは「v4」パラメータが含まれます。





表21：NetworkPolicyObject クラス定義

注：API バージョン 1.1 以降、<ipData> と呼ばれる新しいタグがネットワークオブジェクト定義に追加されました。DeviceAccessRuleFirewallPolicy などのレガシーポリシーで参照されるネットワークオブジェクトは、これらのポリシーが IPv4 アドレスだけを参照するときに <ipv4Data> を引き続き使用します。ただし、DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy などの新しいポリシーはポリシーで <ipData> タグを使用します。これは <ipData> タグが IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を含む場合があるためです。




図28：NetworkPolicyObject XML スキーマ

3.1.4.2 IdentityUserGroupPolicyObject

IdentityUserGroupPolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。IdentityUserGroupPolicyObject はユーザとユーザグループを定義します。ポリシー定義は gid 値で IdentityUserGroupPolicyObject を参照します。

		要素

		タイプ

		コメント



		userNameData

		文字列

		グループオブジェクトのユーザのリスト。



		userGroupData

		文字列

		このグループオブジェクトのユーザグループ部分のリスト。





表22：IdentityUserGroupPolicyObject クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図29：IdentityUserGroupPolicyObject XML スキーマ

3.1.4.3 PortListPolicyObject

PortListPolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。PortListPolicyObject は個々のポートまたはポートのグループを定義します。ポリシー定義は gid 値で PortListPolicyObject を参照します。PortListPolicyObject の内容は、継承されたisGroup属性が true に設定される場合、「空」になることがあります。このような場合、PortListPolicyObject 自体は、「その他のポートリストポリシーオブジェクト」への参照を含みます。このような PolicyObject の GID 値のリストは、refsに継承される属性から取得されます。

場合によっては PortListPolicyObject にはrefs属性の GID 値のグループがあり、さらに単一のポートリストオブジェクトの定義を含めることができます。このような場合、参照と PortListPolicyObject 要素内の値を組み合わせて、定義で指定されたポートのグループを構成します。

次の表に、ServicePolicyObject の内容を定義します。

		要素

		タイプ

		コメント



		startPort

		PortIdentifier

		開始ポートを定義します。



		endPort

		PortIdentifier

		終了ポートを定義します。開始ポートから終了ポートはこの PolicyObject で指定されたポートの範囲を指定します。開始ポートと終了ポートが等しい場合は、定義が「単一」ポートになります。





表23：PortListPolicyObject クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図30：PortListPolicyObject XML スキーマ

3.1.4.4 ServicePolicyObject

ServicePolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。ServicePolicyObject は tcp、udp などのサービスを定義します。ポリシー定義は gid 値で ServicePolicyObject を参照します。ServicePolicyObject の内容は、継承されたisGroup属性が true に設定される場合、「空」になることがあります。このような場合 ServicePolicyObject 自体は、「その他のサービスポリシーオブジェクト」への参照を含みます。このような PolicyObject の GID 値のリストは、refsに継承される属性から取得されます。

場合によっては ServicePolicyObject にはrefs属性の GID 値のグループがあり、さらに単一のサービスの定義を含めることができます。このような場合、参照と ServicePolicyObject 要素内の値を組み合わせて、定義で指定されたポートのグループを構成します。

次の表に、ServicePolicyObject の内容を定義します。

		要素


		タイプ

		コメント



		protocol

		文字列

		tcp、udp などのプロトコルを定義する文字列



		sourcePort

		複合

		送信元ポートのデータを保持する要素のコンテナ。これは、選択タイプの複合要素であるため、サブ要素のうち 1 つのみ定義されます。



		sourcePort.port

		Unsigned Int

		実際のポート値。



		sourcePort.portRef

		ObjectIdentifier

		PortListPolicyObject への Gid の参照。



		DestinationPort

		複合

		宛先ポートのデータを保持する要素のコンテナ。これは、選択タイプの複合要素であるため、サブ要素のうち 1 つのみ定義されます。



		destinationPort.port

		Unsigned Int

		実際のポート値。



		destinationPort.portRef

		ObjectIdentifier

		PortListPolicyObject への Gid の参照。



		icmpMessage

		文字列

		ICMP メッセージの内容。





表24：ServicePolicyObject クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図31：ServicePolicyObject XML スキーマ

3.1.4.5 InterfaceRolePolicyObject

InterfaceRolePolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceRolePolicyObject は、FastEthernet0、内部、外部などのインターフェイスまたはインターフェイスグループを表示するパターンを定義します。継承された gid 属性は InterfaceRole PolicyObject の「インスタンス」に固有 ID を指定します。ポリシー定義は gid 値で InterfaceRolePolicyObject を参照します。

次の表に、InterfaceRolePolicyObject の内容を定義します。

		要素

		タイプ

		コメント



		pattern

		文字列

		1 つ以上のインターフェイスロールの regex パターンを定義します。「*」は、すべてのインターフェイスに一致します。





表25：InterfaceRolePolicyObject クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図32：InterfaceRolePolicyObject XML スキーマ

3.1.4.6 TimeRangePolicyObject

TimeRangePolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。TimeRangePolicyObject は時間範囲と関連の繰り返しを定義します。ポリシー定義は gid 値で TimeRangePolicyObject を参照します。TimeRangePolicyObject の内容は空にすることはできません。
また、TimeRangePolicyObject の「グループ化」がサポートされていません

次の表に、TimeRangePolicyObject の内容を定義します。

		要素

		タイプ

		コメント



		startTime

		dateTime

		開始時刻を指定します。開始時刻が指定されていない場合、この範囲によって指定された時間範囲は「すでに開始」されていることを意味します。



		endTime

		dateTime

		終了時刻を指定します。終了時刻が指定されていない場合、この範囲によって指定された時間範囲は「終了しない」ことを意味します。



		recurrence

		複合タイプ

		時間範囲は、時間範囲に対して繰り返しを指定するゼロ以上の繰り返し範囲とすることができます。これは選択タイプの複合要素であり、「曜日」ベース繰り返しパターンまたは「週」ベース繰り返しパターンを含む可能性があります



		recurrence.dayOfWeekInterval

		複合タイプ

		「曜日」ベース繰り返しを定義します。



		recurrence.dayOfWeekInterval.dayOfWeek

		文字列

		dayOfWeek 属性は、パターンを適用すべき曜日を定義します。また、次のストリング値の
うち「1 つ」をとることができます。

· Everyday：毎日繰り返す（または）

· Weekday：平日に繰り返す（または）

· Weekends：週末に繰り返す（または）

· 特定の曜日のカンマ区切りリスト
（月曜日、火曜日など）



		recurrence.dayOfWeekInterval.startTime

		時間

		開始時刻を指定します。



		recurrence.dayOfWeekInterval.endTime

		時間

		終了時刻を指定します。



		recurrence.weeklyInterval


		複合タイプ

		「毎週」ベースの繰り返しを定義します。



		recurrence.weekInterval.startDay

		文字列

		開始日を定義します（「月曜日」、「火曜日」など）。



		recurrence.weeklyInterval.startTime


		時間

		開始時刻を指定します。



		recurrence.weeklyInterval.endDay

		文字列

		終了日を定義します（「月曜日」、「火曜日」など）。



		recurrence.weeklyInterval.endTime

		時間

		終了時刻を指定します。





表26：TimeRangePolicyObject クラス定義




図33：TimeRangePolicyObject XML スキーマ

3.1.4.7 SLA モニタポリシーオブジェクト

SLAMonitorPolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。SLAMonitorPolicyObject は SLA の監視ポリシーを定義します。ポリシー定義は gid 値で SLAMonitorPolicyObject を参照します。

次の表に、SLAMonitorPolicyObject の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		slaId

		int

		SLA 操作の ID 番号。



		interface

		ObjectIdentifier

		可用性をテストするためにモニタリング対象のアドレスに対して送信される、すべての ICMP エコー要求の送信元インターフェイス。インターフェイスやインターフェイスロールの名前を入力するか、または [選択（Select）] をクリックしてリストから名前を選択するか新しいインターフェイスロールを作成します。



		monitoredAddress

		文字列

		SLA 操作によって可用性をモニタリングされる IP アドレス。



		dataSizeInBytes

		int

		ICMP 要求パケットペイロードのサイズ（バイト単位）。



		thresholdInMilliSeconds

		int

		上昇しきい値が宣言されるまでに、ICMP エコー要求のあとに経過する必要のある時間（ミリ秒単位）。



		timeoutInMilliSeconds

		int

		SLA 操作が ICMP エコー要求への応答を待機する時間（ミリ秒単位）。



		frequencyInSeconds

		int

		ICMP エコー要求の送信頻度（秒単位）。



		toS

		int

		ICMP 要求パケットの IP ヘッダー内に定義されたタイプオブサービス（ToS）。値の範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトは 0 です。



		numberOfPackets

		int

		送信されたパケットの数。値の範囲は 1 ～ 100 です。デフォルトは 1 パケットです。





表27：SLAMonitorPolicyObject クラス定義

3.1.4.8 標準 ACE ポリシーオブジェクト

StandardACEPolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。StandardACEPolicyObject は標準の IP アクセスコントロールエントリを定義します。ポリシー定義は gid 値で StandardACEPolicyObject を参照します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		networkGID

		ObjectIdentifier

		トラフィックの送信元または宛先。



		doLogging

		ブール値

		トラフィックがエントリ基準を満たしたときにログエントリを作成するかどうか。



		permit

		ブール値

		一致が存在する場合に実行するアクションを示します。





表28：StandardACEPolicyObject クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図34：StandardACEPolicyObject XML スキーマ

3.1.4.9 拡張 ACE ポリシーオブジェクト

ExtendedACEPolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。ExtendedACEPolicyObject は拡張アクセスコントロールエントリを定義します。ポリシー定義は gid 値で ExtendedACEPolicyObject を参照します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		sourceGID

		ObjectIdentifier

		トラフィックの送信元。



		destinationGID

		ObjectIdentifier

		トラフィック宛先。



		serviceGID

		ObjectIdentifier

		対象とするトラフィックのタイプを定義するサービス



		doLogging

		文字列

		ロギングが PIX、ASA、FWSM デバイスに対してイネーブルの場合は「true」値を含み、そうでない場合は「false」を含みます。logInterval および logLevel 要素が指定されていない場合は、「デフォルトのロギング」がイネーブルであることを意味します。



		logInterval

		文字列

		ロギング間隔を秒単位で指定します。これが指定されていると、「ACE のロギングごとにイネーブル」を意味します。



		logLevel

		文字列

		ログレベルを指定します。「緊急」、「アラート」、「重要」、「エラー」、「警告」、「通知」、「情報」または「デバッグ」のいずれかです。これが指定されていると、「ACE のロギングごとにイネーブル」を意味します。



		logOption

		文字列

		IOS ログインを指定するために使用されます。IOS ロギングがイネーブルの場合「log」が含まれます。IOS ロギングがイネーブルかつ入力ログが IOS デバイスに対してイネーブルの場合は、「log-input」が含まれます。



		permit

		ブール値

		これが許可 ACE の場合は true、拒否の場合は false となります。





表29：ExtendedACEPolicyObject クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図35：ExtendedACEPolicyObject XML スキーマ

3.1.4.10 ACL ポリシーオブジェクト

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		references

		複合タイプ

		ACE への参照のリスト



		references .sequenceNumber

		Unsigned Int

		このエントリのシーケンス番号



		references .aclObjectReferenceGID

		ObjectIdentifier

		ACE ポリシーオブジェクトへの参照



		References.aceReferenceGID

		ObjectIdentifier

		標準/拡張 ACE ポリシーオブジェクトへの参照





表30：ACLPolicyObject クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図36：ACLPolicyObject XML スキーマ

3.1.4.11 SecurityGroupPolicyObject

SecurityGroupPolicyObject はBasePolicyObjectクラスから拡張され、属性をすべて継承します。SecurityGroupPolicyObject はセキュリティタグまたは名前を定義します。

ポリシー定義は gid 値で SecurityGroupPolicyObject を参照します。SecurityGroupPolicyObject の内容は、
継承されたisGroup属性が true に設定される場合に「空」になることがあります。そのような場合、SecurityGroupPolicyObject 自体に「他のセキュリティグループポリシーオブジェクト」への参照が含まれます。

このような PolicyObject の GID 値のリストはrefsに継承される属性から取得できます。「グループ」SecurityGroupPolicyObject も、リテラルセキュリティタグ/名前または含まれているポリシーオブジェクトを表示する複数の secuTag 要素を含めることができます。セキュリティポリシーオブジェクトの完全な内容は、securityTag 要素から取得できます。

このオブジェクトは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。

		要素


		タイプ

		コメント



		securityTag

		複合（SecurityGrpObjectsRef）

		参照先のポリシーオブジェクトのセキュリティタグ/名前または GID を定義します。



		securityTag .securityGrpObjectGID

		ObjectIdentifier

		参照先のセキュリティグループポリシーオブジェクトの GID を定義します。



		securityTag .secName

		文字列

		セキュリティタグを定義します。



		securityTag .secTag

		文字列

		セキュリティタグまたは名前を定義します。





表31：SecurityGroupPolicyObject() クラス定義




図 37：SecurityGroupObject XML スキーマ




図 38：SecurityGrpObjectsRef XML スキーマ

3.1.5 ポリシー派生クラス

このセクションおよび次のサブセクションでは、この API でサポートされるポリシークラスを定義します。

3.1.5.1 DeviceAccessRuleFirewallPolicy

DeviceAccessRuleFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。DeviceAccessRuleFirewallPolicy インスタンスでは、単一のアクセスコントロールエントリを表示します。BasePolicy クラスからの orderId 属性は、これらのルールの順序を定義します。

DeviceAccessRuleFirewallPolicy は NetworkPolicyObject、ServicePolicyObject、IdentityUserGroupPolicyObject または InterfaceRolePolicyObject オブジェクトを参照することがあります。

ソースおよび宛先要素は次のいずれかの組み合わせを含めることができます。

· networkObjectGIDs：これには、ネットワークポリシーオブジェクトへの 1 つ以上の GID の参照が含まれます。

· interfaceRoleObjectGIDs：これには、インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの 1 つ以上の GID の参照が含まれます。

· ipv4Data：1 つ以上のリテラル IPv4 アドレス

2 つのネットワークポリシーオブジェクトを参照し 1.1.1.1/32 などのリテラルアドレスを含める宛先エレメントを指定することが可能です。

ソースおよび宛先サブ要素の外部で指定されたinterfaceRoleObjectIDは、ACL が適用されているインターフェイスを指定します。

次の表に、DeviceAccessRuleFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素

		タイプ

		コメント



		isEnabled

		ブール値

		ルールがイネーブルの場合は true、そうでない場合は false です。



		direction

		文字列

		インまたはアウト。



		permit

		ブール値

		true は許可、fale は拒否を示します。



		interfaceRoleObjectIDs

		ObjectIdentifierList

		一連の InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID のリストを送信します。対応する InterfaceRole オブジェクトの GID 属性の ID のリンクを送信します。



		users

		複合タイプ

		ルールが適用されるユーザグループおよびユーザを含みます（ASA デバイスのバージョンが 8.4 (2)）以降の場合のみ適用可能）。



		users. identityUserGrpObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		IdentityUserGroupPolicyObject オブジェクト GID のリストを参照します。



		users. userNameData

		文字列

		ユーザのリスト。



		users. userGroupData

		文字列

		ユーザグループのリスト。



		sources

		複合タイプ

		送信元ネットワークとインターフェイスロールのコンテナ。



		sources.networkObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		一連のネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID のリスト。ID は、対応するネットワー
クオブジェクトの GID 属性にリンクします。



		sources.interfaceRoleObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		一連の InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID のリストを送信します。対応する InterfaceRole オブジェクトの GID 属性の ID のリンクを送信します。



		sources.ipv4Data

		文字列

		IPv4 ホスト、ネットワーク、または範囲を含む複数の IPv4Data 要素。



		destination

		複合タイプ

		宛先ネットワークとインターフェイスロールのコンテナ。



		destination.networkObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		一連のネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID のリスト。ID は、対応するネットワー
クオブジェクトの GID 属性にリンクします。



		destination.interfaceObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		一連の InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID のリストを送信します。対応する InterfaceRole オブジェクトの GID 属性の ID のリンク。



		destination.ipv4Data

		文字列

		IPv4 ホスト、ネットワーク、または範囲を含む複数のIPv4Data 要素。



		serviceObjectIDs

		ObjectIdentifierList

		一連のサービスポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID のリスト。対応するサービスオブジェクトの GID 属性への ID リンク。



		serviceParameters

		ServiceParameters

		プロトコルおよびポートの詳細を含むサービスデータを保存できる複数のサービスデータ要素



		serviceParameters.protocol

		文字列

		tcp、udp などのプロトコルを定義する文字列



		serviceParameters.sourcePort

		複合タイプ

		送信元ポートのデータを保持する要素のコンテナ。これは、選択タイプの複合要素であるため、サブ要素のうち 1 つのみ定義されます。



		serviceParameters.sourcePort.port

		文字列

		実際のポート値。<開始ポート>-<終了ポート> の形式で指定される範囲（例：1-65535）にもできます。



		serviceParameters.sourcePort.portRef

		ObjectIdentifier

		PortListPolicyObject への Gid の参照。



		serviceParameters.destinationPort

		複合タイプ

		宛先ポートのデータを保持する要素のコンテナ。これは、選択タイプの複合要素であるため、サブ要素のうち 1 つのみ定義されます。



		serviceParameters.destinationPort.port

		文字列

		実際のポート値。<開始ポート>-<終了ポート> の形式で指定される範囲（例：1-65535）にもできます。



		serviceParameters.destinationPort.portRef

		ObjectIdentifier

		PortListPolicyObject への Gid の参照。



		serviceParameters.icmpMessage

		文字列

		ICMP メッセージの内容。



		logOptions

		複合タイプ

		ルールに関連するロギングオプションを保存するルートエレメント。



		logOptions.isFirewallLoggingEnabled

		ブール値

		ロギングが PIX、ASA、FWSM ルールでイネーブルかどうかを示します。



		logOptions.isDefaultLogging

		ブール値

		デフォルトのロギングがイネーブルかどうか。これは isFirewallLoggingEnabled が true の場合のみ、PIX、ASA、および FWSM デバイスに適用可能です。



		logOptions.loggingInterval

		Int

		ロギング間隔を秒単位で指定します。これは isDefaultLogging が false または指定されていない場合に、PIX、FWSM、および ASA に適用可能です。（ACE の
ロギングごとに適用）



		logOptions.loggingLevel

		文字列

		ログレベル（「緊急」、「アラート」、「重要」、
「エラー」、「警告」、「通知」、「情報」、「デバッグ」）を指定します。これは isDefaultLogging が false または指定されていない場合に、PIX、FWSM、および ASA に適用可能です。（ACE のロギングごとに適用）



		logOptions. isIOSLoggingEnabled

		ブール値

		IOS デバイスのロギングがイネーブルの場合に true に設定します。IOS のみに適用可能



		logOptions.isLogInput

		ブール値

		ログの入力がイネーブルの場合は true。これは isIOSLoggingEnabled が true の場合のみ、IOS デバイスに
適用可能です。



		iosOptions

		文字列

		IOS オプションに許可されている値は、「none」、「Fragment」、「Established」です。



		timeRangeObjectId

		ObjectIdentifier

		時間範囲がこのルールに指定されている場合、TimeRangePolicyObject を参照します。





表32：DeviceAccessRuleFirewallPolicy クラス定義

このクラスの XML スキーマについては、このマニュアルの最後の XML スキーマを参照してください。

3.1.5.1.1 ポリシー設定デバイスの応答例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<n:policyConfigDeviceResponse xmlns:n="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >


<policy>



<deviceAccessRuleFirewallPolicy>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000889</gid>




<name>string</name>




<lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>




<updatedByUser>admin</updatedByUser>




<lastCommitTime>2012-12-05T09:18:39.371Z </lastCommitTime>




<activityName>admin_05.Dec.2012_01.17.10</activityName>




<type>Access Rule</type>




<orderId>0</orderId>




<isMandatoryAggregation>false</isMandatoryAggregation>




<description/>




<isEnabled>true</isEnabled>




<direction>in</direction>




<permit>true</permit>




<interfaceRoleObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-000000000123</interfaceRoleObjectGIDs>




<sources>





<networkObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-000000000124</networkObjectGIDs>





<interfaceRoleObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-000000000123</interfaceRoleObjectGIDs>





<ipv4Data>1.1.1.1/32</ipv4Data>




</sources>




<destinations>





<networkObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-000000000125</networkObjectGIDs>





<interfaceRoleObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-000000000123</interfaceRoleObjectGIDs>





<ipv4Data>2.2.2.2</ipv4Data>




</destinations>




<services>





<serviceObjectGIDs>00000000-0000-0000-0000-000000000126</serviceObjectGIDs>





<serviceParameters>






<protocol>tcp</protocol>






<sourcePort>







<port>80</port>






</sourcePort>






<destinationPort>







<port>80</port>






</destinationPort>





</serviceParameters>




</services>




<logOptions>





<isFirewallLoggingEnabled>false</isFirewallLoggingEnabled>




</logOptions>




<iosOptions>None</iosOptions>




<timeRangeObjectGID>00000000-0000-0000-0000-000000000127</timeRangeObjectGID>



</deviceAccessRuleFirewallPolicy>


</policy>


<policyObject>



<networkPolicyObject>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000124</gid>




<name>mySource</name>




<lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>




<type>Network</type>




<comment/>




<isProperty>false</isProperty>




<subType>Host</subType>




<isGroup>false</isGroup>




<refGIDs/>




<ipv4Data>1.1.2.2</ipv4Data>



</networkPolicyObject>



<networkPolicyObject>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000125</gid>




<name>myDest</name>




<lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>




<type>Network</type>




<comment/>




<isProperty>false</isProperty>




<subType>Host</subType>




<isGroup>false</isGroup>




<refGIDs/>




<ipv4Data>1.1.3.3</ipv4Data>



</networkPolicyObject>



<portListPolicyObject>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000002782</gid>




<name>MyPortList</name>




<lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>




<type>PortList</type>




<comment/>




<isProperty>false</isProperty>




<subType>Host</subType>




<isGroup>false</isGroup>




<refGIDs/>




<startPort>514</startPort>




<endPort>514</endPort>



</portListPolicyObject>



<servicePolicyObject>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000126</gid>




<name>string</name>




<lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>




<type>Service</type>




<comment/>




<isProperty>false</isProperty>




<subType/>




<isGroup>false</isGroup>




<refGIDs/>




<serviceParameters>





<protocol>udp</protocol>





<sourcePort>





<portRefGID>00000000-0000-0000-0000-000000002782</portRefGID>




</sourcePort>




<destinationPort>





<port>514</port>




</destinationPort>




<icmpMessage>string</icmpMessage>



</serviceParameters>




</servicePolicyObject>



<interfaceRolePolicyObject>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000123</gid>




<name>FA1</name>




<lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>




<type>InterfaceRole</type>




<comment/>




<isProperty>false</isProperty>




<subType/>




<isGroup>false</isGroup>




<refGIDs/>




<pattern>FastEthernet0/0</pattern>



</interfaceRolePolicyObject>



<timeRangePolicyObject>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000127</gid>




<name>string</name>




<lastUpdateTime>1697-02-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>




<type>TimeRange</type>




<comment/>




<isProperty>false</isProperty>




<subType/>




<isGroup>false</isGroup>




<refGIDs/>




<startTime>1697-02-01T00:00:00Z</startTime>




<endTime>1697-02-01T00:00:00Z</endTime>




<recurrence>





<weeklyInterval>






<startDay>Monday</startDay>






<startTime>13:20:00-05:00</startTime>






<endDay>Friday</endDay>






<endTime>13:20:00-05:00</endTime>





</weeklyInterval>




</recurrence>



</timeRangePolicyObject>


</policyObject>

</n:policyConfigDeviceResponse>

3.1.5.2 DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy

DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy は基本 DeviceAccessRuleFirewallPolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy のインスタンスが単一の統合型アクセスコントロールエントリを表示します。BasePolicy クラスからの orderId 属性は、これらのルールの順序を定義します。

DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy はさらに SecurityGroupPolicyObject も参照することがあります。

SecurityGrpObjectsRef のリストである SecurityGrpObjectsRefs のsourceSGおよびdestinationSG要素。SecurityGrpObjectsRef のセクション 3.1.4.11 を参照してください。

XML コンテンツには、ロギング、フラグメント、確立などの IOS オプションを除き、基本のすべての属性が含まれます。

このポリシーは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。

		要素

		タイプ

		コメント



		sourceSG

		複合（SecurityGrpObjectsRefs）

		着信パケットの送信元のセキュリティタグまたはオブジェクトを定義します。



		destinationSG

		複合（SecurityGrpObjectsRefs）

		着信パケットの宛先としてセキュリティタグまたはオブジェクトを定義します。





表33：DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy クラス定義




図37：DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy XML スキーマ

3.1.5.3 FirewallACLSettingsPolicy

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		aclName

		文字列

		ACL 名。



		interfaceGID

		ObjectIdentifier

		この ACL を適用するインターフェイス。



		trafficDirection

		文字列

		ACL が適用されるトラフィックの方向。値はインまたはアウトになります。



		useUserDefinedACLName

		ブール値

		CSM で定義された ACL 名またはユーザ定義の ACL 名を使用する Boolean オプション。



		enablePerUserDownloadableACLs

		ブール値

		ダウンロード可能な ACL をユーザごとに有効にする Boolean オプション。



		enableObjectGroupSearch

		ブール値

		オブジェクトグループの検索を有効にする Boolean オプション。



		enableAccessListCompilation

		ブール値

		アクセスリストの編集を有効にする Boolean オプション





表34：FirewallACLSettingsPolicy

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図38：FirewallACLSettingsPolicy

3.1.5.4 DeviceStaticRoutingFirewallPolicy

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		FwStaticRoutePolicy

		複合タイプ

		



		interfaceGID

		ObjectIdentifier

		このスタティックルートが適用されるインターフェイス。



		networks

		複合タイプ

		宛先ネットワーク。1 つ以上の IP アドレス/ネットマスクエントリ、1 つ以上のネットワーク/ホストオブジェクト、または両方の組み合わせを指定できます。エントリはカンマで区切ります。

デフォルトルートを指定するには、0.0.0.0 を使用します。0.0.0.0 の IP アドレスは、0 と省略できます。



		networks.networkObjectIdentifierGIDs

		ObjectIdentifierList

		ポリシーオブジェクトへの参照としての値



		networks.ipv4Data

		文字列

		raw 文字列として値



		Gateway

		複合タイプ

		このルートのネクストホップアドレスであるゲートウェイルータ。



		gateway.hostObjectIdentifierGID

		ObjectIdentifier

		ポリシーオブジェクトへの参照



		gateway.ipv4Data

		文字列

		ゲートウェイ IP アドレスの raw 文字列値



		Metric

		unsignedInt

		宛先ネットワークへのホップ数。有効値の範囲は 1 ～ 255 で、デフォルト値は 1 です。



		Tunneled

		ブール値

		これがトンネルのルートかどうかを示します。



		slaMonitorGID

		ObjectIdentifier

		モニタリングポリシーを定義する Service Level Agreement（SLA）オブジェクトの名前。





表35：DeviceStaticRoutingFirewallPolicy

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図39：DeviceStaticRoutingFirewallPolicy

3.1.5.5 DeviceStaticRoutingRouterPolicy

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		destinationNetwork

		複合タイプ

		宛先ネットワーク設定の要素のコンテナ。



		destinationNetwork.useAsDefaultRoute

		ブール値

		スタティックルートがこのルータによって転送される不明なパケットのデフォルトルートかどうかを示します。



		destinationNetwork.prefix

		複合タイプ

		スタティックルートの宛先 IP アドレス。



		destinationNetwork.prefix.networkObjectReferenceGID

		ObjectIdentifier

		オブジェクト参照としてのスタティックルートの宛先 IP アドレス。



		destinationNetwork.prefix.ipV4Data

		文字列

		文字列形式のスタティックルートの宛先 IP アドレス。



		Forwarding

		複合タイプ

		



		fowarding.forwardingInterfaceGID

		ObjectIdentifier

		このルータのネクストホップアドレスであるゲートウェイルータに関連付けられるインターフェイス名。



		fowarding.forwardingIPAddress

		複合タイプ

		このルータのネクストホップアドレスであるゲートウェイルータに関連付けられる IP アドレス。



		fowarding.forwardingIPAddress.hostObjectReferenceGID

		ObjectIdentifier

		オブジェクト参照としての IP アドレス



		fowarding.forwardingIPAddress.ipv4HostAddress

		文字列

		文字列値としての IP アドレス




		distanceMetric

		unsignedInt

		ゲートウェイ IP から宛先へのホップ数。メトリックによって、このルートのプライオリティが決まります。ホップが少ないほど、コストが低くなるため、ルートに割り当てられるプライオリティは高くなります。

2 つのルーティングエントリで同じネットワークが指定されている場合、メトリックの小さい（つまり、プライオリティが高い）エントリが選択されます。



		isPermanentRoute

		ブール値

		スタティックルートが永続的なルートとして定義されるかどうかを示します。永続的なルートとは、インターフェイスがシャットダウンされるか、ルータが次のルータと通信できない場合でも、削除されないことを意味します。





表36：DeviceStaticRoutingRouterPolicy

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図 39：DeviceStaticRoutingRouterPolicy

3.1.5.6 DeviceBGPRouterPolicy

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		asNumber

		unsignedLong

		ルータが配置されている自律システムの数。有効な値の範囲は 1 ～ 65535 です。この番号によって、BGP ルーティングプロセスがイネーブルになります。



		Networks

		複合タイプ

		BGP ルートに関連付けられるネットワーク。



		networks.networkObjectIdentifierGIDs

		ObjectIdentifierList

		ポリシーオブジェクトへの参照としての値



		networks.ipv4Data

		文字列

		文字列としての値



		Neighbors

		複合タイプ

		ルータの内部ネイバー（ルータと同じ AS 内に配置）および外部ネイバー（異なる AS 内に配置）。



		neighbors.ipAddress

		複合タイプ

		ネイバー アドレス



		neighbors.ipAddress.networkObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		ポリシーオブジェクトリストへの参照としてのアドレス



		neighbors.ipAddress.ipv4Data

		文字列

		文字列値としてのアドレス



		neighbors.asNumber

		unsignedLong

		ネイバーの AS 番号



		autoSummary

		ブール値

		自動集約をイネーブルにします。サブネットが IGP（RIP、OSPF、EIGRP など）から BGP に再配布されるときに、この BGP バージョン 3 機能によってネットワークルートだけが BGP テーブルに注入されます。自動サマライズによって、ルータで保持する必要があるルーティングテーブルのサイズと複雑さが低減します。



		synchronization

		ブール値

		同期をイネーブルにします。選択すると、同期がイネーブルになります。この機能を使用して、アドバタイズするルートに関してネットワーク内のすべてのルータの一貫性が確保されるようにします。同期によって、BGP は、IGP がルーティング情報を AS 全体に伝播するまで待機します。

選択を解除すると、同期がディセーブルになります。このルータが別の AS からのトラフィックを第三の AS に渡さない場合、または AS 内のすべてのルータが BGP を実行している場合、同期をディセーブルにすることができます。この機能をディセーブルにすると、IGP が伝送する必要があるルートの数が減少し、コンバージェンス時間が向上するという利点があります。これがデフォルトです。



		logNeighbor

		ブール値

		選択すると、BGP ネイバーのリセット、ネットワークへの接続、または切断時に生成されるメッセージのロギングがイネーブルになります。



		redistributionEntry

		複合タイプ

		再配布を BGP Autonomous System（AS）に実行するときの再配布設定。複数にできます。



		redistributionEntry.protocol

		複合タイプ

		再配布されているプロトコル。



		redistributionEntry.protocol.static

		文字列

		プロトコルの選択。指定できる値は「IP」または「OSI」です。



		redistributionEntry.protocol.connected

		文字列

		プロトコルの選択。



		redistributionEntry.protocol.rip

		文字列

		プロトコルの選択。



		redistributionEntry.protocol.eigrp

		複合タイプ

		プロトコルの選択。



		redistributionEntry.protocol.eigrp.asNumber

		unsignedInt

		EIGRP が選択されている場合は AS 番号。



		redistributionEntry.protocol.ospf

		複合タイプ

		プロトコルの選択



		redistributionEntry.protocol.ospf.processId

		UnsignedInt

		EIGRP が選択されている場合はプロセス番号。



		redistributionEntry.protocol.ospf.match

		文字列

		複数一致基準。各一致基準の許容値のうち 1 つを取ります。

· [内部（Internal）]：自律システム（AS）に対して内部のルートが再配布されます。

· [外部1（External 1）]：AS に対して外部のタイプ 1 ルートが再配布されます。

· [外部2（External 2）]：AS に対して外部のタイプ 2 ルートが再配布されます。

· [NSSA外部1（NSSAExternal1）]：Not-So-Stubby Area（NSSA）に対して外部のタイプ 1 ルートが再配布されます。

· [NSSA外部2（NSSAExternal2）]：NSSA に対して外部のタイプ 2 ルートが再配布されます。



		redistributionEntry.metric

		unsignedLong

		再配布されるルートのプライオリティを決定する値。





表37：DeviceBGPRouterPolicy クラス定義

このクラスの XML スキーマについては、このマニュアルの最後の XML スキーマを参照してください。

3.1.5.7 InterfaceNATRouterPolicy

InterfaceNATRouterPolicy は BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATRouterPolicy のインスタンスは、インターフェイスの内部および外部に 1 つ NAT を指定します。

InterfaceNATRouterPolicy は InterfaceRole PolicyObject を参照できます。

次の表に、InterfaceNATRouterPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		interfaceGID

		ObjectIdentifier

		内部インターフェイスまたは外部インターフェイスを示す InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。この ID は、対応する InterfaceRole オブジェクトの GID 属性にリンクします。



		isNatInside

		ブール値

		これが NAT の内部インターフェイス（True）か外部インターフェイス（false）かを示すブール値





表38：InterfaceNATRouterPolicy クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図40：InterfaceNATRouterPolicy XML スキーマ

3.1.5.8 InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy

InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy インスタンスでは、スタティック NAT ルールを表示します。

InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy は Network ポリシーオブジェクトおよび InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照できます。基本 orderId 属性はスタティックルールの順序を定義します。

次の表に、InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		staticRuleType

		列挙型

		このスタティックルールで変換されるローカルアドレスのタイプ。

· [Static Host]：単一ホストでスタティックアドレス変換が必要な場合。

· [Static Network]：サブネットでスタティックアドレス変換が必要な場合。

· [Static Port]：単一ポートでスタティックアドレス変換が必要な場合。このオプションを選択した場合は、[Port Redirection] パラメータを定義する必要があります。



		Original

		複合タイプ

		IP アドレスを識別する複合タイプ要素、または変換するアドレスを表すネットワーク/ホストオブジェクト。



		original.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。



		original.networkObjectGID

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		translated



		複合タイプ

		元のアドレスが変換されるアドレスを含む複合タイプ要素。これは、特定の IP アドレスとネットワークオブジェクトを含める、またはインターフェイスの指定に使用できます。インターフェイスを指定した場合は、インターフェイスに割り当てられた IP アドレスは、変換済みアドレスとして使用されます。



		translated.originalIP

		複合タイプ

		IP データやネットワークポリシーオブジェクトを指定する複合タイプ。



		translated.originalIP.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。



		translated.originalIP. networkObjectGID

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		translated.interfaceGID

		オブジェクト ID

		InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		portRedirection

		複合タイプ

		アドレス変換のポート情報を指定する複合タイプ。これらのポートは、ルールのタイプとして [Static Port] を選択している場合にだけ使用できます。



		portRedirection.protocol

		文字列

		これらのポートで使用する通信プロトコル（TCP または UDP）。



		portRedirection.localPort

		unsignedInt

		送信元ネットワーク上のポート番号。有効な値の範囲は 1 ～ 65535 です。



		portRedirection.globalPort.

		unsignedInt

		ルータがこの変換に使用されることを示す、宛先ネットワーク上のポート番号。有効な値の範囲は 1 ～ 65535 です。



		Settings

		複合タイプ

		詳細オプションを含むオプションの複合タイプ要素。



		settings.noAlias

		ブール値

		true の場合は、グローバル IP アドレス変換の自動エイリアスをディセーブルにします。



		settings.noPayload

		ブール値

		true の場合は、ペイロードの埋め込みアドレスまたはポートの変換が禁止されます。



		settings.createExtTransEntry

		ブール値

		true の場合は、拡張変換エントリ（アドレスおよびポート）が変換テーブルに作成されます。





表39：InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図41：InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy XML 定義

3.1.5.9 InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy

InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy インスタンスが NAT のダイナミックなルールを指定します。

InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy は ACL PolicyObject および InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照できます。基本 orderId 属性はダイナミックルールの順序を定義します。

次の表に、InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		trafficFlowAclObjectGID

		ObjectIdentifier

		エントリがダイナミック変換を必要とするアドレスを定義する、Access Control Lists（ACL）ポリシーオブジェクト GID を参照します。



		translatedAddress

		複合タイプ

		ダイナミック変換に使用するメソッドおよびアドレスを指定する複合タイプ要素。インターフェイスロールオブジェクトまたはアドレスプールが含まれます。インターフェイスロールポリシーオブジェクトが参照されると、特定のインターフェイスに割り当てられた登録済み IP アドレスは、変換済みアドレスとして使用されます。



		translatedAddress.interfaceGID

		オブジェクト ID

		InterfaceRole ポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		translatedAddress.addressPool

		文字列

		プレフィックスを含めた 1 つまたは複数のアドレス範囲。書式は min1-max1/prefix（CIDR 表記）を使用し、「prefix」は有効なネットマスクを示します。たとえば、172.16.0.0-172.31.0.223/12 となります。



		Settings

		複合タイプ

		オプション設定を含む複合タイプ要素。



		settings.enablePortTrans

		ブール値

		true の場合、アドレスプールのグローバルアドレスの提供が枯渇していると、ルータはポートアドレッシング（PAT）を使用します。false の場合は PAT は使用されません。



		settings.noTransVPN

		ブール値

		True の場合、アドレス変換は VPN トラフィックに対して実行されません。false の場合、ルータは、NAT ACL とクリプト ACL 間でアドレスが重複している場合に、VPN トラフィックに対してアドレス変換を実行します。





表40：InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy クラス定義
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図42：InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy XML スキーマ

3.1.5.10 DeviceNATTimeoutsRouterPolicy

DeviceNATTimeoutsRouterPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。DeviceNATTimeoutsRouterPolicy インスタンスは、ポートアドレス（オーバーロード）変換用に NAT タイムアウト値を指定します。

次の表に、DeviceNATTimeoutsRouterPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		maxEntries

		unsignedLong

		ダイナミック NAT テーブルに格納できるエントリの最大数。1～2147483647 の値に対応します。指定しない場合、テーブル内のエントリの数が無制限であることを示します。



		timeoutInSecs

		unsignedLong

		ダイナミック変換が期限切れになるまでの秒数。PAT（オーバーロード）変換には適用されません。デフォルトは 86400 秒（24 時間）です。



		udpTimeoutInSecs

		unsignedLong

		ユーザデータグラムプロトコル（UDP）ポートに適用されるタイムアウト値。デフォルトは 300 秒（5 分）です。



		dnsTimeoutInSecs

		unsignedLong

		Domain Naming System（DNS; ドメインネーミングシステム）サーバ接続に適用されるタイムアウト値。デフォルトは 60 秒です。



		tcpTimeoutInSecs

		unsignedLong

		伝送制御プロトコル（TCP）ポートに適用されるタイムアウト値。デフォルトは 86400 秒（24 時間）です。



		finRstTimeoutInSecs

		unsignedLong

		終了（FIN）パケットまたはリセット（RST）パケット（どちらも接続を終了させる）が TCP ストリーム内で検出された場合に適用されるタイムアウト値。デフォルトは 60 秒です。



		icmpTimeoutInSecs

		unsignedLong

		インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）フローに適用されるタイムアウト値。デフォルトは 60 秒です。



		pptpTimeoutInSecs

		unsignedLong

		NAT Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP; ポイントツーポイントトンネリングプロトコル）フローに適用されるタイムアウト値。デフォルトは 86400 秒（24 時間）です。



		synTimeoutInSecs

		unsignedLong

		同期伝送（SYN）メッセージ（正確なクロッキングに使用）が検出されたあと、TCP フローに適用されるタイムアウト値。デフォルトは 60 秒です。





表41：DeviceNATTimeoutsRouterPolicy クラス定義
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図43：DeviceNATTimeoutsRouterPolicy

3.1.5.11 InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy

InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy インスタンスはダイナミックな NAT ルールで使用されるグローバルアドレスプールを管理します。このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。

次の表に、InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		interfaceGID

		ObjectIdentifier

		マッピングされた IP アドレスが使用される InterfaceRole ポリシーオブジェクト GID のインターフェイスを参照します。



		poolId

		unisignedInt

		このアドレスプールの一意の識別番号（1 ～ 2147483647 の整数）。ダイナミックな NAT ルールを設定する場合は、変換に使用されるアドレスプールを指定するには、プール ID が使用されます。



		ipAddressRange



		複合タイプ

		このアドレスプールに割り当てられるアドレスを含む複合タイプ要素。アドレスは、ネットワークポリシーオブジェクトへのリテラル IPv4 アドレスまたは参照の組み合わせを含めることができます。



		ipAddressRange.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		ipAddressRange. networkObjectGIDs

		オブジェ
クト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		interfaceKeyword

		文字列

		「インターフェイス」キーワードを指定した場合、ポートアドレス変換が指定されたインターフェイスでイネーブルであることを示します。





表42：InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy クラス定義
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図44：InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy XML スキーマ

3.1.5.12 DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy

DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy インスタンスで、選択したセキュリティアプライアンスのネットワークアドレス変換に影響するオプションを管理します。これらの設定は、デバイス上のすべてのインターフェイスに適用されます。

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA に適用されます。

次の表に、DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		isEnableTrafficWithoutTrans

		ブール値

		true の場合は、アドレス変換なしでトラフィックがセキュリティアプライアンスを通過できます。このオプションが false の場合、変換ルールに一致しないトラフィックはすべてドロップされます。

注

このオプションは、PIX 7.x、FWSM 3.x、
および ASA デバイスでのみ使用可能です。





		isXlateByPass

		ブール値

		true の場合は、imtranslated トラフィックの NAT セッションはディセーブルです。

注

このオプションは、FWSM 3.2 以降でだけ使用可能です。







表43：DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy クラス定義
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図45：DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy XML スキーマ

3.1.5.13 InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy

InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy インスタンスは、アドレス変換からトラフィックを免除するルールを指定します。ルールは、リスト内の順序に従って評価されます。

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。

次の表に、InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		isRuleEnabled


		ブール値

		true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールはディセーブルになることを示します。



		isExempt

		ブール値

		true の場合、ルールは NAT から免除されるトラフィックを識別します。false の場合、ルールは、NAT から免除されないトラフィックを識別します。



		realInterfaceGID

		ObjectIdentifier

		ルールが適用されるのデバイスインターフェイス。



		original



		複合タイプ

		ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラル IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能です。



		original.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。



		original. interfaceRoleObjectGIDs

		オブジェクト ID

		インターフェイスロールのポリシーオブジェクト GID のリスト。



		original. networkObjectGIDs

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		outsideNAT

		ブール値

		true はルール外部のキーワードが NAT ルールで定義されることを示します。



		destinations


		複合タイプ

		ルールが適用される宛先ホストおよびネットワークオブジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラル IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能です。



		destinations.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。



		destinations. interfaceRoleObjectGIDs

		オブジェクト ID

		インターフェイスロールのポリシーオブジェクト GID のリスト。



		destinations. networkObjectGIDs

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		fwsmAdvancedOptions

		複合タイプ

		FWSMの場合のみ詳細オプション



		fwsmAdvancedOptions.isTransDNSReplies

		ブール値

		true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用して内部ホストの名前を解決できるように、またその逆ができるように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答を書き換えます。



		fwsmAdvancedOptions.maxTCPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		fwsmAdvancedOptions.maxUDPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		fwsmAdvancedOptions.maxEmbConnections

		UnsignedInt

		セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるまでに確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		fwsmAdvancedOptions.randomizeSeqNum

		ブール値

		true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP パケットのシーケンス番号がランダム化されます。





表44：InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図46：InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy XML スキーマ

3.1.5.14 InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy

InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicyspecifies のダイナミックな NAT および PAT ルールのインスタンス。ルールは、リスト内の順序に従って評価されます。

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。

次の表に、InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		isRuleEnabled



		ブール値

		true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールはディセーブルになることを示します。



		realInterfaceGID

		ObjectIdentifier

		ルールを適用するデバイスインターフェイスロールポリシーオブジェクトにマップします。



		poolId

		Unsigned Int

		変換に使用されるアドレスプールの ID 番号。これをアイデンティティ NAT ルールとして指定するには、値 0 を入力します。



		original



		複合タイプ

		ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラル IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能です。



		original.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		original. networkObjectGIDs

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		outsideNAT

		ブール値

		true の場合、「外部」キーワードがこの NAT ルールに存在することを示します。



		advancedOptions

		複合タイプ

		高度なオプション。



		advancedOptions.isTransDNSReplies

		ブール値

		true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用して内部ホストの名前を解決できるように、またその逆ができるように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答を書き換えます。



		advancedOptions.maxTCPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.maxUDPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.maxEmbConnections

		UnsignedInt

		セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるまでに確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.randomizeSeqNum

		ブール値

		true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP パケットのシーケンス番号がランダム化されます。





表45：InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy クラス定義

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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3.1.5.15 InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy

InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy インスタンスは送信元アドレスと宛先アドレスおよびサービスに基づいたダイナミック変換ルールを指定します。ルールは、リスト内の順序に従って評価されます。

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。

次の表に、InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		isRuleEnabled



		ブール値

		true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールはディセーブルになることを示します。



		realInterfaceGID

		ObjectIdentifier

		ルールを適用するデバイスインターフェイスロールポリシーオブジェクトにマップします。



		poolId

		Unsigned Int

		変換に使用されるアドレスプールの ID 番号。これをアイデンティティ NAT ルールとして指定するには、値 0 を入力します。



		Original

		複合タイプ

		ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラル IP アドレスおよび/またはネットワーク/インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能です。



		original.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		original. interfaceRoleObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		インターフェイスロールポリシーオブジェクトのリスト。



		original. networkObjectGIDs

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		outsideNAT

		ブール値

		true の場合、「外部」キーワードがこの NAT ルールに存在することを示します。



		destinations


		複合タイプ


		ルールが適用される宛先ホストおよびネットワークオブジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラル IP アドレスおよび/またはネットワーク/インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能です。



		destinations.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		destinations. interfaceRoleObjectGIDs

		ObjectIdentifierList

		インターフェイスロールポリシーオブジェクトのリスト。



		destinations. networkObjectGID

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		Services

		複合タイプ

		ルールが適用されるサービスを含む複合タイプ。これは、プロトコル/送信元ポート/宛先ポート/サービスポリシーオブジェクトへの参照、の形式で、サービス情報の組み合わせにすることができます。



		services.serviceData



		文字列

		サービス固有の構文は次のとおりです。

{tcp | udp | tcp&udp}/{source_port_number | port_list_object}/ {destination_port_number | port_list_object}

ポートパラメータが 1 つだけの場合は、宛先ポートを参照します（送信元ポートは任意）。たとえば、tcp/4443は tcp、送信元ポート any、宛先ポート 4443 を意味し、tcp/4443/Default Rangeは tcp、送信元ポート 4443、宛先ポート Default Range（通常、1 ～ 65535）を意味します。



		services. serviceObjectGID

		オブジェクト ID

		サービスポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		advancedOptions

		複合タイプ

		高度なオプション。



		advancedOptions.isTransDNSReplies

		ブール値

		true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用して内部ホストの名前を解決できるように、またその逆ができるように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答を書き換えます。



		advancedOptions.maxTCPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.maxUDPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.maxEmbConnections

		UnsignedInt

		セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるまでに確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.randomizeSeqNum

		ブール値

		true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP パケットのシーケンス番号がランダム化されます。
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3.1.5.16 InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy

InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy インスタンスは、セキュリティアプライアンスに対してスタティック変換ルールを指定します。ルールは、リスト内の順序に従って評価されます。

このポリシーは、PIX、FWSM、および ASA 8.3 以前に適用されます。

次の表に、InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		isRuleEnabled



		ブール値

		true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールはディセーブルになることを示します。



		translationType

		列挙型

		ルールの変換タイプ（「NAT」または「PAT」）。



		realInterfaceGID

		ObjectIdentifier

		ルールを適用するデバイスインターフェイスロールポリシーオブジェクトにマップします。



		mappedInterfaceGID

		オブジェ
クト ID

		変換後のアドレスが使用されるインターフェイスロールポリシーオブジェクトインターフェイスへのマッピング。



		original



		複合タイプ

		ルールが適用される発信元ホストおよびネットワークオブジェクトの IP アドレスを含む複合タイプ。複数のリテラル IP アドレスやネットワークポリシーオブジェクトへの参照を含むことが可能です。



		original.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		original. networkObjectGIDs

		オブジェ
クト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		Translated

		複合タイプ

		変換後のアドレスを含む複合タイプ要素。



		translated.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		translated. networkObjectGID

		オブジェ
クト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		translated.interfaceKeyword

		文字列

		「interface」の値は、このキーワードが NAT ルールに存在することを指定します。



		policyNAT

		複合タイプ

		ポリシー NAT がこのルールでイネーブルになっている場合に限り、ポリシー NAT の詳細を含む複合タイプ。



		policyNAT.destAddress

		複合タイプ

		宛先アドレスを含む複合タイプ。



		policyNAT.destAddress.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		policyNAT.destAddress. networkObjectGIDs

		オブジェ
クト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		policyNAT.services

		複合タイプ

		ルールが適用されるサービスを指定する複合タイプ。これは、プロトコル/送信元ポート/宛先ポート/サービスポリシーオブジェクトへの参照、の形式で、サービス情報の
組み合わせにすることができます。



		policyNAT.services.serviceData



		文字列

		サービス固有の構文は次のとおりです。

{tcp | udp | tcp&udp}/{source_port_number | port_list_object}/ {destination_port_number | port_list_object}

ポートパラメータが 1 つだけの場合は、宛先ポートを参照します（送信元ポートは任意）。たとえば、tcp/4443は tcp、送信元ポート any、宛先ポート 4443 を意味し、tcp/4443/Default Rangeは tcp、送信元ポート 4443、宛先ポート Default Range（通常、1 ～ 65535）を意味します。



		policyNAT.services. serviceObjectGID

		オブジェ
クト ID

		サービスポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		Protocol

		列挙型

		ルールの適用対象となるプロトコル「UDP」、「TCP」、「IP」。



		originalPort

		Unsigned Int

		[Translation Type] で [PAT] を選択した場合は、これは、
変換されるポート番号を指定します。



		translatedPort

		Unsigned Int

		[Translation Type] で [PAT] を選択した場合は、元のポート番号が変換されるポート番号を指定します。



		advancedOptions

		複合タイプ

		高度なオプション。



		advancedOptions.isTransDNSReplies

		ブール値

		true にすると、外部クライアントが内部 DNS サーバを使用して内部ホストの名前を解決できるように、またその逆ができるように、セキュリティアプライアンスは DNS 応答を書き換えます。



		advancedOptions.maxTCPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される TCP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.maxUDPConnPerRule

		UnsignedInt

		許容される UDP 接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.maxEmbConnections

		UnsignedInt

		セキュリティアプライアンスが初期接続を拒否し始めるまでに確立が許可される初期接続の最大数。有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。



		advancedOptions.randomizeSeqNum

		ブール値

		true にすると、セキュリティアプライアンスによって TCP パケットのシーケンス番号がランダム化されます。
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3.1.5.17 InterfaceNATManualFirewallPolicy

このポリシーは、ASA バージョン 8.3 以降のデバイスにのみ適用されます。ASA 8.3 以降は、完全な NAT の表示は、2 種類の主要ポリシータイプの組み合わせです。以下に示すように、これは手動 NAT 事前ルールと事後ルール（セクション 1 と 3）およびオブジェクト NAT ルール（セクション 2）から構成されます。



この項では、手動 NAT（InterfaceNATManualFirewallPolicy）を説明します。また次のセクションでは、オブジェクト NAT（InterfaceNATObjectFirewallPolicy）を説明します。

InterfaceNATManualFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATManualFirewallPolicy インスタンスはデバイス上に「手動で」定義された NAT ルールを指定します。基本ポリシーから継承した基本注文 ID属性は、ポリシー内でこれらのルールの順序を指定します。ポリシーデータのsection要素は、これが NAT の事前ルールか事後ルールかを指定します。

次の表に、InterfaceNATManualFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		isRuleEnabled



		ブール値

		true の場合ルールはイネーブルに、false の場合ルールはディセーブルになることを示します。



		section


		列挙型

		ルールセクションを指定します。有効な値は「1」、「2」、「3」です。以下は解釈です。

「1」( 事前 NAT ルールつまりルール前 NAT を指します。

「2」( オブジェクト NAT ルールを指します。

「3」( 事後 NAT ルールつまりルール後 NAT を指します。

このポリシータイプは「1」と「3」のみ可能です。BasePolicy の orderId 要素は、このセクション内のルールの「順序」を指定します。



		realInterface


		複合タイプ

		インターフェイスロールポリシーオブジェクトまたはインターフェイス名への参照



		realInterface.realInterfaceGID

		オブジェ
クト ID

		インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの参照



		realInterface.realInterfaceName

		文字列

		実際のインターフェイス名



		mappedInterface

		複合タイプ

		インターフェイスロールポリシーオブジェクトまたは名前への参照

（注：実際のインターフェイスおよびマッピングインターフェイスがいずれも指定されていない場合、デフォルトは「任意」とみなされます。）



		mappedInterface.mappedInterfaceGID

		オブジェ
クト ID

		インターフェイスロールポリシーオブジェクトへの参照



		mappedInterface.mappedInterfaceName

		文字列

		マッピングされたインターフェイス名。



		Source

		複合タイプ

		オリジナルと変換された送信元を含む複合タイプ



		source.natType

		列挙型

		変換ルールのタイプを「スタティック」または「ダイナミック」と指定します。



		source.originalObjectGID

		オブジェ
クト ID

		NAT ルールで変換される送信元アドレスを指定します。
アドレス範囲またはネットワークの場合は、範囲またはネットワーク内のすべてのアドレスが変換されます。この要素には、ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID が含まれます。



		source.translated

		複合タイプ

		ネットワークアドレスのプールまたは変換された送信元を表すインターフェイスオブジェクトへの参照のいずれかを含む複合タイプ。



		source.translated. ObjectGID

		オブジェ
クト ID

		ネットワークポリシーオブジェクト GID への参照。リテラル IPv4 アドレスは、手動 NAT の設定には使用できません。



		source.translated.interfaceKeyword

		文字列

		「interface」の値は、インターフェイスのキーワードが NAT ルールに適用済みであることを指定します。



		source.translated.patPool

		複合タイプ

		PAT のオプションを含む複合タイプ



		source.translated.patPool. patAddressPool

		複合タイプ

		PAT アドレスのプールを含む複合タイプ



		source.translated.patPool. patAddressPool. patPoolAddressGID

		オブジェ
クト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトへの参照



		source.translated.patPool. patAddressPool.. interfaceKeyword

		文字列

		固定文字列「interface」がこの要素の値として使用される場合は、Fallthrough Interface を提供するインターフェイスは宛先インターフェイスと同じになります。



		source.translated.patPool. isPatAllocatedInRoundRobin

		ブール値

		True の場合、使用可能な IP アドレスとポート番号を使用した「ラウンドロビン」サイクルを意味します。このメソッドでは、プールでそれぞれ連続するアドレスを使用して、アドレス/ポートの組み合わせを割り当てます。その後、
最初のアドレスを異なるポートで再度使用し、次に 2 番目のアドレスを使用し、以後、同様に動作します。



		Destination

		複合タイプ

		宛先アドレスのスタティック変換を含む複合タイプ



		destination.natType



		列挙型

		変換ルールのタイプを「スタティック」または「ダイナミック」と指定します。



		destination.originalObject

		複合タイプ

		元のオブジェクトへの参照



		destination. originalObject.networkObjectGIDs

		Object IdentifierList

		ネットワークポリシーオブジェクト GID のリストへの参照。



		destination. originalObject.ipV4Data

		文字列

		宛先 IPv4 アドレス。



		destination.translatedObjectGID

		ObjectIdentifier

		変換されたネットワーク GID オブジェクトへの参照。



		Service

		複合タイプ

		ポートアドレス変換を指定する複合タイプ。



		service.originalObjectGID

		オブジェ
クト ID

		変換されるサービスを定義するサービスポリシーオブジェクトへの参照。



		service.transObjectGID

		オブジェ
クト ID

		変換に使用されるサービスを定義するサービスポリシーオブジェクトへの参照。



		isTransDNSReplies

		ブール値

		true の場合、このルールに一致する DNS 応答に埋め込まれたアドレスが書き換えられます。



		Direction

		列挙型

		単一方向だけのスタティック NAT ルール（「単方向」）、または両方向（順方向と逆方向）に 1 つずつのデュアルルール（「双方向」）を指定します。



		isNoProxyARP


		ブール値

		True の場合、これは指定した宛先インターフェイスでプロキシ ARP をディセーブルにします。

デフォルトでは、すべての NAT ルールは、出力インターフェイスでプロキシ ARP が含まれます。NAT 免除ルールは出力インターフェイスを検出するときにルートの概要に依存する入力トラフィックと出力トラフィックの両方に対して NAT をバイパスするために使用されます。したがって、プロキシ ARP は、NAT 免除ルールを無効にする必要があります。（NAT 免除ルールが常に優先し、[Translation Rules] テーブルの他のすべての NAT ルールの上に表示されます。）



		isRouteLookUp

		ブール値


		このオプションが true の場合、出力インターフェイスは、指定した宛先インターフェイスを使用する代わりにルートルックアップを使用して決定します。これは、NAT 免除ルールの場合は true にする必要があります。
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3.1.5.18 InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy

InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）手動 NAT ルールを表します。ASA 9.0 から Unified NAT ルールはサポートされます。以下はサポートされるネットワーク変換です。

· IPv4 -> IPv6 

· IPv6 -> IPv4 

· IPv6 -> IPv6 

· IPv4 -> IPv4 

InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy は基本 InterfaceNATManualFirewallPolicy クラスから拡張され、InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy インスタンスは 1 つの Unified NAT ルールを示します。

このポリシーは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。

		要素

		タイプ

		コメント



		isInterfaceIPv6

		ブール値

		インターフェイスの IPv6 アドレスを使用します。



		isNetToNet

		ブール値

		IPv4 サーバへの単一 IPv6 アドレスの 1 対 1 のマッピングのオプション





表49：InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy クラス定義




図51：InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy XML スキーマ

3.1.5.19 InterfaceNATObjectFirewallPolicy

InterfaceNATObjectFirewallPolicy は基本 BasePolicy クラスから拡張され、属性をすべて継承します。InterfaceNATObjectFirewallPolicy のインスタンスは、デバイスでオブジェクトの NAT ルールを指定します。基本ポリシーから継承した基本注文 ID属性は、ポリシー内でこれらのルールの順序を指定します。

このポリシーは、ASA バージョン 8.3 以降を実行しているデバイスにのみ適用されます。

次の表に、InterfaceNATObjectFirewallPolicy の内容を定義します。

		要素.サブ要素

		タイプ

		コメント



		section


		列挙型

		ルールセクションを指定します。有効な値は「1」、「2」、「3」です。以下は解釈です。

「1」( 事前 NAT ルールつまりルール前 NAT を指します。

「2」( オブジェクト NAT ルールを指します。

「3」( 事後 NAT ルールつまりルール後 NAT を指します。

このポリシータイプには、「2」のみが適用されます。BasePolicy の orderId 要素は、このセクション内のルールの「順序」を指定します。



		realInterface

		文字列

		インターフェイス文字列



		mappedInterface

		文字列

		インターフェイス文字列



		natType


		列挙型

		変換ルールのタイプを「スタティック」または「ダイナミック」と指定します。



		originalObjectGID

		文字列

		NAT ルールで変換される送信元アドレス。



		Translated

		複合タイプ

		変換がアドレスまたはインターフェイスのいずれに基づいているかを指定する複合タイプ。



		translated.objectGID

		複合タイプ

		アドレス定義を含む複合タイプ



		translated.objectGID.ipv4Data

		文字列

		リテラル IP アドレス。





		translated.objectGID. networkObjectGID

		オブジェクト ID

		ネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		translated.objectGID.interfaceKeyword

		文字列

		「interface」の値は、インターフェイスキーワードがこの NAT ルールに定義されていることを示します。



		translated.patPool

		複合タイプ

		ASA バージョン 8.4.2 以降では、ダイナミックな NAT の個別の PAT プールと PAT ルールを定義できます。PAT プールアドレスは、この [PAT Pool Address Translation] フィールドを使用して指定されます。これには、PAT プールオプションが含まれます。



		translated.patPool.patAddressPool

		複合タイプ

		アドレス情報が記載されています。



		translated.patPool.patAddressPool. patPoolAddressGID

		オブジェクト ID

		PAT プールのネットワークポリシーオブジェクトを参照する ObjectIdentifier ID。



		translated.patPool.patAddressPool.interfaceKeyword

		文字列

		「interface」の値は、インターフェイスキーワードがこの NAT ルールに定義されていることを示します。



		translated.patPool . isPatAllocatedInRoundRobin

		ブール値

		これが true の場合、ASA デバイスは PAT プールにラウンドロビン割り当てを使用します。



		isTransDNSReplies

		ブール値

		true の場合、このルールに一致する DNS 応答に埋め込まれたアドレスが書き換えられます。



		isNoProxyARP

		ブール値

		true の場合、宛先インターフェイスで ARP はプロキシしないでください。



		isRouteLookUp

		ブール値

		true の場合、宛先インターフェイスのルート検索を行います。



		Service

		複合タイプ

		設定のスタティックポートアドレス変換を定義する複合タイプ。スタティックルールのみに対するアプリケーション



		service.protocol

		列挙型

		ルールの適用対象となるプロトコル「UDP」、「TCP」、または「IP」。



		service.originalPort

		Unsigned Int

		トラフィックがデバイスに着信するポート。



		service.transPort

		Unsigned Int

		元のポート番号を交換するポート番号。





表50：InterfaceNATObjectFirewallPolicy クラス定義




図52：InterfaceNATObjectFirewallPolicy XML スキーマ

3.1.5.20 InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy

InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy は Unified（IPv6/IPv4）オブジェクト NAT ルールを表します。ASA 9.0 から Unified NAT ルールはサポートされます。以下はサポートされるネットワーク変換です。

· IPv4 -> IPv6 

· IPv6 -> IPv4 

· IPv6 -> IPv6 

· IPv4 -> IPv4 

InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy は基本 InterfaceNATObjectFirewallPolicy クラスから拡張されます。InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy インスタンスが単一の Unified オブジェクトの NAT ルールを表示します。

このポリシーは API バージョン 1.1 以降で使用可能です。

		要素

		タイプ

		コメント



		isInterfaceIPv6

		ブール値

		インターフェイスの IPv6 アドレスを使用します。



		isNetToNet

		ブール値

		IPv4 サーバへの単一 IPv6 アドレスの 1 対 1 のマッピングのオプション





表51：InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy クラス定義




図53：InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy XML スキーマ

3.2 メソッド

コンフィギュレーションサービスは次のメソッドを定義します。

1. GetServiceInfo

a. サービス名、バージョン、日付などを含むサービス固有の情報を返します。

b. このメソッドは、認証が有効なセッション Cookie を返した後、他のメソッドよりも前に呼び出す必要があり、クライアントが現在実行中のサービスバージョンと互換性があることを確認する必要があります。

2. GetGroupList

a. システムで定義されたデバイスグループのリストを返します。

3. GetDeviceListByCapability

a. システムの機能またはワイルドカードの 1 つ以上に一致するすべてのデバイスのリストを返します。

4. GetDeviceListByGroup

a. システムの指定されたグループ内のすべてのデバイスのリストを返します。

5. GetDeviceConfigByGID

a. メソッド引数で指定したオブジェクト ID で識別されるデバイス設定を返します。

6. GetDeviceConfigByName

a. メソッド引数で指定したデバイス名で識別されるデバイス設定を返します。

7. GetPolicyConfigByName

a. 名前が割り当てられた複数のデバイスに割り当てられたポリシー設定を返します。

8. GetPolicyConfigByDeviceGID

a. メソッド引数に指定された特定のタイプに一致するデバイスのオブジェクト ID に属するポリシー設定を返します。

9. GetPolicyListByDeviceGID

a. メソッド引数に指定されたデバイスのオブジェクト ID に属するポリシー名とタイプのリストを返します。

10. GetSharedPolicyListByType

a. 特定のポリシータイプの CSM で定義されたすべての共有ポリシーのリストを戻します。

3.2.1 メソッド GetServiceInfo

GetServiceInfo メソッドは、サービスに関連する説明、情報、および該当する属性を返します。

3.2.1.1 要求

メソッド GetServiceInfo 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図54：メソッド GetServiceInfo 要求の例

表52：メソッド GetServiceInfo 要求の URL 引数の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		getServiceInfoRequest

		要求の引数を含むオブジェクト。



		HTTP メソッド

		PUT



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図55：GetServiceRequest XML スキーマ

3.2.1.2 応答

GetServiceInfo 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図56：GetServiceInfo 応答の例

表53：GetServiceInfo 応答の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		getServiceInfoResponse

		コンフィギュレーションサービスのサービス情報を返します



		serviceVersion

		コンフィギュレーションサービス実行のサービスバージョン



		serviceName

		サービス名



		serviceDescr

		サービスの機能の詳細を提供するサービスの説明





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図57：GetServiceInfoResponse XML スキーマ

3.2.2 メソッド GetGroupList

ワイルドカードの引数を選択した場合、GetGroupList メソッドは、特定のタイプのポリシーに一致するデバイスまたはすべてのデバイスを返します。

3.2.2.1 要求

メソッド GetGroupList 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図58：メソッド GetGroupList 要求の例

表54：メソッド GetGroupList 要求 URL 引数の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		GroupListRequest

		要求の引数を含むグループリストの要求



		要素：includeEmptyGroups

		内部にデバイスが存在しないグループを応答に含むべきかどうかを指定する要素。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図59：GroupListRequest XML スキーマ

3.2.2.2 応答

GroupListRequest 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。GetGroupListResponse では、デバイスの完全な設定は実行されません。これは GetDeviceConfigByName または GetDeviceConfigByGID メソッドが呼び出されたときにのみ設定されます。

		<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<groupListResponse>



<protVersion>1.0</protVersion>



<reqId>123</reqId>


<deviceGroup>




<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000001</gid>




<name>San Jose</name>




<lastUpdateTime>2011-05-22T07:07:29.129Z</lastUpdateTime>



<path>/VmsVirtualRoot/San Jose</path>



<deviceGroup>





 <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000002</gid>





 <name>Building 13</name>





 <lastUpdateTime>2011-05-22T07:07:29.129Z</lastUpdateTime>




 <path>/VmsVirtualRoot/San Jose/Building 13</path>





<device>






<gid>00000000-0000-0000-0000-214748364932</gid>






<name>10.77.208.138</name>






<lastUpdateTime>2011-05-26T00:11:53Z</lastUpdateTime>







<osType>asa</osType>







<osVersion>8.4(1)</osVersion>







<imageName>disk0:/asa831-k8.bin</imageName>







<sysObjectID>1.3.6.1.4.1.9.1.670</sysObjectID>






<fullConfig/>






<mgmtInterface>







<type>Management</type>







<identifier>mgmt</identifier>







<ipInterface>








<ipAddress>10.77.208.138/255.255.255.0</ipAddress>







</ipInterface>






</mgmtInterface>






<interfaceList>







<interface>








<type>GigabitEthernet</type>








<identifier>outside</identifier>








<ipInterface>










<ipAddress>20.10.30.42/255.255.255.0</ipAddress>








</ipInterface>







</interface>







<interface>








<type>FastEthernet</type>








<identifier>FastEthernet5/1</identifier>








<ipInterface>










<ipAddress>20.10.30.45/255.255.255.0</ipAddress>








</ipInterface>







</interface>







</interfaceList>





<configState>committed</configState>




</device>



</deviceGroup>



</deviceGroup>





図60：GetGroupList 応答の例

表55：GetGroupList 応答の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		groupListResponse

		0 個以上のデバイスグループのリストを返します。



		要素のリスト：DeviceGroup

		グループ要素のリスト





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図61：GetGroupList 応答 XML スキーマ

メソッド特有のエラー：

		コード

		説明



		2000

		このエラーは、API がログインユーザのライセンス済みデバイスのリストを取得できない場合に返されます。



		2001

		このエラーは、API が以降の処理のために CSM サーバから使用可能なグループを受け取れない場合に返されます。



		2002

		このエラーは、API が CSM サーバからデバイスを取得できない場合に返されます。



		2003

		このエラーは、API がデバイスの設定状態を検出できない場合に返されます。



		2004

		このエラーは、API がデバイスに関するインターフェイスの詳細を取得できない場合に返されます。



		2005、2006

		これらのエラーは、デバイス固有のデータの処理時に API が内部エラーを検出した場合に返されます。





表56：GetGroupList メソッドのエラーコード

3.2.3 メソッド GetDeviceListByCapability

ワイルドカードの引数を選択した場合、GetDeviceListByCapability メソッドは、1 つ以上のカテゴリと一致するデバイスまたはすべてのデバイスのリストを返します。

3.2.3.1 要求

メソッド GetDeviceListByType 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図62：メソッド GetDeviceListByCapability 要求の例

表57：メソッド GetDeviceListByCapability 要求の URL 引数の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		getDeviceListByCapabilityRequest

		要求の引数を含むデバイスリストの要求



		要素：deviceCapability

		要求されているデバイスの機能を識別する要素の 1 つ以上のインスタンス。許容値は次のとおりです:

· firewal：すべての ASA、PIX、および FWSM デバイスを返します。

· ids：すべての IPS デバイスを返します。

· router：ルータを返します。

· switch：スイッチを返します。

ワイルドカードは <csm:deviceCapability>*</csm:deviceCapability> と指定することができます。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図63：DeviceListByCapabilityRequest XML スキーマ

3.2.3.2 応答

GetDeviceListByCapability 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図64：GetDeviceListByCapability 応答の例

表58：GetDeviceListByCapability 応答の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		deviceListResponse

		このメソッドで渡されるフィルタパラメータに一致する 0 個以上のデバイスのリストを返します。



		要素のリスト：DeviceId

		デバイス ID の要素のリスト



		属性：Gid

		デバイスの GID 属性



		要素：deviceCapability

		デバイスの 1 つ以上の機能（必須）



		要素：deviceName

		デバイスの名前（必須）



		要素：ipv4Address

		（任意）デバイスの IPv4 アドレス





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図65：DeviceListResponse XML スキーマ

GetGroupList メソッドに記載されたエラーコードがこのメソッドにも適用されます。

3.2.4 メソッド GetDeviceListByGroup

ワイルドカードの引数が選択されている場合、GetDeviceListByGroup メソッドは、特定のグループに含まれているデバイスまたはすべてのデバイスのリストを返します。グループ名のパスはリクエストボディに定めるパス全体の項目の組み合わせで作成されます。デバイスリストはパス項目の組み合わせからなります。たとえば、パス項目が San Jose 単独として提供されていて CSM サーバが San Jose の下にサブグループを持つ場合、API は San Jose グループおよび San Jose の下にあるその他のサブグループに一致するすべてのデバイスを返します。

たとえば、パス項目が San Jose と Building14 の場合、グループパス「/San Jose/Building 14」とそのサブグループ（該当する場合）に一致するデバイスが返されます。

3.2.4.1 要求

メソッド GetDeviceListByGroup 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図66：メソッド GetDeviceListByGroup 要求の例

表59：メソッド GetDeviceListByGroup 要求の URL 引数の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		getDeviceListByGroupRequest

		グループに含まれるデバイスのリストを返すデバイスリスト要求。



		要素：deviceGroupPath

		要求されているデバイスグループを識別する要素。1 つ以上の pathItem エントリを含みます。結合されたすべての pathItems は（スラッシュ「/」で区切る）、1 つのグループ名として処理されます。GetGroupList メソッドの応答からのパス情報がここで使用できます。GetGroupList の各グループに完全なパス名を提供するパス属性があります。パス内の各要素（「/」よって区切る）はパス項目として符号化されます。たとえばグループのデバイス詳細が「/VmsVirtualRoot/San Jose/Building 13」などのパス（getGroupList API 応答から取得）を含むと、パス項目は「VmsVirtualRoot」、「San Jose」、「Building 13」となります。「VmsVirtualRoot」は、全グループの仮想「ルートノード」です。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図67：DeviceListByGroupRequest XML スキーマ

3.2.4.2 応答

GetDeviceListByGroup 応答とエラーコードは、メソッド GetDeviceListByCapability 応答と同じです。

3.2.5 メソッド GetDeviceConfigByGID

GetDeviceConfigByGID メソッドは、メソッドに渡されるデバイス ID に基づいて、特定のデバイスオブジェクトと関連する設定を返します。デバイス設定を要求しているユーザは、設定を要求しているデバイスの「view_device」および「view_cli」権限の両方がなければなりません。このメソッドが返す「fullConfig」要素のデータは、デバイスで実行される一般的なコマンド「show running-config」からのデータに等しくなります。このすべての設定は、CSM の Configuration Archive（CA）のコンポーネントから返されます。CA は、デバイス検出または展開時に更新されます。注：この fullConfig は、CSM を使用せずにデバイスで直接実行されるアウトオブバンド（OOB）設定アップデートを含みません。

セクション 3.2.11 およびセクション 5 を参照してください。

3.2.5.1 要求

メソッド GetDeviceConfigByGID 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図68：メソッド GetDeviceConfigByGID 要求の例

表60：メソッド GetDeviceConfigByGID 要求 URL 属性の説明

		URL 属性名

		定義



		deviceConfigByGIDRequest

		グローバル ID の要求



		gid

		返すことを要求されているデバイスのグローバルオブジェクト ID。
注：デバイス GID は getDeviceListByCapability、getDeviceListByGroup、GetGroupList のいずれかの API を使用して取得することができます。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証







 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図69：DeviceConfigByGIDRequest XML スキーマ

3.2.5.2 応答

GetDeviceConfigByGID 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図70：GetDeviceConfigByGID 応答の例

表61：GetDeviceConfigById 応答の要素と属性の説明

		Element.属性名

		定義



		deviceConfigResponse

		オブジェクト ID に一致するデバイス設定を返します。



		device

		2.1.3で説明されているデバイスクラス。





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図71：DeviceConfigResponse XML スキーマ

メソッド特有のエラー（また、GetGroupList メソッドで定義されているエラーコードも該当します）。

		コード

		説明



		2007

		このエラーは、要求されたデバイス GID が CSM サーバにない場合に返されます。



		2008

		このエラーは、API が Configuration Archive モジュールと通信できない場合に返されます。



		2009

		このエラーは、API が Configuration Archive モジュールから設定を取出せない場合に返されます。



		2011

		このエラーは、ユーザが設定の表示を許可されていない場合に返されます。





表62：GetDeviceConfigByGID メソッドのエラーコード

3.2.6 メソッド GetDeviceConfigByName

GetDeviceConfigByName メソッドは、メソッドに渡されるデバイス名に基づいて、特定のデバイスオブジェクトと関連する設定を返します。デバイス設定を要求しているユーザは、設定を要求しているデバイスの「view_device」および「view_cli」権限の両方がなければなりません。このメソッドが返す「fullConfig」要素のデータは、デバイスで実行される一般的なコマンド「show running-config」からのデータに等しくなります。このすべての設定は、CSM の Configuration Archive (CA) のコンポーネントから返されます。CA は、デバイス検出または展開時に更新されます。注：この fullConfig は、CSM を使用せずにデバイスで直接実行されるアウトオブバンド (OOB) 設定アップデートを含みません。

セクション 3.2.11およびセクション5を参照してください。

3.2.6.1 要求

メソッド GetDeviceConfigByName 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図72：メソッド GetDeviceConfigByName 要求の例

表63：メソッド GetDeviceConfigByName 要求 URL 属性の説明

		URL 属性名

		定義



		deviceConfigByNameRequest

		デバイス名要求



		name

		返すことを要求されているデバイス名



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図73：DeviceConfigByNameRequest XML スキーマ

3.2.6.2 応答

応答は GetDeviceConfigByGID メソッドと同じです。

メソッド特有のエラー（また、GetGroupList メソッドと GetDeviceConfigByGID メソッドで定義されているエラーコードも該当します）。

		コード

		説明



		2010

		このエラーは、要求されたデバイス名が CSM サーバにない場合に返されます。



		2012

		このエラーは、デバイス名が要求でヌルまたはブランクの場合に返されます。





表64：GetDeviceConfigByName メソッドのエラーコード

3.2.7 メソッド GetPolicyListByDeviceGID

GetPolicyListByDeviceGID メソッドは、特定のデバイス GID のポリシー名とタイプのリストを返します。返されるリストには、API の現在のバージョンでサポートされるポリシータイプのみを含めます。ポリシータイプは、対応するポリシーが設定されていない場合にも返されません。この API を使用するには、ユーザは view_device RBAC 権限を持っている必要があります。

以下はこのバージョン 1.0 でサポートされているポリシーのリストです。API GetPolicyConfigByName および GetPolicyConfigyByDeviceGID メソッドの要求で使用される必要があるポリシータイプの列の正確な値。

		ポリシータイプ

		説明



		DeviceAccessRuleFirewallPolicy

		ACL の設定に使用されます。



		DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy

		Unified ACL の設定に使用されます。



		DeviceBGPRouterPolicy

		ルーティングプロトコル。



		DeviceNATTimeoutsRouterPolicy

		ルータ NAT を設定するために使用されます。



		DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		DeviceStaticRoutingFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		DeviceStaticRoutingRouterPolicy

		ルータのスタティックルートの設定に使用されます。



		InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy

		NAT64 ポリシーを設定するために使用されます。



		InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy

		ルータ NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATManualFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATObjectFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATRouterPolicy

		ルータ NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy

		ルータ NAT を設定するために使用されます。



		InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy

		ファイアウォール NAT を設定するために使用されます。





3.2.7.1 要求

メソッド GetPolicyListByDeviceGID 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図74：メソッド GetPolicyListByDeviceGID 要求の例

表65：メソッド GetPolicyListByDeviceGID 要求の URL 引数の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		getPolicyListByDeviceGID

		要求の引数を含むポリシーリストの要求



		要素：GID

		ポリシーが設定されるデバイスを識別する要素。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図75：PolicyListByDeviceGIDRequest XML スキーマ

3.2.7.2 応答

GetPolicyListByDeviceGID 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図76：GetPolicyListByDeviceGID 応答の例

表66：GetPolicyListByDeviceGID 応答の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		policyListResponse

		特定されたデバイスで設定された 0 個以上のポリシーの記述子リストを返します。



		要素のリスト：policyList

		ポリシー記述子要素のリスト



		要素：policyDesc

		名前とタイプを含むポリシー記述子。タイプは、通常スキーマのそのポリシーに定義されたオブジェクト名と同じ名前です。たとえばファイアウォールルールの場合、タイプは「DeviceAccessRuleFirewallPolicy」です。ポリシーがこのデバイスでローカル/プライベートの場合、ポリシー名はローカルです。また、既存のポリシーが「共有」ポリシー（たとえば「SharedAccessRule」）の場合、名前はユーザ設定ポリシー名（ローカル以外）を含みます。

共有ポリシーが複数のデバイスで共有されているポリシーです。共有ポリシーの名前はシステム全体にわたって特定のポリシータイプに一義的です。たとえば、DeviceAccessRuleFirewallPolicy のように SharedAccessRule として命名されるポリシーは 1 つだけです。またこの SharedAccessRule は、このポリシーをサポートする複数のデバイスに適用できます。





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図77：PolicyListDeviceResponse XML スキーマ

メソッド特有のエラー：

		コード

		説明



		1001

		このエラーは、要求されたデバイスがサポートされるポリシーのいずれも使用せずに設定された場合に返されます。



		2013

		このエラーは、API が CSM サーバから内部ポリシーのリストを取出せない場合に返されます。





表67：GetPolicyListByDeviceGID メソッドのエラーコード

3.2.8 メソッド GetPolicyConfigByName

GetPolicyConfigByName メソッドは、メソッドに渡される共有ポリシー名に基づいて、特定のポリシーオブジェクトと関連する設定を返します。この API へのアクセスには、照会されているポリシーのview_policy権限が必要です。このメソッドは、共有ポリシー（ローカル以外のポリシー）のデータを取り出すためだけに使用する必要があります。デバイスの適切な共有ポリシーは GetPolicyListByDeviceGID メソッドで入手してください。

3.2.8.1 要求

メソッド GetPolicyConfigByName 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図78：メソッド GetPolicyConfigByName 要求の例

表68：メソッド GetPolicyConfigByName 要求 URL 属性の説明

		メソッドの詳細

		定義



		policyConfigByNameRequest

		名前の要求、および GetPolicyListByDeviceGID のコールによって以前に定義され返されたものと同じ属性。



		要素：policyType

		GetPolicyListByDeviceGID コールで返されるタイプと同じポリシータイプ。有効なタイプのリストはGetPolicyListByDeviceGIDメソッドのセクションで説明されています。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図79：PolicyConfigByName 要求 XML スキーマ

3.2.8.2 応答

GetPolicyConfigByName 要求に対する応答の例を、次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。応答にはポリシー、およびポリシーに含まれる参照先のポリシーオブジェクトデータが含まれます。注：このメソッドの応答はページ分けされます。詳細については、セクション2.2.1.1を参照してください。

		<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<ns1:policyConfigDeviceResponse xmlns:ns1="csm">


  <protVersion>1.0</protVersion>


  <policy>


    <deviceAccessRuleFirewallPolicy>


      <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967927</gid>


      <name/>


      <lastUpdateTime>2011-08-05T05:04:49.926Z</lastUpdateTime>


      <type>FirewallRule</type>


      <orderId>1000</orderId>


      <isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation>


      <configState>deployed</configState>


      <isEnabled>true</isEnabled>


      <direction>In</direction>


      <permit>true</permit>


      <interfaceRoleObjectGIDs>


        <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967559</gid>


      </interfaceRoleObjectGIDs>


      <sources>


        <networkObjectGIDs>


          <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid>


        </networkObjectGIDs>


        <interfaceRoleObjectGIDs/>


      </sources>


      <destinations>


        <networkObjectGIDs>


          <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid>


        </networkObjectGIDs>


        <interfaceRoleObjectGIDs/>


      </destinations>


      <services>


        <serviceObjectGIDs>


          <gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid>


        </serviceObjectGIDs>


      </services>


      <logOptions>


      </logOptions>


      <iosOptions>None</iosOptions>


    </deviceAccessRuleFirewallPolicy>


  </policy>


  <policyObject>


    <networkPolicyObject>


      <gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid>


      <name>any</name>


      <lastUpdateTime>2011-08-04T18:58:22.816Z</lastUpdateTime>


      <parentGID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</parentGID>


      <type>Network</type>


      <comment>Predefined any network</comment>


      <nodeGID>00000000-0000-0000-0000-000000000001</nodeGID>


      <isProperty>false</isProperty>


      <subType/>


      <isGroup>false</isGroup>


      <ipv4Data>0.0.0.0/0.0.0.0</ipv4Data>


    </networkPolicyObject>


          ………..


  </policyObject>


</ns1:policyConfigDeviceResponse>








図80：GetPolicyConfigByName 応答の例

		Element.属性名

		定義



		policyConfigResponse

		オブジェクト ID に一致するポリシー設定を返します。



		Policy

		3.1.1に説明されているポリシークラス。





表69：GetPolicyConfigByName 応答の要素と属性の説明

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図81：PolicyConfigResponse XML スキーマ

次は、このメソッドに特有のエラーコードです。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の汎用エラーが存在することがあります。

		コード

		説明



		18

		設定を取得中に内部エラーが発生している場合に返されます。



		19

		必要な入力パラメータが要求から欠落している場合に返されます。



		20

		要求されたポリシータイプが正しくない場合に返されます。



		22

		ユーザがこのポリシーデータの表示を許可されていない場合に返されます。



		23

		設定データが要求された入力パラメータとして使用できない場合に返されます。



		24

		サーバによって内部エラーが検出された場合に返されます（サポートされないポリシータイプを処理する場合）。





表70：GetPolicyConfigByName メソッドのエラーコード

3.2.9 メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID

GetPolicyConfigByDeviceGID メソッドは、メソッドに渡されるデバイス ID およびポリシータイプに基づいて、特定のポリシーおよび関連するポリシーオブジェクトを返します。この API へのアクセスには、照会されているポリシーのview_policy権限、およびこのポリシーがフェッチされているデバイスのview_device権限が必要です。

このメソッドはデバイスに適切なポリシー（ローカル、共有に関係なく）を返します。そのため、多くの場合、これはデバイスのサポートされるポリシー設定を読み込む最も便利なメソッドです。

3.2.9.1 要求

メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図82：メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID 要求の例

表71：メソッド GetPolicyConfigByDeviceGID 要求 URL 属性の説明

		メソッドの詳細

		定義



		policyConfigByDeviceByGIDRequest

		グローバル ID の要求およびすでに定義されているものと同じ属性



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図83：PolicyConfigByDeviceGIDRequest XML スキーマ

3.2.9.2 応答

スキーマとエラーコードを含むこのメソッドの応答は、以前に記述された GetPolicyConfigByName メソッドと同じです。

3.2.10 メソッド GetSharedPolicyNamesByType

このメソッドは、特定のポリシータイプについて CSM ポリシービューに存在するすべての共有ポリシーのリストを返します。

3.2.10.1 REST 要求：



図84：getSharedPolicyNamesByType 要求の例

表72：メソッド getSharedPolicyNamesByType 要求 URL 属性の説明

		メソッドの詳細

		定義



		policyNamesByTypeRequest

		特定のポリシータイプについて CSM で定義されたすべての共有ポリシーのリストを取得する要求。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





3.2.10.2 応答オブジェクト： SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図85：GetSharedPolicyNamesByType 応答の例

		Element.属性名

		定義



		policyNamesResponse

		要求で渡されたポリシータイプのポリシー名とデバイス割り当てを返します。



		policyNamesResponse.policyType

		要求で渡されたポリシータイプ。



		policyNamesResponse.policy

		要求されたポリシータイプごとに、CSM で定義されたポリシー。



		policyNamesResponse.policy.name

		共有ポリシーの名前。



		policyNamesResponse.policy.deviceAssignments

		共有ポリシーが割り当てられるデバイスのリスト。



		policyNamesResponse.policy.deviceAssignments.deviceGID

		共有ポリシーが割り当てられるデバイスのデバイス GID。



		policyNamesResponse.policy.deviceAssignments.deviceName

		共有ポリシーが割り当てられるデバイスのデバイス名。





表73：GetSharedPolicyNamesByType 応答の要素と属性の説明

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図86：PolicyNamesResponse XML スキーマ

3.2.11 メソッド CreateCSMSession

このメソッドで CSMSession を作成し、他の書き込み API メソッドで使用します。内部的には、CSM サーバモードに基づいてチケットまたはアクティビティが作成されます。すべての CSM サーバモードでこの方法がサポートされます。使用方法に関する詳細については、「CSMSession と書き込み API の使用」セクションを参照してください。

3.2.11.1 要求

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図87：メソッド CreateCSMSession 要求の例

表74：メソッド CreateCSMSession 要求 URL 属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		newCSMSessionRequest

		要求の引数を含む CSM セッションの要求



		要素：csmSessionName

		CSM セッションの作成中に使用する文字列値を提供する要素。ticketId またはアクティビティ名になる場合があります。



		要素：csmSessionDescription

		新しい CSMSession を作成するための要件を（オプションで）指定する説明を提供する要素。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図88：CreateCSMSessionRequest XML スキーマ

3.2.11.2 応答

このメソッドの応答では、すべての書き込み API 関連のメソッドで使用される一意の csmSessionId が返されます。次の図に、応答の例と XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図89：CreateCSMSession 応答の例

表75：CreateCSMSession 応答の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		csmSessionResponse

		CSMSession の詳細情報を返します



		要素リスト：csmSessionGID

		今後の書き込み操作で使用する必要がある一意の値





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図90：CreateCSMSession 応答 XSD

3.2.12 メソッド ValidateCSMSession

このメソッドは、CSMSession で加えられた変更の検証に使用されます。検証結果に基づいてその CSMSession が送信されます。CSMSession の詳細については、「CSMSession と書き込み API の使用」セクションを参照してください。

3.2.12.1 要求

検証は、要求パラメータで指定した csmSessionGID によって一意に識別される CSMSession に対して実行されます。要求の例と XSD について、以下の図に示します。




図91：validateCSMSession 要求の例

表76：メソッド ValidateCSMSession 要求 URL 属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		csmSessionOperationRequest

		要求の引数を含む CSM セッションの要求



		要素：csmSessionName

		セッションの作成時に使用した csmSession の名前を提供する要素。



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図92：validateCSMSession 要求 XML スキーマ

3.2.12.2 応答

応答には、特定の CSMSession で行われた変更に対する検証メッセージが含まれています。次に、応答の例と XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図93：validateCSMSession 応答の例

表77：ValidateCSMSession 応答の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		csmSessionValidateResponse

		検証結果の詳細について説明する要素。



		statusCode

		操作全体のステータスについて説明する要素。



		approvalRequired

		このセッションの承認が必要かどうかを示す要素。これは、CSM サーバおよび設定する管理オプションのモードに基づきます。「True」に設定されている場合は、submitCSMSession の後に ApproveCSMSession を個別に呼び出す必要があります。



		要素：validationResults

		要素には、検証結果のステータスが含まれています。



		要素リスト：deviceGID

		デバイス ID を指定する一意の値。



		要素：ValidationDetails

		この要素には、個別の検証メッセージのすべての情報が含まれています。








図94：validateCSMSession 応答 XML スキーマ

3.2.13 メソッド SubmitCSMSession

CSMSession 実行時に加えた変更を送信するには、このメソッドを使用します。SubmitCSMSession は内部で検証を実行し、正常に送信された検証のみが実行されます。

3.2.13.1 要求

SubmitCSMSession への入力では一意の CSMSessionGID を取得し、特定の CSMSession で実行された変更を検証の上送信します。次に、要求の例および XSD に関する詳細情報を示します。




図95：SubmitCSMSession 要求の例

表78：SubmitCSMSession 要求 URL 属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		submitCSMSessionRequest

		送信操作の詳細について説明する要素。



		要素：csmSessionGID

		検証する変更の CSMSession ID を指定する一意の値



		要素：submitComments

		保存するすべてのコメント



		要素：continueOnwarnings

		ブール値「true」 - 警告メッセージの送信を続行します。

「false」 - 検出した警告の送信を中断します。





3.2.13.2 応答

応答は validateCSMSession の応答と同じです。

3.2.14 メソッド DiscardCSMSession

このメソッドは、CSMSession で行われた変更の破棄に使用できます。

3.2.14.1 要求

要求は、validateCSMSession と同じです。次に示しているのはメソッドの例のみです。残りの詳細事項は、validateCSMSession に似ています。




図96：DiscardCSMSession XML 要求の例

3.2.14.2 応答

応答は、破棄された CSMSession とその csmSessionGID のステータスを示します。次に、応答の例と XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図97：DiscardCSMSession 応答 XML の例

表79：CreateCSMSession 応答 URL の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		csmSessionResultResponse

		CSMSession 操作の結果について説明する要素



		要素リスト：csmSessionGID

		変更が破棄された CSMSession ID を指定する一意の値



		要素リスト：result

		成功または失敗を示す要素
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図98：DiscardCSMSession 応答 XSD。

3.2.15 メソッド ApproveCSMSession

このメソッドは、送信された CSMSession の承認または拒否に使用されます。このメソッドは、CSM サーバがワークフローモードである場合にのみ使用する必要があります。その他のすべてのモードでは、submitCSMSession で CSMSession の自動承認が実行されます。submitCSMSession メソッドは、承認が必要かどうかを通知します。

3.2.15.1 要求

次に要求の例とその XSD を示します。




図99：ApproveCSMSession 要求の XML の例

表80：ApproveCSMSession 要求 URL の要素および属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		csmApproveOperationRequest

		CSMApproveOperation 要求の詳細について説明する要素



		要素：csmSessionGID

		ユーザが検証する変更の CSMSessionGID を指定できる一意の値



		要素：csmSessionName

		ユーザが検証する変更の名前を指定できる一意の値



		要素：comments

		必要に応じて、すべてのコメントを指定できます。



		要素：approvalStatus

		承認ステータス。true または false を指定して変更リストを承認または拒否します。
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図100：ApproveCSMSession 要求 XSD

3.2.15.2 応答

approveCSMSession の応答では、承認ステータスとセッションの CSMSessionGID を返します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図101：ApproveCSMSession 応答 XML の例

表81：ApproveCSMSession 応答の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		csmApproveResultResponse

		CSMApproveResult 応答の結果について説明する要素



		要素リスト：csmSessionGID

		変更が破棄された CSMSession ID を指定する一意の値



		要素リスト：result

		成功または失敗を示す要素
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図102：ApproveCSMSession 応答 XSD

3.2.16 メソッド OpenCSMSession

このメソッドを使用して、以前にクローズしたか https セッションがタイムアウトした CSMSession を開くことができます。

3.2.16.1 要求

このメソッドの要求は、validateCSMSession の要求と同じです。OpenCSMSession のみの例を次に示します。




図103：OpenCSMSession 要求 XML の例

3.2.16.2 応答

このメソッドの応答は、DiscardCSMSession の応答と同じです。

3.2.17 メソッド CloseCSMSession

このメソッドを使用して、CSMSession を閉じます。閉じた CSMSession は、openCSMSession を使用して開くことができます。

3.2.17.1 要求

このメソッドの要求は、validateCSMSession の要求と同じです。closeCSMSession の例を次に示します。




図104：CloseCSMSession 要求 XML の例

3.2.17.2 応答

このメソッドの応答は、discardCSMSession の応答と同じです。

3.2.18 メソッド AddPolicyObject

このメソッドを使用して、新しいポリシーオブジェクトを追加できます。サポート対象となるポリシーオブジェクトのリストは、セクション1.3.1 に記載されています。オブジェクトを追加するには、特定のオブジェクトに対する変更権限が必要です。また、単一コールでの異種一括オブジェクトの追加もサポートしています。1 つのトランザクション内で、API の単一コールが発生します。そのため、ポリシーオブジェクトのいずれかの追加に失敗すると、以前に正常に実行されたすべての挿入が元に戻ります。これは、fail-fast モードで動作します。個々の要素の詳細について理解するには、3.1.2 BasePolicyObject セクションに移動してください。

このメソッドは、次の使用例で使用する必要があります。

1. 新しい構成要素を作成する

サポートされる構成要素のデータ部分が AddPolicyObject 要求で渡されます。

2. 上書き構成要素を作成する

CSM では、上書き構成要素は別の構成要素として別の ID で保存されます。デバイスの上書き構成要素を作成する際は、addPolicyObject がデバイス ID としてノード ID とともに使用され、上書き値の構成要素 ID として親 ID が作成されます。また、すべてのデータ部分が要求で送信される必要があり、一部の値は親構成要素と異なります。親構成要素の「isProperty」は、true に設定して上書きできるようにする必要があります。

3.2.18.1 要求

要求では、ポリシーオブジェクトと、この変更の実行に使用される CSMSession が取得されます。次に、要求の例と XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図105：addPolicyObject URL 要求の例

表82：addPolicyObject 要求の要素と属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		addPolicyObjectRequest

		要求の引数を含むポリシーオブジェクトを追加します。



		要素：csmSessionGID

		CSMSession を一意に定義する要素



		要素：enforceDuplicateDetection

		冗長/重複オブジェクトが検出されると、保存時にエラー（設定：true）または続行（設定：false）をスローします。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証
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図106：AddPolicyObject 要求 XSD

3.2.18.2 応答

応答では、作成したオブジェクト ID とのそのタイプについての詳細が表示されます。エラーが発生した場合は、エラーとなったオブジェクトの詳細が送信されます。次に応答の例とその XSD を示します。




図107：AddPolicyObject XML 応答の例

表83：AddPolicyObject 応答の XML 属性と要素の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		addPolicyObjectResponse

		要求の引数を含むポリシーオブジェクトを追加します。



		要素：message

		操作全体のステータス。



		要素：resultObject

		オブジェクトの個々の結果。



		要素：objectGID

		追加したポリシーオブジェクトの ID を一意に識別する要素。



		要素：name

		ポリシーオブジェクトの名前を指定する要素。



		要素：type

		ポリシーオブジェクトのタイプを指定する要素。



		要素：info

		オブジェクトに関するその他の詳細（必要な場合）。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証
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図108：AddPolicyObject 応答 XSD

3.2.19 メソッド ModifyPolicyObject

変更ポリシーオブジェクトを使用して、ポリシーオブジェクトのデータ部分を変更できます。また、ポリシーオブジェクトの名前を変更することもできます。ポリシーオブジェクトは、要求で送信された GID で一意に識別されます。1 つのフィールドのみを更新する場合でも、要求ではすべてのデータを送信する必要があります。ポリシーオブジェクトが読み取られた後にこれを使用して、必須フィールドを更新し、入力値として変更ポリシーオブジェクトメソッドへ送信されることが理想的です。また、異種および同種の一括要求を取得し、1 つのトランザクションと fail-fast モードで動作します。

このメソッドは、次の場合に使用できます。

1. 非上書き構成要素を変更する場合

要求で渡される「GID」要素によって、変更される構成要素を定義します。したがってこのメソッドは、構成要素の名前変更にも使用することができます。要求とともに、完全なデータも変更する必要がある要素と一緒に渡す必要があります。

2. 上書き構成要素を変更する場合

特定のデバイスの上書き構成要素の一部のデータを変更するには、親構成要素の GID ではなく特定の構成要素の GID を要求で送信する必要があります。名前が既知の構成要素である場合のみ、getPolicyObject メソッドを使用して上書き構成要素の GID を取得し、このメソッドで使用します。

3.2.19.1 要求

変更ポリシーオブジェクトの要求では、addPolicyObject と同じ「ManagePolicyRequest」タイプを取得します。次に、例と XSD を示します。




図109：ModifyPolicyObject 要求の例
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図110：ModifyPolicyObject 要求 XSD

3.2.19.2 応答

応答は、addPolicyObject の応答と同じです。次に、応答の例と XSD を示します。




図111：ModifyPolicyObject 応答の例
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図112：ModifyPolicyObject 応答 XSD

3.2.20 メソッド DeletePolicyObject

このメソッドを使用して、一意の GID が指定された policyobject を削除します。一括削除をサポートするほか、1 つのトランザクションで発生し、fail fast モードで動作します。メソッドは、次のシナリオで使用できます。

1. 構成要素を削除する場合

オブジェクトのタイプとポリシーオブジェクトの GID を渡す必要があります。

2. 上書きを削除する場合

特定のデバイスで上書きされる値を削除してグローバル値が保持される場合、上書き構成要素の GID をこの不具合に渡す必要があります。

3.2.20.1 要求

deletePolicyObject の要求は、「ManagePolicyObjectRequest」タイプでもあります。ポリシーオブジェクトのタイプや ID を説明するだけで十分です。次に、要求の例と XSD を示します。




図113：DeletePolicyObject 要求の XML の例
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図114：DeletePolicyObject 要求 XSD

3.2.20.2 応答

応答は「ManagePolicyObjectResponse」タイプです。これは、ポリシーオブジェクトの追加や変更の際も同じです。一括削除に失敗すると、エラーメッセージに失敗した構成要素の詳細が表示されます。次に応答の例と XSD を示します。




図115：DeletePolicyObject 応答の例
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図116：DeletePolicyObject 応答 XSD

3.2.21 メソッド GetPolicyObject

このメソッドを使用して、構成要素情報を名前およびタイプ別に取得できます。異なるタイプの一括入力をサポートします。また、上書きされた値が含まれるデバイス ID であるノード ID とともに、上書き構成要素の詳細情報も提供します。特定のデバイスで上書きされた値を読み取るには、その特定の構成要素の GID をこのメソッドで使用する必要があります。

3.2.21.1 要求

要求では、構成要素のタイプと名前、または ID を取得します。要求は、「ManagePolicyObjectRequest」タイプです。次に、要求の例と XSD を示します。




図117：GetPolicyObject 要求の例
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図118：GetPolicyObject 要求 XSD

3.2.21.2 応答

応答には、ポリシーオブジェクトの詳細が含まれます。特定の構成要素の詳細のみが含まれ、上書き値の参照先を示します。




図119：GetPolicyObject 応答 XML の例

表84：GetPolicyObject 応答の XML 属性と要素の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		policyObjectConfigResponse

		応答の引数が含まれるポリシーオブジェクトを取得します。



		要素：csmSessionGID

		CSMSession を一意に定義する要素



		要素：enforceDuplicateDetection

		冗長/重複オブジェクトが検出されると、保存時にエラー（設定：true）または続行（設定：false）をスローします。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証
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図120：GetPolicyObject 応答 XSD

3.2.22 メソッド GetPolicyObjectByGID

このメソッドを使用して、オブジェクトの GID からオブジェクトの詳細のみを取得できます。このメソッドは、一括入力をサポートします。

3.2.22.1 要求

要求では、オブジェクトの GID と、構成要素のコミットされたデータが取得されます。ただし、csmSessionId が要求とともに指定された場合は、特定のセッション情報が取得されます。次に、要求の例と XSD を示します。




図121：GetPolicyObjectByGID 要求の例

表85：GetPolicyObjectByGID 応答の XML 属性と要素の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		getPolicyObjectByGID

		応答の引数が含まれるポリシーオブジェクトを取得します。



		要素：csmSessionGID

		CSMSession を一意に定義する要素



		要素：gid

		特定の構成要素を一意に決定します。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図122：GetPolicyObjectByGID 要求 XSD

3.2.22.2 応答

応答は、getPolicyObject の応答と同じです。

3.2.23 メソッド GetListofDeployableDevices

このメソッドを使用して、現在のユーザに導入可能なデバイスのリストを取得できます。この API で取得されるデバイス情報を使用して、deployConfigByGID を使用した導入がトリガーされます。

3.2.23.1 要求

メソッドの要求には新しい要素はなく、セッション Cookie があるだけです。次に、要求の例と XSD を示します。




図123：GetListofDeployableDevices XML 要求の例

表86：GetListofDeployableDevices XML の要素と属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		deployableDevicesListRequest

		これには要求の引数が含まれています。



		要素：sessionId

		この要求に必要な要素はセッション情報に記録されていて、cookie の一部として渡される必要があります。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図124：GetListofDeployableDevices 要求 XSD

3.2.23.2 応答

応答には、まだ展開されていない変更が含まれるデバイス（ダーティデバイス）の詳細が含まれます。次に応答の例とその XSD を示します。




図125：GetListofDeployableDevices 応答の例

表87：GetListofDeployableDevices 応答 XML の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		deviceListResponse

		このメソッドで渡されるフィルタパラメータに一致する 0 個以上のデバイスのリストを返します。



		要素のリスト：DeviceId

		デバイス ID の要素のリスト



		属性：gid

		デバイスの GID 属性



		要素：deviceCapability

		デバイスの 1 つ以上の機能（必須）



		要素：ipv4Address

		（任意）デバイスの IPv4 アドレス



		要素：deviceName

		デバイスの表示名



		要素：sysobjectId

		デバイスのシステムオブジェクト ID



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証
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図126：GetListofDeployableDevices 応答 XSD

3.2.24 メソッド DeployConfigByGID

ユーザのポリシーに変更があると、設定をデバイスに展開できます。ユーザに展開権限がある場合は、ユーザ自身で設定を展開できます。このリリースでは、API で即時の展開オプションがサポートされます。IPS デバイスへの展開は、このリリースではブロックされます。IPS デバイスが要求で見つかった場合、エラーがユーザにスローされます。

展開オプションが指定されていない場合は、管理者設定の値を使用します。API は、CSM クライアントを使用して設定された展開オプション（またはデフォルト値）を読み取ってデバイスへの展開入中に使用します。

3.2.24.1 要求

要求ではデバイス GID と、以下の例で説明されるその他の展開オプションおよび XSD を取得します。




図127：GetDeviceConfigByGID 要求の例

表88：DeployConfigByGID XML の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		deployConfigRequest

		展開操作の詳細について説明する要素



		要素リスト：deviceGID

		変更を展開するデバイス ID のリストを指定する一意の値



		要素：deploymentOptions

		この展開を上書きできる展開オプション。ファイルに展開する、OOB を検出するなどのオプション



		要素リスト：deploymentComments

		ブール値：true。必要に応じてコメントを指定できます。



		要素： deployDeviceAttrbs.deployOptions.deployMethod.device

		デバイスまたはファイルを展開するかどうかについて説明する固定値



		要素：deployDeviceAttrbs.deployOptions.deployMethod.file

		ファイルに展開します。



		要素：deployDeviceAttrbs.deployOptions.deployMethod.file.filePath

		ファイルオプションが選択されている場合、ファイルパスを指定する必要があります。



		要素：

deployDeviceAttrbs.deployOptions.OOBdetectionbehaviour

		変更の上書き、展開のキャンセル、または変更を確認しないように OOB を処理するためのオプションについて説明します。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。





		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証
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図128：DeployConfigByGID 要求 XSD

3.2.24.2 応答

応答では、導入ジョブ ID と名前が返されるほか、権限や無効なデバイス ID によって導入ジョブに追加できなかったデバイスのエラーリストも返されます。導入ジョブのステータスをクエリするには、別の API があります。次に応答および XSD の例を示します。




図129：DeployConfigByGID 応答の例

表89：DeployConfigByGID XML の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		Deploymentresponse

		導入の詳細について説明する要素



		要素リスト：status

		導入ジョブのステータス（成功または失敗）



		要素リスト：deploymentGID

		導入ジョブの一意の識別子



		要素リスト：deploymentJobName

		名前を指定する一意の値



		要素リスト：devicesInProgress

		導入が進行中のデバイス数。



		要素リスト：devicesSuccessList

		導入に成功したデバイスの数



		要素リスト：devicesFailureList

		導入がエラーで失敗したデバイスの数



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図130：DeployConfigByGID 応答 XSD

3.2.25 メソッド GetDeployJobStatus

このメソッドを使用して、導入ジョブのステータスを取得します。

3.2.25.1 要求

要求ではジョブ ID またはジョブ名を取得し、導入ジョブのステータスを返します。次に、要求の例とその XSD を示します。




図131：GetDeployJobStatus 要求の例

表90：GetDeployJobStatus 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		deployJobStatusRequest

		導入ジョブの詳細について説明する要素



		要素リスト：

		導入ジョブのステータス（成功または失敗）



		要素リスト：deploymentJobGID

		導入ジョブの一意の識別子



		要素リスト：deploymentJobName

		名前を指定する一意の値



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図132：GetDeployJobStatus 要求 XSD

3.2.25.2 応答

この応答は、DeployConfigByGID の応答と同じです。このセクションでは例のみが表示されています。XSD の詳細については、DeployConfigByGID の応答を参照してください。
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図133：GetDeployJobStatus 応答の例

3.2.26 メソッド AddPolicyConfigByGID

このメソッドを使用して、デバイスにポリシーを作成または追加します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セクションを参照してください。要求では、デバイスの 1 つの要求で同種のポリシーを取得し、デバイスに追加します。たとえば、デバイスに単一/複数のファイアウォールルールを追加するには、このメソッドを使用する必要があります。ポリシーで、このメソッドによってエントリをファイアウォールテーブルや他に追加することが表示されている場合、デバイスで指定されたルールを使用して新しいポリシーグループが作成されます。デバイスに共有ポリシーが割り当てられている場合、このメソッドを使用することはできませんが、addPolicyConfigByName を使用する必要があります。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.26.1 要求

要求には、ポリシーのデータ、デバイス ID、および csmSessionID が必要です。要求には、複数のポリシーデータを含めることができ、各要求は fail-fast モードの 1 つのトランザクションで動作します。ポリシー内の GID 属性を要求で指定することはできません。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図134：AddPolicyConfigByGID 要求 URL の例

表91：AddPolicyConfigByGID の要素および属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		setPolicyConfigRequest

		要求の引数が含まれているポリシーを追加します。



		要素：csmSessionGID

		CSMSession を一意に定義する要素



		要素：deviceGID

		ポリシーを作成するデバイスの GID。



		要素：name

		デバイスではなく共有ポリシーに対する要求の場合は、共有ポリシーの名前。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図135：AddpolicyConfigByGID 要求 XSD

3.2.26.2 応答

addpolicy の応答には、追加されたポリシーの GID が含まれます。また、動作全体の成功または失敗を決定するステータスコードも含まれています。エラーの場合はエラーコードとともに失敗するため、応答にはポリシーも含まれます。




図136：AddPolicyConfigByGID 応答の例

表92：AddPolicyConfigByGID XML 属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		policyConfigResponse

		応答の属性が含まれているポリシー設定の応答



		要素：statusCode

		操作全体のステータス。



		要素：gid

		ポリシーの GID。



		要素：policy

		ポリシー情報を識別する要素



		要素：errorInfo

		エラーコードとエラーメッセージを指定する要素。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図137：AddPolicyConfigByGID 応答 XSD

3.2.27 メソッド AddPolicyConfigByName

このメソッドを使用して、既存の共有ポリシーグループにポリシーを追加します。AddPolicyConfigByName 要求と応答の例を次に示します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セクションを参照してください。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.27.1 要求

addPolicyConfigByName の要求はaddPolicyConfigByGID に似ていますが、deviceGID ではなく共有ポリシー名について説明する必要がある点が異なります。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図138：addPolicyConfigByName 要求の例

3.2.27.2 応答

AddPolicyConfigByName の応答は、addPolicyConfigByGID に似ています。

3.2.28 メソッド ModifyPolicyConfigByGID

このメソッドを使用して、デバイスに割り当てられたポリシーを変更します。次に、このメソッドの要求と応答の例を示します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セクションを参照してください。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.28.1 要求

ModifyPolicyConfigByGID の要求はaddPolicyConfigByGID に似ていて、ケースの変更に GID が必須となります。次に、要求の例を示します。

		URL:


https://hostname/nbi/configservice/modifyPolicyConfigByGID

HTTP Header:


Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 


XML Argument:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-077309411427</csmSessionGID>


<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-038654705767</deviceGID>


<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


<gid>77309411336</gid>


<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type>


<orderId>6</orderId>


<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation>


<description> </description>


<configState>deployed</configState>


<isEnabled>true</isEnabled>


<direction>In</direction>


<permit>false</permit>


<policyName>Local</policyName>


<interfaceRoleObjectGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid>


</interfaceRoleObjectGIDs>


<sources>


<ipData>2.2.2.14</ipData>


</sources>


<destinations>


<networkObjectGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid>


</networkObjectGIDs>


</destinations>


<services>


<serviceObjectGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid>


</serviceObjectGIDs>


</services>


<logOptions>


<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled>


<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging>


</logOptions>


</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


</p:setPolicyConfigRequest>





図139：modifyPolicyConfigByGID

3.2.28.2 応答

応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。

3.2.29 メソッド ModifyPolicyConfigByName

このメソッドは、共有ポリシーの変更に使用されます。サポート対象のリストは、「ポリシー」セクションを参照してください。次に、要求と応答の例を示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.29.1 要求

要求はaddPolicyConfigByGID に似ていて、deviceGID ではなく GID と共有ポリシー名が必須となります。次に、要求の例を示します。

		URL:


https://hostname/nbi/configservice/modifyPolicyConfigByName

HTTP Header:


Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 


XML Argument:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589934739</csmSessionGID>


<name>sharedAccessRule1</name>


<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


<gid>77309411336</gid>


<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type>


<orderId>6</orderId>

<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation>


<description> </description>


<configState>committed</configState>


<isEnabled>true</isEnabled>


<direction>In</direction>


<permit>false</permit>


<interfaceRoleObjectGIDs>



<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid>


</interfaceRoleObjectGIDs>


<sources>



<ipData>2.2.2.1</ipData>


</sources>


<destinations>


<networkObjectGIDs>



<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid>


</networkObjectGIDs>


</destinations>


<services>


<serviceObjectGIDs>



<gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid>


</serviceObjectGIDs>


</services>


<logOptions>


<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled>


<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging>


</logOptions>


<iosOptions>None</iosOptions>


</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


</p:setPolicyConfigRequest>





図140：modifyPolicyConfigByName 要求の例

3.2.29.2 応答

応答は、addPolicyConfigByGID に似ています。

3.2.30 メソッド DeletePolicyConfigByGID

このメソッドを使用して、デバイスに割り当てられているポリシーを削除します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セクションを参照してください。次に、要求および応答オブジェクトの例と XSD を示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.30.1 要求

要求は、ポリシー GID と削除するポリシーのタイプを取得します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図141：deletePolicyConfigByGID 要求の例

表93：DeletePolicyConfigByGID 要求の XML 属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		deletePolicyConfigRequest

		要求の引数が含まれているポリシーを削除します。



		要素：csmSessionGID

		CSMSession を一意に定義する要素



		要素：deviceGID

		ポリシーを削除するデバイスの GID。



		要素：name

		デバイスではなく共有ポリシーに対する要求の場合は、共有ポリシーの名前。



		要素：policyGID

		削除するポリシーの GID。



		要素：policyType

		削除するポリシーのタイプ。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図142：deletePolicyConfigByGID 要求 XSD

3.2.30.2 応答

応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。

3.2.31 メソッド DeletePolicyConfigByName

このメソッドを使用して、共有ポリシーを削除します。サポート対象のリストは、「ポリシー」セクションを参照してください。次に、要求と応答のオブジェクトの例を示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.31.1 要求

要求の名前要素が deviceGID ではなく deletePolicyConfigByGID に似ています。次に、要求の例を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図143：DeletePolicyConfigByName 要求 XSD

3.2.31.2 応答

応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。

3.2.32 メソッド ReorderPolicyConfigByGID

このメソッドを使用して、デバイスに割り当てられている CSM のルール順序を変更します。アクセスルールおよびユニファイドアクセスルールでのみサポートされます。次に、要求と応答オブジェクトを示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.32.1 要求

要求では、ルール ID と toOrder を入力値として取得し、ルールを orderID に移動します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図144：reorderPolicyConfigByGID 要求の例

表94：ReorderPolicyConfigByGID 要求の要素の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		deletePolicyConfigRequest

		要求の引数が含まれているポリシーを削除します。



		要素：csmSessionGID

		CSMSession を一意に定義する要素



		要素：deviceGID

		ポリシーが割り当てられているデバイスの GID。



		要素：name

		デバイスではなく共有ポリシーに対する要求の場合は、共有ポリシーの名前。



		要素：ruleGID

		これを一意に定義するルールの GID。



		要素：policyType

		ポリシーのタイプ。



		要素：toOrderID

		ルールを移動する必要のある orderID。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図145：reorderPolicyConfigByGID 要求 XSD

3.2.32.2 応答

応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。

3.2.33 メソッド ReorderPolicyConfigByName

このメソッドを使用して、共有ポリシーに割り当てられている CSM のルール順序を変更します。アクセスルールおよびユニファイドアクセスルールでのみサポートされます。次に、要求と応答オブジェクトを示します。ポリシー固有の詳細については、セクション 3.3 を参照してください。

3.2.33.1 要求

要求はreorderPolicyConfigByGID に似ていますが、deviceGID の共有ポリシー名を設定する必要がある点が異なります。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図146：reorderPolicyConfigByGID 要求の例

3.2.33.2 応答

応答は、addPolicyConfigByGID の応答に似ています。

3.2.34 メソッド CreateSharedPolicy

このメソッドは、共有ポリシーの作成に使用されます。policyName タグでは、修飾共有ポリシー名を指定する必要があります。既存の親ポリシーで共有ポリシー名を作成する必要がある場合、<parent-policy-name>//<New-shared-policy-name> という形式で指定する必要があります。

3.2.34.1 要求

要求では、階層とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図147：CreateSharedPolicy 要求の例

表95：CreateSharedPolicy 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		要素：policyName

		階層と共有ポリシーの名前。



		要素：policyType

		作成するポリシーのタイプ。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図148：CreateSharedPolicy 要求 XSD

3.2.34.2 応答

作成共有ポリシーの応答には、動作全体のステータスと説明が記載された statusCode が含まれています。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図149：CreateSharedPolicy 応答の例

表96：CreateSharedPolicy 要求の要素と属性の説明

		HTTP/XML の内容

		定義



		sharedPolicyConfigResponse

		共有ポリシー設定の応答が返されます



		要素：description

		共有ポリシー設定の応答のステータスについて説明します



		要素：statusCode

		操作全体のステータスについて説明します








図150：CreateSharedPolicy 応答 XML スキーマ

メソッド特有のエラー

		コード

		説明



		1107

		ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます



		1120

		FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形式で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます



		1106

		指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます



		1112

		親ポリシーにすでに指定された名前の子がある場合、このエラーが返されます。



		1113

		共有ポリシー名がピリオド（.）で始まる場合、このエラーが返されます





表97：CreateSharedPolicy メソッドのエラーコード

3.2.35 メソッド DeleteSharedPolicy

このメソッドを使用して、指定した共有ポリシーを削除します。共有ポリシーが親ポリシーから継承されている場合は、ポリシー名を親//子などの階層形式で指定する必要があります。

3.2.35.1 要求

要求では、階層とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図151：DeleteSharedPolicy 要求の例

表98：DeleteSharedPolicy 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		要素：policyName

		階層と共有ポリシーの名前。



		要素：policyType

		削除するポリシーのタイプ。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図152：DeleteSharedPolicy 要求 XSD

3.2.35.2 応答

削除共有ポリシーの応答には「共有ポリシーが正常に削除されました（Deleted shared policy successfully）」という説明が含まれ、削除操作全体にアクセスすると、ステータスコードが「SUCCESS」と表示されます。




図153：deleteSharedPolicy 応答の例

DeleteSharedPolicy 応答スキーマは、図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。

DeleteSharedPolicy 応答の XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。

メソッド特有のエラーコード

		コード

		説明



		1107

		ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます



		1120

		FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形式で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます



		1106

		指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます



		1092

		このエラーは、ユーザがポリシーの変更を許可されていない場合に返されます。



		1093

		ポリシーが無効になっている場合は、このエラーが返されます





表99：deleteSharedPolicy メソッドのエラーコード

3.2.36 メソッド RenameSharedPolicy

このメソッドを使用して、共有ポリシーの名前を変更します。名前を変更する必要のある既存の共有ポリシーを policyName タグに指定し、新しい名前を policyRename タグに指定する必要があります。

3.2.36.1 要求

要求では、階層、新しい名前とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図154：RenameSharedPolicy 要求の例

表100：RenameSharedPolicy 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		要素：policyName

		階層と共有ポリシーの名前。



		要素：policyRename

		共有ポリシーの新しい名前。



		要素：policyType

		名前を変更するポリシーのタイプ。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図155：RenameSharedPolicy 要求 XSD

3.2.36.2 応答

名前変更共有ポリシーの応答には、「共有ポリシーの名前が正常に変更されました（Renamed shared policy successfully）」という説明が含まれ、ステータスコードで、操作全体のステータスについて説明します。




図156：RenameSharedPolicy 応答の例

renameSharedPolicy 応答スキーマは図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。

renameSharedPolicy 応答の XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。

メソッド特有のエラーコード

		コード

		説明



		1107

		ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます



		1120

		FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形式で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます



		1106

		指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます



		1121

		変更するポリシー名がピリオド（.）で始まるか、名前に「//」が含まれている場合にこのエラーが返されます



		1092

		このエラーは、ユーザがポリシーの変更を許可されていない場合に返されます。



		1093

		ポリシーが無効になっている場合は、このエラーが返されます





表101：renameSharedPolicy メソッドのエラーコード

3.2.37 メソッド InheritSharedPolicy

このメソッドを使用して、別の共有ポリシーからポリシーを継承します。また、この同じメソッドを使用し、<inherit> タグを true または false に設定して、ポリシー間の既存の継承を解除または削除することも可能です。<inherit> タグが true に設定されている場合は動作を継承し、false に設定されている場合は継承を解除します。

3.2.37.1 要求

要求では、階層とともに共有ポリシーの名前と継承する親の名前を取得します。削除操作では、継承する親の名前は必要ありません。次に、要求の例とその XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図157：InheritSharedPolicy 要求の継承の例

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図158：InheritSharedPolicy 要求の継承解除の例

表102：InheritSharedPolicy 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		要素：policyName

		階層と共有ポリシーの名前。



		要素：parentPolicyName

		階層と親共有ポリシーの名前。



		要素：inherit

		true は継承を示し、false は継承解除を示します。



		要素：policyType

		作成するポリシーのタイプ。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図159：InheritSharedPolicy 要求 XSD

3.2.37.2 応答

継承共有ポリシーの応答では、継承に対して「共有ポリシーが正常に継承されました（shared policy inherited successfully）」という説明が、継承解除に対しては「共有ポリシーが正常に継承解除されました（shared policy uninherited successfully）」という説明が含まれます。ステータスコードでは、操作全体のステータスについて説明しています。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図160：InheritSharedPolicy 応答の継承の例

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図161：InheritSharedPolicy 応答の継承解除の例

InheritSharedPolicy 応答スキーマは図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。

InheritSharedPolicy 応答 XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。

メソッド特有のエラーコード

		コード

		説明



		1107

		ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます



		1120

		FirewallACLSettingsPolicy として指定されたポリシータイプおよび親//子階層形式で説明されるポリシー名の場合、このエラーが返されます



		1108

		ポリシー名がそれ自体を継承するように指定された場合に、このエラーが返されます



		1109

		同じ親からポリシーを継承する場合に、このエラーが返されます



		1111

		親ポリシーにすでに同じ名前の子が存在する場合、このエラーが返されます。同じ名前の 2 つのポリシーが同じポリシーを継承することはできません。



		1106

		指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます





表103：inheritSharedPolicy メソッドのエラーコード

3.2.38 メソッド AssignSharedPolicy

このメソッドを使用して、提供されたデバイスのリストに指定した共有ポリシーを割り当てます。デバイス GID のリストは、deviceGID リストで指定する必要があります。割り当てられるポリシー名は、policyName タグで指定する必要があります。割り当て時にユーザがデバイスで既存のローカルポリシーを上書きする必要がある場合、inheritLocalPolicy タグを false に設定する必要があります。ユーザが特定の共有ポリシーとデバイスのローカルポリシーを継承する場合、inheritLocalPolicy タグオプションを true に設定する必要があります。

3.2.38.1 要求

この要求では、階層、ポリシータイプおよびデバイス GID のリストとともに共有ポリシーの名前を取得します。デバイスのinheritLocalPolicyタグでローカルポリシーを上書きするには、false に設定する必要があります。




図162：AssignSharedPolicy 要求の例

表104：AssignSharedPolicy 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		要素：policyName

		階層と共有ポリシーの名前。



		要素：policyType

		作成するポリシーのタイプ。



		要素：deviceGID

		デバイス GID を割り当てるデバイスのリスト



		要素：inheritLocalPolicy

		ローカルポリシーを継承する必要がある場合は true、上書きできる場合は false



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図163：AssignSharedPolicy 要求 XSD

3.2.38.2 応答

割り当て共有ポリシーの応答では、割り当てが正常に完了すると「割り当てが正常に完了しました（Assignment done sucessfully）」という説明が表示され、デバイス GID の割り当て完了を示すリストが表示されます。ステータスコードでは、操作全体のステータスについて説明します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図164：AssignSharedPolicy 応答の例

assignSharedPolicy 応答スキーマは、図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。

assignSharedPolicy 応答 XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。

メソッド特有のエラーコード

		コード

		説明



		1118

		このエラーは、deviceGID が無効か割り当て権限がない場合に返されます



		1107

		ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます



		1116

		このエラーは、指定した共有ポリシーの親が見つからなかった場合に返されます



		1114

		このエラーは、ルート ID が継承で取得できなかった場合に返されます



		1115

		指定した共有ポリシーの割り当てに失敗した場合は、このエラーが返されます



		1106

		指定された親ポリシーが存在しない場合は、このエラーが返されます







表105：assignSharedPolicy メソッドのエラーコード

3.2.39 メソッド UnAssignSharedPolicy

このメソッドを使用して、デバイスのリストから特定の共有ポリシーの割り当てを解除します。割り当て解除する共有ポリシー名は policyName タグで指定し、デバイス GID のリストは DeviceGIDS タグで指定する必要があります。

3.2.39.1 要求

要求では、階層とデバイスの GID とともに共有ポリシーの名前を取得します。次に、要求の例とその XSD を示します。




図165：UnAssignSharedPolicy 要求の例

表106：UnAssignSharedPolicy 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		要素：policyName

		階層と共有ポリシーの名前。



		要素：policyType

		作成するポリシーのタイプ。



		要素：deviceGID

		デバイス GID を割り当てるデバイスのリスト



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図166：UnAssignSharedPolicy 要求 XSD

3.2.39.2 応答

割り当て解除共有ポリシーの応答には、「割り当て解除が正常に実行されました（UnAssignment done successfully）」という説明が含まれ、ステータスコードでは操作全体のステータスについて説明します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図167：UnAssignSharedPolicy 応答の例

unassignSharedPolicy 応答スキーマは、図 150 に記載されている createSharedPolicy 応答スキーマに似ています。

unassignSharedPolicy 応答 XML 要素は、表 96 に記載されている createSharedPolicy 応答要素に似ています。

メソッド特有のエラーコード

		コード

		説明



		1118

		このエラーは、deviceGID が無効か割り当て権限がない場合に返されます



		1011

		このエラーは、無効な CSM セッション ID の場合に返されます



		1107

		ポリシー名を指定しない場合は、このエラーが返されます



		1119

		ポリシータイプとポリシー名が一致しない場合は、このエラーが返されます



		1117

		割り当て解除に失敗すると、このエラーが返されます





表107：unassignSharedPolicy メソッドのエラーコード

3.2.40 メソッド getPolicyObjectsListByType

このメソッドを使用して、要求されたポリシーオブジェクトタイプの使用可能なポリシーオブジェクトを一覧表示します。

3.2.40.1 要求

次に、要求の例とその XSD を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図168：getPolicyObjectsListByType 要求の例

表108：getPolicyObjectsListByType 要求の要素と属性の説明

		XML 要素と属性

		定義



		要素：csmSessionGID

		csmSession の一意の GID を提供する要素。



		要素：policyObjectType

		リストを取得するポリシーオブジェクトのタイプ。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図169：getPolicyObjectsListByType 要求 XSD

3.2.40.2 応答

応答は、応答と同じです

このメソッドに特有のエラーコードを以下に示します。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の汎用エラーが存在することがあります。

		コード

		説明



		1123

		Security Manager サーバで使用可能なポリシーオブジェクトがない場合は、
このエラーが返されます。





表109：getPolicyObjectsListByType メソッドのエラーコード

3.3 ポリシーに固有の処理

次のセクションでは、特に書き込みユースケースの個々のポリシーでポリシーに固有の処理を行う場合の詳細について説明します。一般的に、共有されていないすべてのローカルデバイスポリシーでは、GID で終了するメソッドを使用する必要があります（たとえば、addPolicyConfigByGID や modifiyPolicyConfigByGID）。ただし、ポリシーが共有されている場合は、これらのメソッドは使用できません。代わりに、デバイスに割り当てられる共有ポリシー名を決定した後で、Name で終了するメソッド（たとえば、addPolicyConfigByName や deletePolicyConfigByName）を使用する必要があります。共有ポリシーに加えた変更は、共有ポリシーが割り当てられているすべてのデバイスに影響を与えます。

3.3.1 DeviceAccessRuleFirewallPolicy

以下で指定された詳細は、deviceAccessRuleFirewallPolicy や deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy と似ています。デバイスで継承されたポリシーの場合は、byGID メソッドの追加/変更/削除を使用してローカルポリシーを変更できますが、その他のポリシー（継承元）では byName メソッドの追加/変更/削除を使用して変更する必要があります。各ルールにはポリシー継承情報が含まれているため、使用する必要のあるメソッドを簡単に判断できます。また、新しいアクセスリストエントリの追加または作成中に GID 要素を表示することはできません。ケースの変更や削除には、GID が必須です。個々の要素について理解するには、セクション3.1.5.1 およびセクション3.1.5.2 を参照してください。

書き込み操作中は、以下の点に留意する必要があります。

1. ルールを挿入する位置は、要求 XML で指定されたorderIDによって決まります。要求では指定された orderID がすでに既存のルールに存在する必要があります。また、追加操作では指定した orderID を使用して既存のルールを下部に配置し、要求されたルールを特定の位置に挿入します。orderID が指定されていない場合（orderID 要素が存在しない場合など）、ルールは末尾に挿入されます。

2. ルールをセクション内に挿入する必要がある場合は、要求にセクション名を指定できます。orderID が指定されていない場合は、ルールをセクションの最後のルールとして挿入します。また、セクション名ではなく適切な orderID を指定して、ルールをセクション内に挿入することもできます。

3. 一括要求の場合は、最初のルールに適切な orderID を含めることができます。要求の残りのルールは、後続の低い位置に追加されます。ルールは、1 つの一括要求の連続しない位置に挿入することはできませんが、追加要求を複数使用して挿入することができます。

4. グローバルルールとなる要求されたルールがインターフェイス固有のルールよりも大きい orderID を指定すると、add メソッドでエラーメッセージがスローされます。

5. 1 つの一括要求でグローバルなルールとインターフェイス固有のルールを一緒に追加することはできません。

6. 1 つの要求で共有されるポリシーの場合は、ルールを必須のセクションとデフォルトのセクションの両方に追加することはできません。

7. セクションを API バージョン 2.0 で作成または編集することはできません。

8. 1 つの一括要求を使用して、複数のルールを変更/削除することはできません。

9. グローバルアクセスルールを追加するには、<interfaceRoleObjectGIDs> にある GID の値を213にする必要があります。

10. アクセスリストにはユーザ定義の名前が必要な場合は、FirewallACLSettingsPolicy を使用する必要があります。

3.3.2 FirewallACLSettingsPolicy

このポリシーは、主にアクセスリストにユーザ定義の名前を指定するときに使用されます。ポリシーの詳細については、セクション 3.1.5.3 を参照してください。グローバルルールでユーザ定義の名前を指定するには、要素「interfaceGID」の値を213にする必要があります。

4 CSM Events Service API

イベントサービス API は、CSM で実行された操作に基づいてクライアントが CSM サーバからイベント通知を受信できるようにする機能を提供します。

イベント通知は、管理対象デバイスの CSM によって開始された設定の更新について説明します。管理対象デバイスのアウトオブバンド（OOB）設定変更は、CSM のヘルスおよびパフォーマンスモニタリング（HPM）機能がイネーブルになっている場合にのみ、ASA（バージョン 7.2 以降）でサポートされます。

イベント通知は、デバイスステータスの変更イベントについて説明します。デバイスステータスの変更イベント通知を動作させるためには、デバイスが CSM と HPM それぞれによって管理およびモニタリングされる必要があります。

4.1 メソッド

イベントサービスは次のメソッドを定義します。

1. GetServiceInfo

a. サービス名、バージョン、日付などを含むサービス固有の情報を返します。

2. EventSubscription

a. クライアントがイベント通知を登録できます。

4.1.1 メソッド GetServiceInfo

GetServiceInfo メソッドは、サービスに関連するサービスの説明、バージョン情報、および該当する属性を返します。要求、応答、およびオブジェクトモデルは、セクション 3.2.1 で説明したものと同じです。

4.1.2 メソッド EventSubcription

eventSubscription メソッドにより、CSM クライントは、要求で CSM クライアントによって指定された条件に基づいてフィルタリングするイベント通知をサブスクライブできます。イベントサブスクリプション API は設定変更通知の Syslog イベントおよびデバイスステータス変更通知の Syslog イベントのみをサポートします。

4.1.2.1 要求

メソッド eventSubscription 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを、表110 で説明します。




図170：eventSubscription for ConfigChange XML の例

上記の要求は、イベントを登録するためにクライアントによって送信されます。API は、syslog プロトコルを使用したイベント通知のみサポートします（syslog でのイベントデータの形式は、表および以降のセクションで説明する XML または syslog プレーンテキストとなります）。

すべてのイベントサブスクリプションがアクティブなログインセッションにリンクされます。（サブスクリプション要求を開始する）セッションがログアウトまたは期限切れになると、セッションに対応するすべてのサブスクリプションが削除されます。そのため、イベント通知を受信する必要がある場合、クライアントがセッションをアライブ状態に維持することが重要です。

次のイベントがサポートされます。

1. 設定変更イベント

a. イベントは、設定が変更されてイベントで識別されたネットワークデバイスに配布されるたびに送信されます（CSM またはアウトオブバンド経由）。

2. デバイスステータス変化イベント

a. このイベントは、CSM がデバイス接続状態の変更（接続または未接続）を検出するたびに送信されます。

表110：eventSubscription 要求の要素と属性の説明

		Element.属性名

		定義



		eventSubRequest

		eventSubscription 要求により、クライアントは 1 つまたは複数のクラスにイベントハンドラを登録できます。



		eventSubRequest.op 

		列挙リストの 1 つである実行中の処理 {追加、削除}。

追加処理はイベントハンドラの新規サブスクリプションを登録します。

削除処理はサブスクリプションを削除し、CSM クライアントはそのサブスクリプション ID のイベントを受信しなくなります。



		eventSubRequest.subscriptionId 

		CSM クライアントによって登録されるこのサブスクリプションを一意的に識別するサブスクリプション ID。要求で指定されたフィルタに一致する各イベント通知でサブスクリプション ID が返されます。



		eventSubRequest.eventFilterItem

		オブジェクト EventFilterItem は、CSM クライアントが通知を要求するイベントタイプを識別するフィルタを指定します。



		eventSubRequest.eventFilterItem.filterEventType

		1.0 では、「syslog」として定義されます。将来のタイプは 1.0 以降でサポートされます。



		eventSubRequest .eventFilterItem.filterEventCategory

		クライアントが関心を示すイベントカテゴリを指定します。複数の filterEvents を指定して、複数のイベントタイプをリッスンできます。configChange および deviceStatus がサポートされます。



		eventSubRequest.eventFilterItem.filterEventFormat 

		通知メッセージで使用されるイベント形式。これは形式の列挙リストです。リストは {xml、プレーンテキスト} になります。



		eventSubRequest.SyslogServer

		クライアントが特定の宛先およびポート番号で syslog プロトコルによってイベントを受信する場合、サブスクリプションに含まれます。本来 syslog 形式ではないイベントがカプセル化されます。



		eventSubRequest.syslogServer.port

		syslog リレーがイベントを転送する UDP ポート番号



		eventSubRequest.syslogServer.destAddress

		転送された syslog イベントを受信する IPv4 アドレス



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図171：EventSubRequest XML スキーマ

4.1.2.2 応答

eventSubscription 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図172：eventSubscription 応答の例

表111：eventSubscription 応答の要素と属性の説明

		Element.属性名

		定義



		eventSubResponse

		サブスクリプションが成功したかどうかを返します。成功した場合、
クライアントから送信されたサブスクリプション ID を含みます。





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図173：EventSubResponse XML スキーマ

以下は syslog 通知に関する警告です。

· syslog 通知は、CSM によって現在管理されているデバイスだけに送信されます。つまり、デバイスはデバイスインベントリに追加され、CSM によって「管理」する必要がります。

· CSM はデバイスの CSM での管理方法に基づいて、オプションで Auto Update Server (AUS) および Cisco Networking Service (CNS) Configuration Engine への変更を展開できます。AUS/CNS 方式は設定の更新が実際のデバイスに展開される前に、中間の「ステージングシステム」を提供します。詳細については、http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/cisco_security_manager/security_manager/4.4/user/guide/dpman.html#wp938164 を参照してください。CNS または AUS に正常に展開された場合、イベントの通知方式は正常な設定変更の更新を送信します（そのためイベントの送信時に、設定変更が実際のエンドデバイスでアクティブではない可能性があります）。

· 以下はアウトオブバンド（OOB）通知に関する固有の要点です。

· アウトオブバウンド変更の検出は、現在 ASA 7.2.x 以降を実行している ASA デバイスに対してのみ有効になっています。また、ASA デバイスの OOB 検出は ASA デバイスが CSM の Health and Performance Monitoring（HPM）機能によって監視されている場合にのみ有効になります。

· OOB の通知は、少なくとも「1 つの正常なイベントサブスクリプションの実行後」にのみ、OOB 変更の検出を開始します。この登録以前の OOB イベントは不明で、モニタされません。

· HPM コンポーネントは、デバイスがアクティブに監視されているか非アクティブに監視されているかに基づいて、デバイスを 5 または 10 分ごとに監視します。したがって、OOB イベントは HPM のモニタリングサイクル/ポーリングが完了した場合だけ作成されます。つまり、OOB 変更がデバイスで実行された後すぐには OOB イベントは生成されないことになります。

· イベントサービスは、CSM によって管理されていない可能性がある変更された CLI/config ラインを含むすべての OOB 設定変更を検出して通知します。検出には変更されたり復元された可能性のある CLI も含まれます。つまり、システムはデバイスの設定で変更されたイベントをすべて検出します。

· まれなケースとして、CSM による展開が OOB 変更の直後（HPM モジュールが変更を検出する前）に実行されると、OOB のイベントが生成されない場合があります。次の例を考慮してください。

· 午前 10:00 にユーザは 10 分間隔でモニタされている ASA1 に OOB 変更を加えます（次のモニタリングは午前10:09）。

· 午前 10:03 にユーザは ASA1 の変更を上書きする CSM 展開を実行し、展開は正常に完了します。

· 午前 10:03 に実行された CSM 展開によって上書きされるため、HPM ポールサイクルは午前 10:09 に OOB 変更を認識しません。

· 以下は deviceStatus 通知に特有の要点です。

· 通知は、CSM の Health and Performance Monitoring（HPM）機能の記述「Device Polling」を含むすべてのアラートに対して送信されます。すべての通知が CSM サーバが再起動されるたびに送信されます。デバイスステータスの変更通知だけその後送信されます。

· 警告の記述が「Device Polling: Connection Timedout」の場合は、DEVICE_DOWN の通知が送信されます。

· 警告の記述が「Device Polling: Connected」の場合は、DEVICE_UP 通知が送信されます。

· HPM コンポーネントは、デバイスがアクティブに監視されているか非アクティブに監視されているかに基づいて、デバイスを 5 または 10 分ごとに監視します。したがって、デバイスステータスイベントは HPM のモニタリングサイクル/ポーリングが完了した場合だけ作成されます。つまりデバイスがダウンして起動する可能性があり、HPM がこれを検出しないため、この場合デバイスステータスの変更通知は送信されません。

次は、このメソッドに特有のエラーコードです。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の汎用エラーが存在することがあります。

		コード

		説明



		4001

		これは重複するサブスクリプション要求がイベントサブスクリプションの間に作成されたことを示します。2 つのサブスクリプションが同じサブスクリプション ID を使用して（同じユーザセッション）作成されると、このエラーが返されます。



		4002

		このエラーは、指定された Syslog の宛先 IP アドレスが無効であることを示します。IP アドレスは、マスクアドレスを指定せずに a.b.c.d 形式にする必要があります（例：192.168.10.10）。



		4003

		このエラーは、ユーザが存在しないサブスクリプションを削除しようとすると返されます。



		4004

		このエラーは、指定された syslog ポートが無効であったことを示します。有効なポートの範囲は 1～65535です。



		4005

		このエラーは、無効なサブスクライバ ID が指定されたことを示します。空白だけ含めるサブスクライバ ID は許可されません。



		4006

		このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素が指定されていないことを示します。これらの要素は、追加要求でのみ指定する必要があります。



		4007

		このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素のいずれかが削除処理に指定されたことを示します。これらの要素は両方とも削除要求に指定しないでください。





表112：EventSubscription メソッドのエラーコード

次の 2 つのセクションは、サブスクリプション時にプレーンテキスト形式に基づいた XML が選択されたかに基づいて、syslog 通知の内容を詳しく説明します。

4.1.2.3 Syslog XML イベント通知

クライアントが Syslog サーバオプションを使用して Syslog イベント転送に登録すると、すべてのイベントが、登録された宛先 IP とポート番号に転送されます。syslog メッセージの内容は、クライアントに指定された登録パラメータによって、XML またはプレーンテキストで送信される可能性があります。XML 形式を選択するとイベントメッセージは、次に示すようにスキーマに従います。

以下は、設定変更通知の例です。




図174：設定変更通知の例

上記のイベント通知はサーバによって登録された Syslog リスナーに送信され、次の要素と属性に基づいています。

表113：ConfigChangeEvent データ要素の説明

		要素名

		定義



		configChangeEvent

		CSM 特有の設定変更イベント通知を示すルート要素。



		configChangeEvent.eventType

		このメッセージが syslog メッセージであることを示します。



		configChangeEvent.eventCategory

		イベントカテゴリ configChange を示します。



		configChangeEvent.subscriptionId

		現在は「エコー」バックされるクライアントによって使用される、元のサブスクリプション ID。



		configChangeEvent.time

		このイベントが生成された時刻。



		configChangeEvent.content

		設定変更に関連する追加のメッセージ。



		configChangeEvent.srcIP

		変更されたデバイスの IP アドレス



		configChangeEvent.srcGID

		変更されたデバイスの GID



		configChangeEvent.srcDns

		変更されたデバイスの DNS 名（存在する場合）。



		configChangeEvent.srcOSType

		デバイスタイプ FWSM、ASA、IOS、PIX を示します。



		configChangeEvent.deploymentType

		展開のタイプを示します（「不明」に設定されたアウトオブバンド変更の場合は適用不可）。以下は許可される値です。

· デバイス（Device）( デバイスへ展開

· ファイル（File）( ファイルへ展開

· AUS ( Auto Update Server へ展開

· CNS ( Cisco Networking Services、Configuration Engine へ展開

· TMS ( Token Management Server へ展開



		configChangeEvent.updateType

		NO_OOB ( この設定変更がアウトオブバンド（OOB）変更ではないことを示します。つまり、デバイスへの設定変更は Cisco Security Manager によって行われたことを示します。

OOB ( この設定変更が Cisco Security Manager の外部で実行された OOB 変更であることを示します。CSM では、ASA バージョン 7.2 以降を実行しているデバイスでのみ OOB 変更を検出できます。





次の図は、イベント通知のスキーマを示します。




図175：イベント XML スキーマ

以下は、デバイスステータスの変更通知の例です。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図176：デバイスステータス通知の例

上記のイベント通知はサーバによって登録された Syslog リスナーに送信され、次の要素と属性に基づいています。

表114：DeviceStatusEvent のデータ要素の説明

		要素名

		定義



		deviceStatusEvent

		デバイスステータスイベント通知を示すルート要素。



		deviceStatusEvent.eventType

		このメッセージが syslog メッセージであることを示します。



		deviceStatusEvent.eventCategory

		イベントカテゴリ deviceStatus を示します。



		deviceStatusEvent.subscriptionId

		現在は「エコー」バックされるクライアントによって使用される、元のサブスクリプション ID。



		deviceStatusEvent.time

		このイベントが生成された時刻。



		deviceStatusEvent.content

		設定変更に関連する追加のメッセージ。



		deviceStatusEvent.srcIP

		変更されたデバイスの IP アドレス



		deviceStatusEvent.srcGID

		変更されたデバイスの GID



		deviceStatusEvent.srcDns

		変更されたデバイスの DNS 名（存在する場合）。



		deviceStatusEvent.srcOSType

		デバイスタイプ FWSM、ASA、IOS、PIX を示します。



		deviceStatusEvent.updateType

		DEVICE_DOWN ( デバイスは CSM サーバから到達可能ではありません。

DEVICE_UP ( デバイスが起動し CSM サーバから到達可能です。





次の図は、イベント通知のスキーマを示します。

		   
<xs:simpleType name="OSType">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="ios"/>




<xs:enumeration value="fwsm"/>




<xs:enumeration value="asa"/>




<xs:enumeration value="ips"/>




<xs:enumeration value="pix"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType> 

<xs:element name="event" type="Event"/>


<xs:complexType name="Event">



<xs:choice>




<xs:element name="configChange" type="ConfigChangeEvent"/>



</xs:choice>


</xs:complexType>


<xs:simpleType name="UpdateType">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="NO_OOB"/>




<xs:enumeration value="OOB"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:simpleType name="DeploymentType">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="Device"/>




<xs:enumeration value="File"/>




<xs:enumeration value="AUS"/>




<xs:enumeration value="CNS"/>




<xs:enumeration value="TMS"/>




<xs:enumeration value="Unknown"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:complexType name="BaseEventDetails">



<xs:sequence>




<xs:element name="eventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="eventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="time" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="content" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>


<xs:complexType name="DeviceSpecificEvent">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BaseEventDetails">





<xs:sequence>






<xs:element name="srcIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="srcGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="srcDns" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="srcOSType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>


<!-- Config Change Event -->


<xs:element name="configChangeEvent" type="ConfigChangeEvent"/>


<xs:complexType name="ConfigChangeEvent">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="DeviceSpecificEvent">





<xs:sequence>






<xs:element name="deploymentType" type="DeploymentType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>





図177：イベント XML スキーマ

4.1.2.4 Syslog PlainText イベント通知

登録されたfilterEventFormatがイベントサブスクリプションの間にプレーンテキストとして指定されると、ネイティブ形式の通知は syslog プロトコルを使用して送信されます。

次は設定変更通知の例を表しています。

[Mon Aug 29 08:30:21 IST 2011]syslog-configChange-101:10.104.52.71 SUCCEEDED in job admin_job_2011-08-29 08:30:12.148,10.104.52.71,00000000-0000-0000-0000-017179869189,NO DOMAIN NAME DEFINED,ios,Device,NO_OOB.

次はデバイスステータスの変更通知の例です。

[Thu Jan 24 20:47:59 PST 2013]syslog-deviceStatus-102:,10.104.52.71,00000000-0000-0000-0000-042949673287,default.domain.invalid,asa,DEVICE_DOWN

このメッセージの標準形式は以下となります。

[time-stamp]<eventType>-<eventCategory>-<subscriptionId>:{Comma separated list of event details – <content>,<srcIp>,<srcGID>,<srcDNS>,<srcOSType>,<deploymentType>,<updateType>}

コンマ区切りリスト内の要素は、XML スキーマで定義された特定のイベントタイプの要素の順に並んでいます。デバイスに IP アドレスがない場合は、文字列「NO IP DEFINED」（srcIP）がメッセージに含まれます。ソース DNS（srcDNS）がない場合は、「NO DOMAIN NAME DEFINED」が使用されます。

5 CSM Utility Service API

ユーティリティサービスでは、ネットワークデバイスの機能へのアクセスに対して汎用ユーティリティが用意されています。Utility Service API は常にデバイスからデバイス設定データを直接取り出します。一方、コンフィギュレーションサービス API（セクション3を参照）は常に CSM データベースからデータを取り出します。

Utility Service API よりもコンフィギュレーションサービス API を使用したほうが、応答が迅速になり、効率が向上します。これは、Utility Service API はメソッド要求中にデバイスと通信し、CSM アプリケーションとネットワークデバイス間に追加の通信オーバーヘッドあるためです。このことは、ネットワークデバイスで負荷をさらに増加させる可能性があります。

そのため次のような条件下で Utility Service API を使用することを推奨します。

· 対応する設定データがコンフィギュレーションサービス API によってサポートされていない場合。

· 対応する設定データが CSM で管理されていない場合。デフォルトでは、すべての適用可能なポリシーが CSM で管理されます（CSM の管理画面の [ポリシー管理（Policy Management）] を参照してください）。

· アウトオブバンド変更がエンドデバイスで実行されている場合（この場合、CSM はデータベースで更新された設定がない場合があります）。

5.1 オブジェクトモデル

次のオブジェクトは Utility Service で定義されます。

· DeviceReadOnlyCLICmds

· デバイスおよびそのデバイスに対して実行された CLI コマンドを示します。

· DeviceCmdResults

· 一連のデバイスコマンドの結果を示します。

· DeviceCmdResult

· 単一デバイスおよびコマンドの結果を示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図178：結果 XML スキーマ

5.2 メソッド

Utility Service は次のメソッドを定義します。

1. GetServiceInfo

a. サービス名、バージョン、日付などを含むサービス固有の情報を返します。

2. execDeviceReadOnlyCLICmd

a. メソッド引数で指定されたデバイスで識別された CLI コマンドを実行します。

5.2.1 メソッド GetServiceInfo

GetServiceInfo メソッドは、サービスに関連するサービスの説明、バージョン情報、および該当する属性を返します。この要求の URL は、https://hostname/nbi/utilservice/GetServiceInfo です。要求、応答、およびオブジェクトモデルは、セクション 3.2.1で説明したものと同じです。

5.2.2 メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds

execDeviceReadOnlyCLICmds メソッドはリストの特定されたデバイスに対して一連のコマンドを実行し、CSM クライアントに各コマンドの結果を返します。このメソッドは、CSM サーバが持つ読み取り専用クレデンシャルを使用します。そのため、デバイスに対して読み取り専用を超えるクレデンシャルが必要なコマンドの実行に使用することはできません。このメソッドは、IPS/IDS にデバイスに対して実行されません。

このメソッドで実行できるコマンドのセットは、統計情報、特定のデバイスの操作に関する追加情報を提供するモニタリングコマンドなどの読み取り専用コマンドです。たとえば、クライアントアプリケーションは、このコマンドによってデバイスから統計情報を収集する CLI コマンドを呼び出す可能性があります。このメソッドを使用するには、CSM の view_cli および view_device 権限が必要です。このメソッドは、1 台のデバイスの設定情報を一度に取得します。

注：show コマンド出力に W3C XML 規格予約記号がある場合、API 応答は、World Wide Web Consortium（W3C）標準による上記特殊文字を符号化します。たとえば、マルチ コンテキスト デバイスから出力される「show version」に <context> という出力があると、応答は <context> という名前付き文字参照を表示します。詳細については、以下を参照してください。http://www.w3.org/TR/REC-xml/#syntax

5.2.2.1 要求

メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds 要求の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図179：メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds 要求の例

表115：メソッド execDeviceReadOnlyCLICmds 要求の要素と属性の説明

		Element.属性名

		定義



		execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest

		execDeviceReadOnlyCLICmds 要求は、特定されたデバイスのセットのコマンドを実行します。



		deviceReadOnlyCLICmd

		実行するデバイスコマンドの詳細。deviceIP、deviceName、または deviceGID を選択し、コマンドが実行されるデバイスを識別します。deviceName と deviceGID は、デバイスクレデンシャルを検索する必要がないため、deviceIP より効率的に実行されます。



		deviceIP

		コマンドが実行されるデバイスの IP アドレス。



		deviceName

		コマンドが実行されるデバイスの名前。



		deviceGID

		コマンドが実行されるデバイスのオブジェクト ID。



		cmd

		固定コマンド「show」。regex は「sS」「hH」「oO」「wW」のように大小文字の混合が可能です。



		argument

		show コマンドの引数。デバイスの実行設定を表示する「実行」や、アクセスリストの詳細を表示する「アクセスリスト」など。



		execTimeout

		execTimeout 属性は任意に選択され数秒でタイムアウトになります。execTimeout 属性は、符号なし整数です。デフォルトは 180 秒に設定されます。

CSM は 15 秒の遅延で、3 回の EXEC コマンドを試みます。それぞれの試行は execTimeout 属性に指定された値でタイムアウトします。



		reqId

		CSM クライアントと CSM サーバ間の要求/応答トランザクションペアを一意的に識別する要求 ID。



		HTTP メソッド

		POST



		HTTP ヘッダー：asCookie

		Cookie は、認証セッションを識別するログインメソッドによって返されます。



		戻り値

		200 OK + XML



		

		401 未認証








図180：ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest XML スキーマ

5.2.2.2 応答

execDeviceReadOnlyCLICmds 応答の例を次の図に示します。これらのメッセージのフィールドを次の表に示します。




図181：execDeviceReadOnlyCLICmds 応答の例

表116：execDeviceReadOnlyCLICmds 応答の要素と属性の説明

		Element.属性名

		定義



		execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse

		コマンドの結果を返します



		serviceVersion

		コンフィギュレーションサービス実行のサービスバージョン



		deviceCmdResult

		特定のデバイスのコマンドの結果の詳細



		deviceIP

		デバイスの IP アドレス（利用できる場合）。



		deviceName

		結果を返したデバイスのデバイス名



		deviceGID

		結果を返したデバイスオブジェクト ID



		result

		コマンドの結果の列挙 { success, generalFailure, timeout }



		resultContent

		コマンドの結果内容は「コマンドが正常に終了」となります。





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




図182：ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest XML スキーマ

次は、このメソッドに特有のエラーコードです。エラーの場合にこのメソッドが返す追加の汎用エラーが存在することがあります。

		コード

		説明



		3000

		このエラーは、API がネットワークデバイスで show コマンドを実行できない場合に返されます。



		3001

		このエラーは、CSM サーバで要求された IP アドレスを持つデバイスがない場合に返されます。



		3002

		このエラーは、要求されたデバイスが IPS デバイスの場合に返されます。



		3003

		このエラーは、デバイスへのアクセス時に、API に何らかの問題が発生した場合、たとえば無効なクレデンシャルでデバイスに要求を送信する場合などに返されます。



		27

		Exectimeout Failure：タイムアウト内にデバイスからの応答がない。





表117：ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest メソッドのエラーコード

6 エラーコードと説明

次のセクションでは、すべてのエラーコードとその説明を示します。

		コード

		説明



		0

		予約済み



		1

		一般的なエラー



		2

		リソース不足



		3

		オブジェクト作成の失敗



		4

		認証に失敗しました：セッションが見つかりません



		5

		認証に失敗しました：無効または期限切れのセッション



		6

		内部通信の失敗



		7

		認証に失敗しました：ユーザ名/パスワードが無効です。



		8

		認証に失敗しました：ログインセッションのエラー。要求で送信された SessionId が正しくありません。



		9

		セッションが最大数に達しました。これ以上のセッションは許可されません。



		10

		接続性の問題：サーバリソースに接続中にエラーが発生しました。



		11

		サーバへの接続中にハートビート URL が失敗しました。



		12

		XML 要求ペイロードへのアクセス中にエラーが発生しました。



		13

		XML 要求のペイロードにデータは含まれません。



		14

		セッションの作成に失敗しました。



		15

		XML 要求が無効です。（このエラーは、XML 要求が公開 XML スキーマに準拠していないか、XML が不適格または無効です。これはシステム全体のエラーですが、このエラーは通常、アプリケーションが呼び出されている要求メソッドを解析できる場合、特定の応答オブジェクト内に設定されます。）



		16

		コールバック URL に使用される HTTPS プロトコルがありません。



		17

		protVersion はオプションで、サポートされていないバージョンを指定すると、このエラーが返されます。このリリースでサポートされるバージョンは、バージョン 1.0 です。



		18

		設定を取得中に内部エラーが発生している場合に返されます。



		19

		必要な入力パラメータが要求から欠落している場合に返されます。



		20

		要求されたポリシータイプが正しくない場合に返されます。



		21

		内部エラー



		22

		ユーザがこのポリシーデータの表示を許可されていない場合に返されます。



		23

		設定データが要求された入力パラメータとして使用できない場合に返されます。



		24

		サーバによって内部エラーが検出された場合に返されます（サポートされないポリシータイプを処理する場合）。



		25

		API サービスはディセーブルです



		26

		API ライセンスは適用されません



		27

		Exectimeout Failure：タイムアウト内にデバイスからの応答がありません。



		28

		プロセスにすでに別の API 要求がある場合に返されます。



		29

		API にすでに同じユーザがログインしている場合に返されます。



		30

		あらかじめバンドルされた CSM シッククライアントを介して同じユーザがすでにログインしている場合に返されます。



		31

		指定した共有ポリシー名が無効であるか、サポート対象のポリシータイプではありません。



		1001

		このエラーは、要求されたデバイスがサポートされるポリシーのいずれも使用せずに設定された場合に返されます。



		1002

		ポリシーの取得を割り当てられたデバイスが失敗した場合に返されます。



		1003

		ポリシービューからポリシーのリストを取得できない場合に返されます。



		1004

		ポリシーオブジェクトを作成または変更中にエラーが発生すると返されます。



		1005

		無効なデバイス GID が要求で指定された場合に返されます。



		1006

		無効なポリシー GID が要求で指定された場合に返されます。



		1007

		ポリシーの作成で無効なパラメータが指定された場合に返されます。



		1008

		アクティビティが開いているが編集状態でない場合に返されます。



		1009

		無効な CSM セッション ID を渡して CSMSession を作成する場合に返されます。



		1011

		無効な CSM セッション ID を渡して csmsession を開く/検証する/送信する場合に返されます。



		1012

		CSMSession が検証できなかった場合に返されます。



		1013

		無効なポリシー タイプが要求で指定されたときに返されます。



		1014

		無効な IP アドレスが入力で指定されたときに返されます。



		1015

		ポリシーオブジェクト名が無効な場合に返されます。



		1016

		指定したポリシーオブジェクト名の間にスペースがある場合に返されます。



		1017

		IP アドレスの範囲が有効でない場合に返されます。



		1018

		指定したネットワークが有効でない場合に返されます。



		1019

		ネットワークマスクが許可されていない場合に返されます。



		1020

		1 つのネットワークではなく、複数のネットワークが指定されている場合に返されます。



		1021

		参照先が非グループオブジェクトに指定されている場合に返されます。



		1022

		無効な FQDN 形式に対して返されます。



		1023

		グループではなく、FQDN エントリが指定されている場合に返されます。



		1024

		無効な参照 ID が入力に指定されている場合に返されます。



		1025

		ロックされているポリシーを変更しようとすると返されます。



		1026

		使用できないポリシーオブジェクトが参照されている場合に返されます。



		1027

		管理対象外のポリシーを参照すると返されます。



		1028

		要求された構成要素が CSM で使用できない場合に返されます。



		1029

		親オブジェクトを作成する前に上書きされたオブジェクトが作成される場合に返されます。



		1030

		循環参照が入力で見つかると返されます。



		1031

		無効なサブタイプが入力で指定された場合に返されます。



		1032

		ルール ID が ACL 要求に存在しない場合にエラーがスローされます。



		1033

		ポリシータイプが要求に一致しない場合に返されます。



		1034

		入力の属性が無効な場合に返されます。



		1035

		指定した ID が要求の指定したタイプでない場合に返されます。



		1036

		必須属性が要求で不足しているときに返されます。



		1037

		一部の内部エラーによりポリシーの処理が失敗した場合に返されます。



		1038

		一部の内部エラーによりポリシーの変換が失敗した場合に返されます。



		1039

		ポリシーがロックされている場合に返されます。



		1040

		ポリシーがデータベースの永続化に失敗した場合に返されます。



		1041

		無効なルール ID が ACL 要求に存在する場合に返されます。



		1043

		インターフェイスの特定のルールの前にグローバルルールが指定されている場合にエラーがスローされます。



		1044

		グローバルルールの後にインターフェイスの特定のルールが挿入されるとエラーをスローします。



		1045

		ルールの注文 ID が変更され、グローバルルールがインターフェイスの固有のルールを超える場合に返されます。



		1046

		指定したルール ID が重複している場合に返されます。



		1047

		無効なルールの注文 ID が指定された場合に返されます。



		1048

		ポリシーオブジェクトに無効な親 ID が指定された場合に返されます。



		1049

		上書きポリシーオブジェクトを上書きしようとすると返されます。



		1050

		isProperty フィールドが false のポリシーオブジェクトを上書きしようとすると返されます。



		1051

		IsProperty フィールドの上書きする構成要素を false に設定しようとすると返されます。



		1052

		上書きポリシーオブジェクトを上書きしようとすると返されます。



		1053

		サブタイプが指定したポリシーオブジェクトで有効でない場合に返されます。



		1054

		サポートされていないポリシーオブジェクトのグループを作成しようとすると返されます。



		1055

		サポートされていないポリシーオブジェクトで上書きが作成された場合に返されます。



		1056

		NR、NF、NH および NN サブタイプのネットワークポリシーオブジェクトグループが作成された場合に返されます。



		1057

		SO サブタイプのサービスポリシーオブジェクトグループが作成された場合に返されます。



		1058

		無効なプロトコルが入力で指定された場合に返されます。



		1059

		ポリシーが無効または NULL の場合に返されます。



		1060

		ポートが TCP または UDP 以外のプロトコルに入力された場合に返されます。



		1061

		ポート範囲に「等しくない」演算子を使用した無効なエントリがある場合に返されます。



		1062

		無効なポートが要求で指定された場合に返されます。



		1063

		1 つのプロトコルのみが許可されているときに複数のプロトコルが指定されると返されます。



		1064

		無効な日付が要求で指定された場合に返されます。



		1065

		重複するファイアウォールの設定が入力で指定されると返されます。



		1066

		注文 ID が変更要求によって変更された場合に返されます。この場合は reorder API を使用する必要があります。



		1067

		必須またはデフォルトの ACL ルールが別のルールに変更された場合に返されます。



		1068

		無効なルール GID が指定された場合に返されます。



		1069

		変更ポリシーに無効なパラメータが指定された場合に返されます。



		1070

		無効なセクション名が入力で指定された場合に返されます。



		1071

		ポリシーオブジェクトのサブタイプを変更しようとすると返されます。



		1072

		異種ポリシーが一括入力で指定された場合に返されます。



		1073

		同じ位置にもう一度並べ替えようとすると返されます。



		1074

		セクション外の順序を変更しようとすると返されます。



		1076

		新しいポリシーの作成で無効なパラメータが指定された場合に返されます。



		1077

		サーバがデータベースからポリシーを取得できない場合にこのエラーがスローされます。



		1078

		ポリシーの入力が無効な場合にこのエラーがスローされます。



		1079

		CSMSession の破棄に失敗した場合に返されます。



		1080

		CSMSession の送信に失敗した場合に返されます。



		1081

		CSMSession の開始に失敗した場合に返されます。



		1082

		CSMSession の作成に失敗した場合に返されます。



		1083

		ユーザにポリシーオブジェクトを作成または変更する十分な権限がない場合に返されます。



		1084

		使用中のポリシーオブジェクトを削除しようとすると返されます。



		1085

		ポリシーオブジェクトを削除できない場合に返されます。



		1086

		CSMSession の自動承認に失敗した場合に返されます。



		1087

		CSMSession の承認に失敗した場合に返されます。



		1088

		ユーザに十分な権限がない場合に返されます。



		1089

		非ワークフローモードで承認しようとすると返されます。



		1090

		アクティビティが EDIT_IN_USE モードではなく、そのアクティビティを使用して変更を試行すると返されます。



		1091

		不正なユーザが CSMSession を使用しようとすると返されます。



		1092

		不正なユーザがポリシーにアクセスしようとすると返されます。



		1093

		ポリシーが無効になっている場合に返されます。



		1094

		無効な展開名またはジョブ GID を指定すると返されます。



		1095

		無効な注文 ID が指定された場合に返されます。



		1096

		継承したルールの順序を変更しようとすると返されます。



		1097

		共有ポリシーが byName で終わる API 名を使用して変更されていない場合に返されます。



		1098

		IsMandatory フィールドがローカルルールで false に設定されている場合に返されます。



		1099

		ファイアウォール名設定ポリシーの変更で複製が作成された場合に返されます。



		1100

		ファイアウォール名設定ポリシーで無効な入力が指定された場合に返されます。



		1101

		グローバルインターフェイスオプションが空として必須フィールドに指定された場合に返されます。



		1102

		外部方向のグローバルルールが定義されている場合に返されます。



		1103

		グローバルインターフェイスが 8.3 以前の ASA デバイスに設定されている場合に返されます。



		1104

		ID ユーザグループが ASA 8.4(2) 以前のデバイスに設定されている場合に返されます。



		1105

		このオプションが CSM 管理者設定で無効になったときに承認アクティビティ API が呼び出される場合に返されます。



		2000

		このエラーは、API がログインユーザのライセンス済みデバイスのリストを取得できない場合に返されます。



		2001

		このエラーは、API が以降の処理のために CSM サーバから使用可能なグループを受け取れない場合に返されます。



		2002

		このエラーは、API が CSM サーバからデバイスを取得できない場合に返されます。



		2003

		このエラーは、API がデバイスの設定状態を検出できない場合に返されます。



		2004

		このエラーは、API がデバイスに関するインターフェイスの詳細を取得できない場合に返されます。



		2005、2006

		これらのエラーは、デバイス固有のデータの処理時に API が内部エラーを検出した場合に返されます。



		2007

		このエラーは、要求されたデバイス GID が CSM サーバにない場合に返されます。



		2008

		このエラーは、API が Configuration Archive モジュールと通信できない場合に返されます。



		2009

		このエラーは、API が Configuration Archive モジュールから設定を取出せない場合に返されます。



		2010

		このエラーは、要求されたデバイス名が CSM サーバにない場合に返されます。



		2011

		このエラーは、ユーザが設定の表示を許可されていない場合に返されます。



		2012

		このエラーは、デバイス名が要求でヌルまたはブランクの場合に返されます。



		2013

		このエラーは、API が CSM サーバから内部ポリシーのリストを取出せない場合に返されます。



		2014

		IPS デバイスへの展開が開始されると、このエラーが返されます。



		2015

		ユーザにこのデバイスに対する十分な権限がない場合に返されます。



		2016

		展開が失敗したときに返されます。



		2017

		展開に使用できるダーティデバイスがないときに返されます。



		3000

		このエラーは、API がネットワークデバイスで show コマンドを実行できない場合に返されます。



		3001

		このエラーは、CSM サーバで要求された IP アドレスを持つデバイスがない場合に返されます。



		3002

		このエラーは、要求されたデバイスが IPS デバイスの場合に返されます。



		3003

		このエラーは、デバイスへのアクセス時に、API に何らかの問題が発生した場合、たとえば無効なクレデンシャルでデバイスに要求を送信する場合などに返されます。



		4001

		これは重複するサブスクリプション要求がイベントサブスクリプションの間に作成されたことを示します。2 つのサブスクリプションが同じサブスクリプション ID を使用して（同じユーザセッション）作成されると、このエラーが返されます。



		4002

		このエラーは、指定された Syslog の宛先 IP アドレスが無効であることを示します。IP アドレスは、マスクアドレスを指定せずに a.b.c.d 形式にする必要があります（例：192.168.10.10）。



		4003

		このエラーは、ユーザが存在しないサブスクリプションを削除しようとすると返されます。



		4004

		このエラーは、指定された syslog ポートが無効であったことを示します。
有効なポートの範囲は 1～65535です。



		4005

		このエラーは、無効なサブスクライバ ID が指定されたことを示します。
空白だけ含めるサブスクライバ ID は許可されません。



		4006

		このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素が指定されていないことを示します。これらの要素は、追加要求でのみ指定する必要があります。



		4007

		このエラーは、「Syslog Server」要素または「Event Filter」要素のいずれかが削除処理に指定されたことを示します。これらの要素は両方とも削除要求に指定しないでください。



		4008

		イベントフィルタ項目と syslog サーバが追加要求で空になっている場合にこのエラーが返されます。



		4009

		このエラーは、イベントフィルタ項目と syslog サーバが削除要求で指定されている場合に返されます。



		4010

		このエラーは、ユーザがサブスクリプション ID をすでに使用中の場合に返されます。





7 API スケーリング

API は、さまざまな展開をサポートします。次のガイドラインに従う必要があります。

1) API によってサポートされるデバイスの数に制限はありません。現在の CSM の推奨事項は、イベント管理およびその他の機能でサーバあたり約 500 デバイスをイネーブルにすることです。

8 CSM Client Protocol State Machine

8.1.1 概要

CSM クライアントが CSM サーバ上のサービスを使用する前に、2 つの前提条件があります。

1 番目の前提条件は、クライアントが CSM サーバに認証されることです。2 番目の前提条件は、必要なサービスがすべて CSM サーバでアクティブになっていて、これらのサービスのバージョンがクライアントで予期されるバージョンに対応することをクライアントが確認することです。このプロセスは、クライアントがインターフェイスに対する後続のコールで使用する必要がある認証 Cookie を戻します。このフローは、次の図に示します。
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図183：クライアントセッションの開始のフローチャート

セッションが設定されている場合は、クライアントは、設定、イベント、ユーティリティサービスに対するサービスメソッドにアクセスする可能性があります。

ハートビートコールバックに登録済みのクライアントは以下に定義されたフローに従う必要があります。
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図184：クライアントハートビートプロセスフローチャート

クライアントがハートビートコールバックの登録は完了していないが CSM サーバでのアクティブセッションを維持する場合は、ping メソッドを定期的に呼び出す必要があります。
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図185：クライアントの ping プロセスフローチャート

8.1.2 設定とイベントサービスの使用

CSM クライアントは CSM サーバでサポートされるデバイスの設定を読み込むための API にアクセスすることができます。またクライアントは、設定が変更されるたびに変更通知を登録することができます。次のフローチャートはクライアントの詳細な処理を示します。
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図186：クライアントコンフィギュレーションのフローチャート

未処理形式でポリシーデータを処理する一般的なフローを以下に示します。

a. ログイン（およびバックグラウンドスレッドまたはプロセスをセットアップして ping またはハートビートでセッションのアライブを保持）

b. システムのデバイスリストを取得するために GetGroupList（または）GetDeviceListByCapability（または）GetDeviceListByGroup の 1 つを使用します。

c. リスト内のデバイスそれぞれにつき

i. RAW 設定データを取得するには GetDeviceConfigByGID（または）GetDeviceConfigByName を呼び出します。

d. ログアウト

設定が更新された場合にクライアントが設定をリフレッシュできるよう、クライアントは追加でイベントをサブスクライブする必要があります（このドキュメントのイベントサービス API を参照してください）。GetDeviceConfigByGID および GetDeviceConfigByName は、CSM データベース内にアーカイブされたデータのみを返します。CSM の外部デバイスへの更新（アウトオブバンド）は使用できません。Utility Service API を使用してのみ取得できます。

以下はポリシーオブジェクトモデルの構造化形式でポリシーデータを処理する一般的なフローです。

a. ログイン（およびバックグラウンドスレッドまたはプロセスをセットアップして ping またはハートビートでセッションのアライブを保持）

b. システムのデバイスリストを取得するために GetGroupList（または）GetDeviceListBy 機能（または）GetDeviceListByGroup の 1 つを使用します。

c. リスト内のデバイスそれぞれにつき

i. GetPolicyListByDeviceGID を呼び出して、デバイスで設定またはサポートされている「ポリシータイプ」を検出します。

ii. これらの「ポリシータイプ」ごとに GetPolicyConfigByDeviceGID または GetPolicyConfigByName を呼び出します（名前または共有ポリシーの場合）。

d. ログアウト

設定が更新された場合にクライアントが設定をリフレッシュできるよう、クライアントは追加でイベントをサブスクライブする必要があります（このドキュメントのイベントサービス API を参照してください）。GetDeviceConfigByGID および GetDeviceConfigByName は、CSM データベース内にアーカイブされたデータのみを返します。CSM の外部デバイスへの更新（アウトオブバンド）は使用できません。Utility Service API を使用してのみ取得できます。

8.1.3 CSMSession と書き込み API の使用

書き込み API では、すべての CSM サーバモードで CSMSession が必須です。次のフローチャートで、従う必要のあるフローについて説明します。



図187：基本的な CSMSession の使用方法

書き込み API の操作の最初のステップは、CSMSession を作成または開くことです。このフローでは、新しい CSMSession を作成します。次にその createCSMSession で返された一意の csmSessionID を渡して各書き込み API を呼び出します。API で使用するデバイス ID を取得するには、getDeviceListByCapability() を使用できます。次のステップは、変更の正確性を検証することです。SubmitCSMSession で内部検証を実行するため、validateCSMSession を毎回実行する必要はありません。CSM サーバモードに基づく submitCSMSession で承認が必要か否かが返されます（つまり、ワークフローを有効にする場合は承認が必要です）。承認が必要な場合は、ApproveCSMSession を起動した後に導入関連の API を起動する必要があります。

次のフローチャートで、オープン/クローズ CSMSessions の使用について説明します。https セッション中に特定の変更が実行される場合は CloseCSMSession が使用され、後で同じ CSMSession 中にさらに変更が必要になったら openCSMSession を使用します。CSMSession 中に変更された内容を元に戻す必要がある場合は、discardCSMSession を使用する必要があります。



図188：オープン/クローズ CSMSession の使用

9 サンプル API クライアントプログラム

注：このセクションのすべてのサンプルプログラムは単純なデモンストレーションの目的で提供されます。プログラムは実稼働環境のシステムでの使用に際し拡張または修正が必要な場合があります。

以下に記載する Java のサンプルプログラムの実行には以下をセットアップする必要があります。

1. Apache 共通http://hc.apache.org からのhttp-client jar およびhttp-core jar は Java クラスパスに含める必要があります。

2. Apache 共通http://commons.apache.org/logging/index.html から共通ロギング jar を Java クラスパスに含める必要があります。

3. 必要に応じて、必須 jar すべてとその他のフォルダを含むコマンドシェルで CLASSPATH環境変数を定義します。

4. client.propertiesファイルは Java プログラムの引数と同等のパラメータとして定義され、渡される必要があります。このファイルの形式は、次のようになります。



プロパティ定義は次のとおりです。

· USER：ユーザのログイン用のユーザ名を定義します。

· PASSWORD：ユーザパスワード

· HOST：接続されるホストサーバ

· XML_REQUEST：送信する必要のある XML 要求（この場合は ping）

· LOGIN_REQUIRED：true の場合、ログインは XML_REQUEST を送信する前に実行されます。

· URI：呼び出される必要があるサービスを示すオプションの URI パラメータ。これがプロパティファイルで指定されていない場合は、Java プログラムの引数として渡す必要があります。

client.properties ファイルのプロパティ値（HOST、USER、PASSWORD など）、XML_REQUEST および URI 自体のその他の値は、展開および実行中のサンプルに合わせて変更する必要がある場合があることに注意してください。以下に記載したプログラムのいずれかを実行する前に、このファイルを適切に編集します。

9.1 CSM API 事前設定の確認

Java で実行される次のサンプルプログラムは、CSM API が使用可能になっているかどうかを確認する REST クライアントプログラムを示しています。上記で定義されている client.properties ファイルを使用します。

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

  * Sample Program to test if CSM server is correctly configured for API

 */

import java.io.ByteArrayInputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

import org.xml.sax.SAXException;

import java.io.FileInputStream;

import java.util.Properties;

public class RestClient {

    public static CookieStore ascookie = null;

    public static DefaultHttpClient httpclient;

    static{

        initSSL();

    }

    private static void initSSL() {

        SSLContext sslContext = null;

        try {

            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");

            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {

                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

                    System.out.println("getAcceptedIssuers =============");

                    return null;

                }

                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkClientTrusted =============");

                }

                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkServerTrusted =============");

                }

            }}, new SecureRandom());

            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);

            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);

            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();

            schemeRegistry.register(httpsScheme);

            HttpParams params = new BasicHttpParams();

            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);

            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (KeyManagementException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    /**

     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.

     * @param uri

     * @param host

     * @param isCookieNeeded

     * @return

     * @throws IOException

     * @throws ClientProtocolException

     */

    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        processResponse(httpresponse);

    }

    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, SAXException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code");

        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

            Element element = (Element) errorNodes.item(i);

            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) {

                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description");

                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) {

                    Element element2 = (Element) nodes.item(j);

                    throw new Exception(element2.getTextContent());

                }

            }

        }

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

    }

    /**

     * Main method processing the request/response

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args){

        try{

            //Load the basic properties

            FileInputStream fis = null;

            Properties prop = new Properties();

            fis = new FileInputStream(args[0]);

            prop.load(fis);

            String host = prop.getProperty("HOST");

            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");

            String username = prop.getProperty("USER");

            String password = prop.getProperty("PASSWORD");

            String path = prop.getProperty("URI");

            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file

            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);

            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");

            boolean autoLogin = false;

            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){

                autoLogin = Boolean.valueOf(temp);

            }

            RestClient client = new RestClient();

            if(uri.toString().endsWith("login")){

                client.doPost(uri, payload, host, false);

            }else{

                //Step 1 :

                if(autoLogin){

                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";

                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);

                }

                //Step 2:

                client.doPost(uri, payload, host, true);

            }

        }catch(Exception ex){

            System.out.println(ex.getMessage()); usage();}

    }

    public static void usage(){

        System.out.println("Please check the data entered in the properties file");

        System.out.println("Usage : ");

        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");

    }

}

9.2 ログインおよび ping テスト

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM API を使用して CSM サーバにログインし、「ping」を要求する REST クライアントを示します。上記で定義したとおり client.properties ファイルを使用します。

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

  * Sample Program to login to the CSM Server and send a ping request

 */

import java.io.IOException;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.ParseException;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import java.io.FileInputStream;

import java.util.Properties;

public class RestClient {


public static CookieStore ascookie = null;


public static DefaultHttpClient httpclient;


static{



initSSL();


}


private static void initSSL() {



SSLContext sslContext = null;



try {




sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");




sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {





public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {






System.out.println("getAcceptedIssuers =============");






return null;





}





public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {






System.out.println("checkClientTrusted =============");





}





public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {






System.out.println("checkServerTrusted =============");





}




}}, new SecureRandom());




SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);




Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);




SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();




schemeRegistry.register(httpsScheme);




HttpParams params = new BasicHttpParams();




ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);




httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);



} catch (NoSuchAlgorithmException e) {




e.printStackTrace();



} catch (KeyManagementException e) {




e.printStackTrace();



}


}


/**


 * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.


 * @param uri


 * @param PayLoad


 * @param host


 * @param isCookieNeeded


 * @return


 * @throws IOException 


 * @throws ClientProtocolException 


 */


public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws ClientProtocolException, IOException {



HttpResponse httpresponse = null;



HttpPost httppost = new HttpPost (uri);



if (isCookieNeeded) {




httpclient.setCookieStore(ascookie);



}



httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");



StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");



httppost.setEntity(strEntity);



System.out.println("Calling : "+uri.toString());



httpresponse = httpclient.execute(httppost);



ascookie = httpclient.getCookieStore();



processResponse(httpresponse);


}


public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws ParseException, IOException {



HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();



String response = EntityUtils.toString(ent);



if(response != null && response.trim().length() != 0){




StatusLine sl;




if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {





if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {






System.out.println("Hit Authorization exception");






System.out.println(response);






//Do something...





}else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {






System.out.println("The request is a success...");






System.out.println(response);






//Do something...





}else{






System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());






System.out.println(response);






//Do something...





}




}



}


}


/**


 * Main method processing the request/response


 * @param args


 */


public static void main(String[] args){



try{




//Load the basic properties




FileInputStream fis = null;




Properties prop = new Properties();




fis = new FileInputStream(args[0]);




prop.load(fis);




String host = prop.getProperty("HOST");




String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");




String username = prop.getProperty("USER");




String password = prop.getProperty("PASSWORD");




String path = prop.getProperty("URI");




//If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file




URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);




String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");




boolean autoLogin = false;




if(null != temp && temp.trim().length() != 0){





autoLogin = Boolean.valueOf(temp);




}




RestClient client = new RestClient();




if(uri.toString().endsWith("login")){





client.doPost(uri, payload, host, false);




}else{





//Step 1 :





if(autoLogin){






String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest  xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";






client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);





}





//Step 2:





client.doPost(uri, payload, host, true);




}



}catch(Exception ex){ex.printStackTrace(); usage();}


}


public static void usage(){



System.out.println("Please check the data entered in the properties file");



System.out.println("Usage : ");



System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");


}

}

9.3 ファイアウォールのフェッチ CLI 設定

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM データベースからファイアウォールの未処理の CLI 設定を読み込む際に CSM API を使用する REST クライアントプログラムを示します。入力として次の client.properties を使用します（サーバインベントリのデバイス名に一致するようにデバイス名を変更する）。

USER=admin


PASSWORD=admin


HOST=localhost


XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\


<n:deviceConfigByNameRequest xmlns:n=\"csm\"  xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\">\


   <protVersion>1.0</protVersion>\


   <reqId>123</reqId>\


   <name>firewall_device</name>\


</n:deviceConfigByNameRequest>


# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied 


# requires login to be done as a prerequisite.


LOGIN_REQUIRED=true


URI=https://localhost/nbi/configservice/getDeviceConfigByName


コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

 * Sample Program to get entire CLI of a firewall

 */

import java.io.ByteArrayInputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

import org.xml.sax.SAXException;

import java.io.FileInputStream;

import java.util.Properties;

public class RestClient {

    public static CookieStore ascookie = null;

    public static DefaultHttpClient httpclient;

    static{

        initSSL();

    }

    private static void initSSL() {

        SSLContext sslContext = null;

        try {

            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");

            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {

                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

                    System.out.println("getAcceptedIssuers =============");

                    return null;

                }

                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkClientTrusted =============");

                }

                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkServerTrusted =============");

                }

            }}, new SecureRandom());

            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);

            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);

            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();

            schemeRegistry.register(httpsScheme);

            HttpParams params = new BasicHttpParams();

            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);

            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (KeyManagementException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    /**

     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.

     * @param uri

     * @param host

     * @param isCookieNeeded

     * @return

     * @throws IOException

     * @throws ClientProtocolException

     */

    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        processResponse(httpresponse);

    }

    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, SAXException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code");

        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

            Element element = (Element) errorNodes.item(i);

            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) {

                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description");

                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) {

                    Element element2 = (Element) nodes.item(j);

                    throw new Exception(element2.getTextContent());

                }

            }

        }

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

    }

    /**

     * Main method processing the request/response

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args){

        try{

            //Load the basic properties

            FileInputStream fis = null;

            Properties prop = new Properties();

            fis = new FileInputStream(args[0]);

            prop.load(fis);

            String host = prop.getProperty("HOST");

            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");

            String username = prop.getProperty("USER");

            String password = prop.getProperty("PASSWORD");

            String path = prop.getProperty("URI");

            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file

            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);

            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");

            boolean autoLogin = false;

            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){

                autoLogin = Boolean.valueOf(temp);

            }

            RestClient client = new RestClient();

            if(uri.toString().endsWith("login")){

                client.doPost(uri, payload, host, false);

            }else{

                //Step 1 :

                if(autoLogin){

                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest  xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";

                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);

                }

                //Step 2:

                client.doPost(uri, payload, host, true);

            }

        }catch(Exception ex){

            System.out.println(ex.getMessage()); usage();}

    }

    public static void usage(){

        System.out.println("Please check the data entered in the properties file");

        System.out.println("Usage : ");

        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");

    }

}

9.4 ファイアウォールデバイスでの show access-list の実行

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、ファイアウォールデバイスで show access-list コマンドを実行する際に CSM API を使用する REST クライアントを示します。入力として次の client.properties を使用します（deviceIP を変更してサーバインベントリの有効なデバイスの IP に一致させます）。

USER=admin


PASSWORD=admin


HOST=localhost

XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\


<csm:execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest  xmlns:csm=\"csm\">\


   <protVersion>1.0</protVersion>\


   <reqId>123</reqId>\


   <deviceReadOnlyCLICmd>\


       <deviceIP>192.168.1.1</deviceIP>\


       <cmd>show</cmd>\


       <argument>access-list</argument>\


   </deviceReadOnlyCLICmd>\


</csm:execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest>


# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied 


# requires login to be done as a prerequisite.


LOGIN_REQUIRED=true


URI=https://localhost/nbi/utilservice/execDeviceReadOnlyCLICmds

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

 * Sample program to execute a show access-list command on a firewall

 */

import java.io.ByteArrayInputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

import org.xml.sax.InputSource;

import org.xml.sax.SAXException;

import java.io.FileInputStream;

import java.util.Properties;

public class RestClient {

    public static CookieStore ascookie = null;

    public static DefaultHttpClient httpclient;

    static{

        initSSL();

    }

    private static void initSSL() {

        SSLContext sslContext = null;

        try {

            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");

            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {

                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

                    System.out.println("getAcceptedIssuers =============");

                    return null;

                }

                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkClientTrusted =============");

                }

                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkServerTrusted =============");

                }

            }}, new SecureRandom());

            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);

            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);

            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();

            schemeRegistry.register(httpsScheme);

            HttpParams params = new BasicHttpParams();

            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);

            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (KeyManagementException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    /**

     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.

     * @param uri

     * @param host

     * @param isCookieNeeded

     * @return

     * @throws IOException

     * @throws ClientProtocolException

     */

    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        processResponse(httpresponse);

    }

    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, SAXException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code");

        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

            Element element = (Element) errorNodes.item(i);

            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) {

                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description");

                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) {

                    Element element2 = (Element) nodes.item(j);

                    throw new Exception(element2.getTextContent());

                }

            }

        }

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

    }

    /**

     * Main method processing the request/response

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args){

        try{

            //Load the basic properties

            FileInputStream fis = null;

            Properties prop = new Properties();

            fis = new FileInputStream(args[0]);

            prop.load(fis);

            String host = prop.getProperty("HOST");

            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");

            String username = prop.getProperty("USER");

            String password = prop.getProperty("PASSWORD");

            String path = prop.getProperty("URI");

            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file

            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);

            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");

            boolean autoLogin = false;

            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){

                autoLogin = Boolean.valueOf(temp);

            }

            RestClient client = new RestClient();

            if(uri.toString().endsWith("login")){

                client.doPost(uri, payload, host, false);

            }else{

                //Step 1 :

                if(autoLogin){

                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest  xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";

                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);

                }

                //Step 2:

                client.doPost(uri, payload, host, true);

            }

        }catch(Exception ex){

            System.out.println(ex.getMessage()); usage();}

    }

    public static void usage(){

        System.out.println("Please check the data entered in the properties file");

        System.out.println("Usage : ");

        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");

    }

}

9.5 フェッチ CSM によって定義されているファイアウォールポリシー

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM UI で定義される通り、CSM のファイアウォールポリシーをフェッチする REST クライアントを示します。次の client.properties ファイルを使用します（サーバインベントリのデバイスの GID に一致するように GID 値を変更してください）。

USER=admin


PASSWORD=admin


HOST=localhost

XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\


<csm:policyConfigByDeviceGIDRequest  xmlns:csm=\"csm\">\


   <protVersion>1.0</protVersion>\


   <reqId>123</reqId>\


   <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967307</gid>\


  <policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>\


</csm:policyConfigByDeviceGIDRequest>


# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied 


# requires login to be done as a prerequisite.


LOGIN_REQUIRED=true


URI=https://localhost/nbi/configservice/getPolicyConfigById


コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

 * Sample Program to get access rules defined on a firewall as it appears in the


 * CSM UI.

 */

import java.io.ByteArrayInputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

import org.xml.sax.InputSource;

import org.xml.sax.SAXException;

import java.io.FileInputStream;

import java.util.Properties;

public class RestClient {

    public static CookieStore ascookie = null;

    public static DefaultHttpClient httpclient;

    static{

        initSSL();

    }

    private static void initSSL() {

        SSLContext sslContext = null;

        try {

            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");

            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {

                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

                    System.out.println("getAcceptedIssuers =============");

                    return null;

                }

                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkClientTrusted =============");

                }

                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkServerTrusted =============");

                }

            }}, new SecureRandom());

            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);

            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);

            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();

            schemeRegistry.register(httpsScheme);

            HttpParams params = new BasicHttpParams();

            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);

            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (KeyManagementException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    /**

     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.

     * @param uri

     * @param host

     * @param isCookieNeeded

     * @return

     * @throws IOException

     * @throws ClientProtocolException

     */

    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        processResponse(httpresponse);

    }

    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, SAXException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code");

        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

            Element element = (Element) errorNodes.item(i);

            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) {

                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description");

                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) {

                    Element element2 = (Element) nodes.item(j);

                    throw new Exception(element2.getTextContent());

                }

            }

        }

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

    }

    /**

     * Main method processing the request/response

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args){

        try{

            //Load the basic properties

            FileInputStream fis = null;

            Properties prop = new Properties();

            fis = new FileInputStream(args[0]);

            prop.load(fis);

            String host = prop.getProperty("HOST");

            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");

            String username = prop.getProperty("USER");

            String password = prop.getProperty("PASSWORD");

            String path = prop.getProperty("URI");

            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file

            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);

            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");

            boolean autoLogin = false;

            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){

                autoLogin = Boolean.valueOf(temp);

            }

            RestClient client = new RestClient();

            if(uri.toString().endsWith("login")){

                client.doPost(uri, payload, host, false);

            }else{

                //Step 1 :

                if(autoLogin){

                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest  xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";

                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);

                }

                //Step 2:

                client.doPost(uri, payload, host, true);

            }

        }catch(Exception ex){

            System.out.println(ex.getMessage()); usage();}

    }

    public static void usage(){

        System.out.println("Please check the data entered in the properties file");

        System.out.println("Usage : ");

        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");

    }

}

9.6 すべてのデバイスに割り当てられている共有ポリシーのリスト

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、CSM のデバイスインベントリを繰り返し、すべてのデバイスに直接割り当てられている共有ポリシーをリストする REST クライアントを示します。次の client.properties ファイルを使用してください。

USER=admin


PASSWORD=admin


HOST=localhost

XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\


<csm:deviceListByCapabilityRequest xmlns:csm=\"csm\">\


   <protVersion>1.0</protVersion>\


   <reqId>123</reqId>\


   <deviceCapability>*</deviceCapability>\


</csm:deviceListByCapabilityRequest>


XML_REQUEST1=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\


<csm:policyListByDeviceGIDRequest xmlns:csm=\"csm\">\


   <protVersion>1.0</protVersion>\


   <reqId>123</reqId>\


   <gid>DEVICE_ID</gid>\


</csm:policyListByDeviceGIDRequest>


# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied 


# requires login to be done as a prerequisite.


LOGIN_REQUIRED=true


URI=https://localhost/nbi/configservice/getDeviceListByType


URI1=https://localhost/nbi/configservice/getPolicyListByDeviceGID

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

 * Sample program to collect the Shared Access Rules applied to Devices in CSM.

 */

import java.io.*;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

import org.xml.sax.InputSource;

import org.xml.sax.SAXException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Properties;

public class RestClient {

    public static CookieStore ascookie = null;

    public static DefaultHttpClient httpclient;

    static{

        initSSL();

    }

    private static void initSSL() {

        SSLContext sslContext = null;

        try {

            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");

            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {

                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

                    System.out.println("getAcceptedIssuers =============");

                    return null;

                }

                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkClientTrusted =============");

                }

                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkServerTrusted =============");

                }

            }}, new SecureRandom());

            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);

            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);

            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();

            schemeRegistry.register(httpsScheme);

            HttpParams params = new BasicHttpParams();

            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);

            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (KeyManagementException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    /**

     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.

     * @param uri

     * @param host

     * @param isCookieNeeded

     * @return

     * @throws IOException

     * @throws ClientProtocolException

     */

    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        processResponse(httpresponse);

    }

    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, SAXException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

    }

    /**

     * Main method processing the request/response

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args){

        try{

            //Load the basic properties

            FileInputStream fis = null;

            Properties prop = new Properties();

            fis = new FileInputStream(args[0]);

            prop.load(fis);

            String host = prop.getProperty("HOST");

            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");

            String username = prop.getProperty("USER");

            String password = prop.getProperty("PASSWORD");

            String path = prop.getProperty("URI");

            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file

            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);

            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");

            String policy_req = prop.getProperty("XML_REQUEST1");

            String policy_req_path = prop.getProperty("URI1");

            boolean autoLogin = false;

            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){

                autoLogin = Boolean.valueOf(temp);

            }

            RestClient client = new RestClient();

            if(uri.toString().endsWith("login")){

                client.doPost(uri, payload, host, false);

            }else{

                //Step 1 :

                if(autoLogin){

                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest  xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";

                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);

                }

                //Step 2: Get All Devices

                ArrayList devices = client.getDeviceList(uri, payload, host, true);

                //Step3: Get Shared Policies on Devices.

                ArrayList sharedAccessRules = new ArrayList();

                for (int i = 0; i < devices.size(); i++) {

                    String device = (String) devices.get(i);

                    String policy_request = policy_req.replace("DEVICE_ID", device);

                    ArrayList policies = client.getPolicyList(new URI(policy_req_path), policy_request, host, true);

                    if(policies!= null) {

                        sharedAccessRules.addAll(policies);

                    }

                    System.out.println(sharedAccessRules);

                }

            }

        }catch(Exception ex){

            System.out.println(ex.getMessage()); usage();}

    }

    private ArrayList getPolicyList(URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        //processResponse(httpresponse);

        return getPolicyList(httpresponse);

    }

    private ArrayList getPolicyList(HttpResponse httpresponse) throws IOException, SAXException, ParserConfigurationException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        System.out.println(response);

        ArrayList<String> retArr = new ArrayList();

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

                            Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

                    NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("policyDesc");

                    for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

                        Element element = (Element) errorNodes.item(i);

                        String text = element.getTextContent();

                        if(text != null && !text.equals("")&& text.indexOf("DeviceAccessRuleFirewallPolicy")>=0) {

                            text = text.replaceAll("DeviceAccessRuleFirewallPolicy", "");

                            if(!text.equals("-- local --"))// Filter out Local rules.

                                retArr.add(text);

                        }

                    }

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

        return retArr;

    }

    private ArrayList getDeviceList(URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        //processResponse(httpresponse);

        return getDeviceList(httpresponse);

    }

    private ArrayList getDeviceList(HttpResponse httpresponse) throws IOException, SAXException, ParserConfigurationException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        ArrayList<String> retArr = new ArrayList();

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

                            Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

                    NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("gid");

                    for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

                        Element element = (Element) errorNodes.item(i);

                        if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) {

                            retArr.add(element.getTextContent());

                        }

                    }

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

        return retArr;

    }

    public static void usage(){

        System.out.println("Please check the data entered in the properties file");

        System.out.println("Usage : ");

        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");

    }

}

9.7 特定の共有ポリシーのリストの内容

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、REST クライアントがファイアウォールアクセスルール共有ポリシーの名前を指定してその内容をリストする方法を示します。次に示すように client.properties ファイルを使用します（プロパティファイルで適切に定義された変更の共有ポリシーの名前）。

USER=admin


PASSWORD=admin


HOST=localhost

XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\


<csm:policyConfigByNameRequest  xmlns:csm=\"csm\">\


   <protVersion>1.0</protVersion>\


   <reqId>123</reqId>\


   <name>ACL1</name>\


   <policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>\


</csm:policyConfigByNameRequest>


# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied


# requires login to be done as a prerequisite.


LOGIN_REQUIRED=true


URI=https://localhost/nbi/configservice/getPolicyConfigByName


コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

 * Sample program to get the contents of a shared policy given the shared policy name.

 */

import java.io.ByteArrayInputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

import org.xml.sax.InputSource;

import org.xml.sax.SAXException;

import java.io.FileInputStream;

import java.util.Properties;

public class RestClient {

    public static CookieStore ascookie = null;

    public static DefaultHttpClient httpclient;

    static{

        initSSL();

    }

    private static void initSSL() {

        SSLContext sslContext = null;

        try {

            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");

            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {

                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

                    System.out.println("getAcceptedIssuers =============");

                    return null;

                }

                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkClientTrusted =============");

                }

                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkServerTrusted =============");

                }

            }}, new SecureRandom());

            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);

            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);

            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();

            schemeRegistry.register(httpsScheme);

            HttpParams params = new BasicHttpParams();

            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);

            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (KeyManagementException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    /**

     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.

     * @param uri

     * @param host

     * @param isCookieNeeded

     * @return

     * @throws IOException

     * @throws ClientProtocolException

     */

    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        processResponse(httpresponse);

    }

    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, SAXException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code");

        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

            Element element = (Element) errorNodes.item(i);

            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) {

                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description");

                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) {

                    Element element2 = (Element) nodes.item(j);

                    throw new Exception(element2.getTextContent());

                }

            }

        }

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

    }

    /**

     * Main method processing the request/response

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args){

        try{

            //Load the basic properties

            FileInputStream fis = null;

            Properties prop = new Properties();

            fis = new FileInputStream(args[0]);

            prop.load(fis);

            String host = prop.getProperty("HOST");

            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");

            String username = prop.getProperty("USER");

            String password = prop.getProperty("PASSWORD");

            String path = prop.getProperty("URI");

            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file

            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);

            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");

            boolean autoLogin = false;

            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){

                autoLogin = Boolean.valueOf(temp);

            }

            RestClient client = new RestClient();

            if(uri.toString().endsWith("login")){

                client.doPost(uri, payload, host, false);

            }else{

                //Step 1 :

                if(autoLogin){

                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest  xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";

                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);

                }

                //Step 2:

                client.doPost(uri, payload, host, true);

            }

        }catch(Exception ex){

            System.out.println(ex.getMessage()); usage();}

    }

    public static void usage(){

        System.out.println("Please check the data entered in the properties file");

        System.out.println("Usage : ");

        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");

    }

}

9.8 変更通知のサブスクライブ：展開、OOB

Java で実行される次の簡単なサンプルプログラムは、REST クライアントが CSM からの変更通知を登録し、展開および Out of Band（OOB）イベントを受け取る方法を示します。変更通知を受信するには、クライアントは、CSM が「非同期」通知を送信する特定の syslog サービス（IP およびポート）を登録することに注意してください。実際の通知を確認するには、オープンソースの Syslog サーバを使用する、または指定された IP/Port で簡易 UDP リスナーを実行して通知の内容をリストします（次の SyslogServer 要素を参照してください）。

次のように client.properties ファイルを使用してください。

USER=admin


PASSWORD=admin


HOST=localhost

XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\


<csm:eventSubRequest xmlns:csm=\"csm\">\


   <op>add</op>\


   <subscriptionId>123454</subscriptionId>\


   <eventFilterItem>\


   <filterEventType>syslog</filterEventType>\


   <filterEventFormat>xml</filterEventFormat>\


   <filterEventCategory>configChange</filterEventCategory>\


   </eventFilterItem>\


   <syslogServer>\


       <port>514</port>\


       <destAddress>10.10.10.10</destAddress>\


   </syslogServer>\


</csm:eventSubRequest>


# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied 


# requires login to be done as a prerequisite.


LOGIN_REQUIRED=true


URI=https://localhost/nbi/eventservice/eventSubscription

コンパイルの後、プログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。

Command Prompt> java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]

クラス RestClient.java

/**

 * Sample program to subscribe to change events and get more details on latest change.

 */

import java.io.ByteArrayInputStream;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URI;

import java.security.KeyManagementException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.security.SecureRandom;

import java.security.cert.X509Certificate;

import java.util.Properties;

import javax.net.ssl.SSLContext;

import javax.net.ssl.TrustManager;

import javax.net.ssl.X509TrustManager;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.StatusLine;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.CookieStore;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.conn.ClientConnectionManager;

import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;

import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;

import org.apache.http.params.BasicHttpParams;

import org.apache.http.params.HttpParams;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

import org.xml.sax.SAXException;

public class RestClient {

    public static CookieStore ascookie = null;

    public static DefaultHttpClient httpclient;

    static{

        initSSL();

    }

    private static void initSSL() {

        SSLContext sslContext = null;

        try {

            sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");

            sslContext.init(null, new TrustManager[] { new X509TrustManager() {

                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

                    System.out.println("getAcceptedIssuers =============");

                    return null;

                }

                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkClientTrusted =============");

                }

                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) {

                    System.out.println("checkServerTrusted =============");

                }

            }}, new SecureRandom());

            SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(sslContext);

            Scheme httpsScheme = new Scheme("https", 443, sf);

            SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();

            schemeRegistry.register(httpsScheme);

            HttpParams params = new BasicHttpParams();

            ClientConnectionManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(params, schemeRegistry);

            httpclient = new DefaultHttpClient(cm, params);

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (KeyManagementException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    /**

     * This method will send the XML payload and return the XML response as a string.

     * @param uri

     * @param host

     * @param isCookieNeeded

     * @return

     * @throws IOException

     * @throws ClientProtocolException

     */

    public void doPost (URI uri, String payload, String host, boolean isCookieNeeded) throws Exception {

        HttpResponse httpresponse = null;

        HttpPost httppost = new HttpPost (uri);

        if (isCookieNeeded) {

            httpclient.setCookieStore(ascookie);

        }

        httppost.addHeader("Content-Type", "text/xml");

        StringEntity strEntity = new StringEntity (payload, "UTF-8");

        httppost.setEntity(strEntity);

        System.out.println("Calling : "+uri.toString());

        httpresponse = httpclient.execute(httppost);

        ascookie = httpclient.getCookieStore();

        processResponse(httpresponse);

    }

    public void processResponse (HttpResponse httpresponse) throws Exception, IOException, SAXException {

        HttpEntity ent = httpresponse.getEntity();

        String response = EntityUtils.toString(ent);

        DocumentBuilder domp = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

        Document doc = domp.parse(new ByteArrayInputStream(response.getBytes()));

        NodeList errorNodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("code");

        for (int i = 0; i < errorNodes.getLength(); i++) {

            Element element = (Element) errorNodes.item(i);

            if(element.getTextContent() != null && !element.getTextContent().equals("")) {

                NodeList nodes = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("description");

                for (int j = 0; j < nodes.getLength(); j++) {

                    Element element2 = (Element) nodes.item(j);

                    throw new Exception(element2.getTextContent());

                }

            }

        }

        if(response != null && response.trim().length() != 0){

            StatusLine sl;

            if ((sl = httpresponse.getStatusLine()) != null) {

                if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_UNAUTHORIZED) {

                    System.out.println("Hit Authorization exception");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else if (sl.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {

                    System.out.println("The request is a success...");

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }else{

                    System.out.println("Some issue, Obtained HTTP status code :"+sl.getStatusCode());

                    System.out.println(response);

                    //Do something...

                }

            }

        }

    }

    /**

     * Main method processing the request/response

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args){

        try{

            //Load the basic properties

            FileInputStream fis = null;

            Properties prop = new Properties();

            fis = new FileInputStream(args[0]);

            prop.load(fis);

            String host = prop.getProperty("HOST");

            String payload = prop.getProperty("XML_REQUEST");

            String username = prop.getProperty("USER");

            String password = prop.getProperty("PASSWORD");

            String path = prop.getProperty("URI");

            //If URI is not passed on commandline see if its defined in properties file

            URI uri = new URI( (args.length == 2)?args[1] : path);

            String temp = prop.getProperty("LOGIN_REQUIRED");

            boolean autoLogin = false;

            if(null != temp && temp.trim().length() != 0){

                autoLogin = Boolean.valueOf(temp);

            }

            RestClient client = new RestClient();

            if(uri.toString().endsWith("login")){

                client.doPost(uri, payload, host, false);

            }else{

                //Step 1 :

                if(autoLogin){

                    String login_payload = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><csm:loginRequest  xmlns:csm=\"csm\"><protVersion>1.0</protVersion><reqId>123</reqId><username>"+username+"</username><password>"+password+"</password></csm:loginRequest>";

                    client.doPost(new URI("https://"+host+"/nbi/login"), login_payload, host, false);

                }

                //Step 2:

                client.doPost(uri, payload, host, true);

            }

        }catch(Exception ex){

            System.out.println(ex.getMessage()); usage();}

    }

    public static void usage(){

        System.out.println("Please check the data entered in the properties file");

        System.out.println("Usage : ");

        System.out.println("java RestClient <path_to_client.properties> [<uri>]");

    }

}

10 トラブルシューティング（共通シナリオ）

症状：サーバと通信する際の証明書エラー

CSM サーバは自己署名証明書を使用します。自己署名証明書を受け入れるようにクライアントプログラムを変更します。また API アクセスは HTTPS 経由でのみ可能で、セキュリティ上の理由から HTTP アクセスはディセーブルです。

症状：ログイン成功後も認証エラー

セッションがタイムアウトになるか無効になった場合に、断続セッションエラーが表示されます。デフォルトのセッションの非アクティブタイムアウトは 15 分です。セッションは ping またはハートビート機能を使用してアライブ状態を保持できます。

症状：CSM GUI で入力されるインライン IP がオブジェクトとして取得される

便宜上、CSM はポリシーオブジェクト内の特定のインライン値（IP、インターフェイス名など）を自動的にカプセル化します。

症状：API 経由で取得した場合、CSM クライアント UI に表示されるデータが、応答データに表示されない

これは、さまざまな理由が原因です。そのうちのいくつかを次にリストします。

· API はコミット済みのデータのみを返します（つまりすべての変更を送信する必要があります）。このため、クライアントに表示されているすべてのデータがコミットされたかどうかを確認します。

· API アクセスに関連しない可能性があるため、CSM 特有の設定が応答で返されないことがあります。

· データにアクセスするのに十分な Role Based Access Control（RBAC）特権をユーザが持っているかどうかを確認します。

症状：クライアントがサーバからイベント通知を受信しない

以下はこの問題の原因の一部です。

· イベントサブスクリプションが実施されていない、または通知を受信する不正な syslog サーバで登録されています。

· イベントサブスクリプションの登録に使用されるセッションがタイムアウトになりました。すべてのイベント通知がユーザセッションに関連付けられます。ユーザセッションが無効になると、そのユーザセッションのすべてのイベント通知が停止します。

11 XML スキーマ

XML スキーマは 4 個のファイルに分割されます。

11.1 Common XSD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm">



<xs:simpleType name="ObjectIdentifier">




<xs:restriction base="xs:string">





<xs:pattern value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"/>




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:complexType name="ObjectIdentifierList">




<xs:sequence>





<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="BaseObject">




<xs:sequence>





<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="lastUpdateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="updatedByUser" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="lastCommitTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="ticketId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="activityName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="BaseError">




<xs:sequence>





<xs:element name="code" type="xs:unsignedLong" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="description" type="xs:string" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="BaseReqResp">




<xs:sequence>





<xs:element name="protVersion" type="xs:double" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="reqId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="startIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="endIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="totalCount" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="error" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="EntityDescriptor">




<xs:sequence>





<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:element name="device" type="Device"/>



<xs:complexType name="Device">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseObject">






<xs:sequence>







<xs:element name="osType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="osVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="imageName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="sysObjectID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="fullConfig" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="mgmtInterface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="interfaceList" type="InterfaceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="virtualContextList" type="Device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>







<xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="PortIdentifier">




<xs:sequence>





<!-- for non-modular chassis or chassis with a continuous port numbering scheme slot/module are not included -->




<xs:element name="slotNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="moduleNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="portNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:simpleType name="ProtocolPort">




<xs:restriction base="xs:string"/>



</xs:simpleType>



<xs:complexType name="InterfaceList">




<xs:sequence>





<xs:element name="interface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="Interface">




<xs:sequence>





<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="identifier" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="ipInterface" type="IPInterfaceAttrs" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>





<xs:element name="macInterface" type="MACInterfaceAttrs" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="MACInterfaceAttrs">




<xs:sequence>





<xs:element name="macAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="IPInterfaceAttrs">




<xs:sequence>





<xs:element name="domainName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="ipAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="isNatAddress" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="realIpAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<!--<xs:simpleType name="InterfaceType">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="enet"/>




<xs:enumeration value="genet"/>




<xs:enumeration value="10genet"/>




<xs:enumeration value="100genet"/>




<xs:enumeration value="mgmt"/>




<xs:enumeration value="tunnel"/>




<xs:enumeration value="sensor"/>




<xs:enumeration value="serial"/>




<xs:enumeration value="vlan"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType> -->


<xs:simpleType name="OSType">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="ios"/>





<xs:enumeration value="fwsm"/>





<xs:enumeration value="asa"/>





<xs:enumeration value="ips"/>





<xs:enumeration value="pix"/>





<xs:enumeration value="undefined"/>




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:simpleType name="IPTransportProtocol">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="TCP"/>





<xs:enumeration value="UDP"/>





<xs:enumeration value="IP"/>




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:simpleType name="ConfigurationState">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="undefined"/>





<xs:enumeration value="committed"/>





<xs:enumeration value="deployed"/>




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:simpleType name="DeviceCapability">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="firewall"/>





<xs:enumeration value="ids"/>





<xs:enumeration value="router"/>





<xs:enumeration value="switch"/>





<xs:enumeration value="*"/>




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:complexType name="DeviceGroup">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseObject">






<xs:sequence>







 <xs:element name="path" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="device" type="Device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>







<xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="DeviceGroupPath">




<xs:sequence>





<xs:element name="pathItem" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:simpleType name="SubscriptionOperation">




<xs:restriction base="xs:string">





<xs:enumeration value="add"/>





<xs:enumeration value="delete"/>




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<!-- Common Service Methods

    -->

    <!-- Generic error -->

    <xs:element name="baseError" type="BaseError"/>



<xs:element name="loginRequest" type="LoginRequest"/>



<xs:complexType name="LoginRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence>







<xs:element name="username" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="password" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="heartbeatRequested" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="callbackUrl" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="loginResponse" type="LoginResponse"/>



<xs:complexType name="LoginResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence>







<xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="sessionTimeoutInMins" type="xs:positiveInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="heartbeatCallbackRequest" type="HeartbeatCallbackRequest"/>



<xs:complexType name="HeartbeatCallbackRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp"/>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="logoutRequest" type="LogoutRequest"/>



<xs:complexType name="LogoutRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp"/>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="logoutResponse" type="LogoutResponse"/>



<xs:complexType name="LogoutResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp"/>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="pingRequest" type="PingRequest"/>



<xs:complexType name="PingRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp"/>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="pingResponse" type="PingResponse"/>



<xs:complexType name="PingResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp"/>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="getServiceInfoRequest" type="GetServiceInfoRequest"/>



<xs:complexType name="GetServiceInfoRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp"/>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="getServiceInfoResponse" type="GetServiceInfoResponse"/>



<xs:complexType name="GetServiceInfoResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence>







<xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="serviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="serviceDesc" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>


</xs:schema>


11.2 Config XSD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<!-- edited with XMLSpy v2011 (x64) (http://www.altova.com) by Rakesh (Cisco) -->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm">


    <xs:include schemaLocation="common.xsd"/>


    <xs:complexType name="BasePolicy" >


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseObject">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="orderId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isMandatoryAggregation" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="eventCorrelationID" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="BasePolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseObject">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="nodeGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isProperty" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="subType" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isGroup" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="refGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="eventCorrelationID" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="NetworkInterfaceObjectsRefs">


        <xs:sequence>


            <xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:element name="interfaceRoleObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:choice>


                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


            </xs:choice>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="NetworkObjectsRefs">


        <xs:sequence>


            <xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:choice>


                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


            </xs:choice>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRef">


        <xs:sequence>


              <xs:element name="securityGrpObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


              <xs:element name="secName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


              <xs:element name="secTag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRefs">


        <xs:sequence>


            <xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="IdentityUserGrpObjectsRefs">


        <xs:sequence>


            <xs:element name="identityUserGrpObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


            <xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="NetworkObjectRefs">


        <xs:sequence>


            <xs:element name="networkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:choice>


                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            </xs:choice>


    <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="NetworkOrIPRef">


        <xs:choice>


            <xs:element name="hostOrNetworkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


            <xs:choice>


                <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


            </xs:choice>


        </xs:choice>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="NetworkPolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence>


                    <xs:choice>


                        <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                        <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                    </xs:choice>


                    <xs:element name="fqdnData" minOccurs="0" maxOccurs="1">








<xs:complexType>









<xs:sequence>










<xs:element name="value" type="xs:string" minOccurs="0"










maxOccurs="1" />










<xs:element name="fqdnType" minOccurs="0" maxOccurs="1">











<xs:simpleType>












<xs:restriction base="xs:token">













<xs:enumeration value="IPv4 Only" />













<xs:enumeration value="IPv6 Only" />













<xs:enumeration value="Default" />












</xs:restriction>











</xs:simpleType>










</xs:element>









</xs:sequence>








</xs:complexType>







</xs:element>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>


    <xs:complexType name="IdentityUserGroupPolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                    <xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>



<xs:complexType name="SecurityGroupPolicyObject">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BasePolicyObject">






<xs:sequence>







<xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef"







minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:simpleType name="OperatorType">




<xs:restriction base="xs:string">





<xs:enumeration value="gt" />





<xs:enumeration value="lt" />





<xs:enumeration value="eq" />





<xs:enumeration value="neq" />




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:complexType name="PortListPolicyObject">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BasePolicyObject">






<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">






<xs:element name="port" type="PortRange" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="PortRange">




<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">





<xs:element name="operator" type="OperatorType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />





<xs:element name="startPort" type="PortIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="endPort" type="PortIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="ServiceParameters">


        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


            <xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


            <xs:element name="sourcePort" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                <xs:complexType>


                    <xs:choice>


                        <xs:element name="port" type="ProtocolPort"/>


                        <xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    </xs:choice>


                </xs:complexType>


            </xs:element>


            <xs:element name="destinationPort" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                <xs:complexType>


                    <xs:choice>


                        <xs:element name="port" type="ProtocolPort"/>


                        <xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    </xs:choice>


                </xs:complexType>


            </xs:element>


            <xs:element name="icmpMessage" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="ServicePolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="serviceParameters" type="ServiceParameters" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


                </xs:sequence>                

            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceRolePolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="pattern" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="TimeRangePolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="startTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="endTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="recurrence" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


                        <xs:complexType>


                            <xs:choice>


                                <xs:element name="dayOfWeekInterval">


                                    <xs:complexType>


                                        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                            <xs:element name="dayOfWeek" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                            <xs:element name="startTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                            <xs:element name="endTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                        </xs:sequence>


                                    </xs:complexType>


                                </xs:element>


                                <xs:element name="weeklyInterval">


                                    <xs:complexType>


                                        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                            <xs:element name="startDay" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                            <xs:element name="startTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                            <xs:element name="endDay" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                            <xs:element name="endTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                        </xs:sequence>


                                    </xs:complexType>


                                </xs:element>


                            </xs:choice>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="SLAMonitorPolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="slaId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="monitoredAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="dataSizeInBytes" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="thresholdInMilliSeconds" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="timeoutInMilliSeconds" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="frequencyInSeconds" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="toS" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="numberOfPackets" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="StandardACEPolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="networkGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="doLogging" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="ExtendedACEPolicyObject">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BasePolicyObject">





<xs:sequence>






<xs:element name="sourceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="destinationGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="serviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="doLogging" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="logInterval" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="logLevel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="logOption" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>


<xs:complexType name="ACLPolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="references" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                <xs:element name="sequenceNumber" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:choice>


                                    <xs:element name="aclObjectReferenceGID" type="ObjectIdentifier"/>


                                    <xs:element name="aceReferenceGID" type="ObjectIdentifier"/>


                                </xs:choice>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="DeviceAccessRuleFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="isEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="direction" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                            <xs:restriction base="xs:string">


                                <xs:enumeration value="in"/>


                                <xs:enumeration value="out"/>


                            </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                    </xs:element>                                        

                    <xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="sectionName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="interfaceRoleObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="users" type="IdentityUserGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="sources" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="services">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                <xs:element name="serviceObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="serviceParameters" type="ServiceParameters" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="logOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                <xs:element name="isFirewallLoggingEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:choice>


                                    <xs:element name="isDefaultLogging" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                        <xs:element name="loggingInterval" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                        <xs:element name="loggingLevel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                    </xs:sequence>


                                </xs:choice>


                                <xs:element name="isIOSLoggingEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="isLogInput" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="iosOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                            <xs:restriction base="xs:string">


                                <xs:enumeration value="None"/>


                                <xs:enumeration value="Established"/>


                                <xs:enumeration value="Fragment"/>


                            </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="timeRangeObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="DeviceAccessRuleFirewallPolicy">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="sourceSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="destinationSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>    

    <xs:complexType name="DeviceStaticRoutingFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="networks" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="gateway" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="metric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="tunnelled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="slaMonitorGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="DeviceStaticRoutingRouterPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="destinationNetwork" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:choice>


                                <xs:element name="useAsDefaultRoute" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="prefix" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:choice>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="fowarding" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:choice>


                                <xs:element name="forwardingInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="forwardingIPAddress" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:choice>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="distanceMetric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isPermanentRoute" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="DeviceBGPRouterPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="asNumber" type="xs:unsignedLong" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="networks" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="neighbors" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


                                <xs:element name="ipAddress" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="asNumber" type="xs:unsignedLong" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="autoSummary" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="synchronization" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="logNeighbor" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="redistributionEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="protocol" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                    <xs:complexType>


                                        <xs:choice>


                                            <xs:element name="static" minOccurs="1" maxOccurs="1">








                        <xs:simpleType>








                            <xs:restriction base="xs:string">








                                <xs:enumeration value="IP"/>








                                <xs:enumeration value="OSI"/>








                            </xs:restriction>








                        </xs:simpleType>


                                            </xs:element>


                                            <xs:element name="connected" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                            <xs:element name="rip" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                            <xs:element name="eigrp" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                                <xs:complexType>


                                                    <xs:sequence>


                                                        <xs:element name="asNumber" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                                    </xs:sequence>


                                                </xs:complexType>


                                            </xs:element>


                                            <xs:element name="ospf" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                                <xs:complexType>


                                                    <xs:sequence>


                                                        <xs:element name="processId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                                        <xs:element name="match" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">











                        <xs:simpleType>











                            <xs:restriction base="xs:string">











                                <xs:enumeration value="Internal"/>











                                <xs:enumeration value="External1"/>











                                <xs:enumeration value="External2"/>











                                <xs:enumeration value="NSSAExternal1"/>











                                <xs:enumeration value="NSSAExternal2"/>











                            </xs:restriction>











                        </xs:simpleType>


                                                        </xs:element>


                                                    </xs:sequence>


                                                </xs:complexType>


                                            </xs:element>


                                        </xs:choice>


                                    </xs:complexType>


                                </xs:element>


                                <xs:element name="metric" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATRouterPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                


<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

                


<xs:element name="isNatInside" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="staticRuleType" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                            <xs:restriction base="xs:string">


                                <xs:enumeration value="Static Host"/>


                                <xs:enumeration value="Static Network"/>


                                <xs:enumeration value="Static Port"/>


                            </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:choice>


                                <xs:element name="originalIP" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:choice>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="portRedirection" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="localPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="globalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="noAlias" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="noPayload" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="createExtTransEntry" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="trafficFlowAclObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:choice>


                                <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="addressPool" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


                            </xs:choice>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="enablePortTrans" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="noTransVPN" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="DeviceNATTimeoutsRouterPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="maxEntriesInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="timeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="udpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="dnsTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="tcpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="finRstTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="icmpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="pptpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="synTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <!--

        Firewall NAT

    -->

    <!--  Reusable Firewall advanced options -->

    <xs:complexType name="FirewallNATAdvancedOptions">


        <xs:sequence>


            <xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


            <xs:element name="maxTCPConnPerRule" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:element name="maxUDPConnPerRule" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:element name="maxEmbConnections" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            <xs:element name="randomizeSeqNum" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <!-- Reusable NAT Type -->

    <xs:simpleType name="NATType">


        <xs:restriction base="xs:string">


            <xs:enumeration value="Static"/>


            <xs:enumeration value="Dynamic"/>


        </xs:restriction>


    </xs:simpleType>


    <!-- Reusable Protocol Type -->

    <xs:complexType name="InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="ipAddressRange" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="isEnableTrafficWithoutTrans" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <!--<xs:element name="isEnableVPNTrafficWithoutTrans" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>-->

                    <xs:element name="isXlateByPass" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isExempt" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="original" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="fwsmAdvancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="original" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="original" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="serviceData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="serviceObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="translationType" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                            <xs:restriction base="xs:string">


                                <xs:enumeration value="NAT"/>


                                <xs:enumeration value="PAT"/>


                            </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="translated" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="policyNAT" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="destAddress" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                    <xs:complexType>


                                        <xs:sequence>


                                            <xs:element name="serviceData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                            <xs:element name="serviceObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                        </xs:sequence>


                                    </xs:complexType>


                                </xs:element>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="translatedPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="PatOptions">


        <xs:sequence>




<xs:element name="patAddressPool" minOccurs="0" maxOccurs="1">





<xs:complexType>






<xs:choice>







<xs:element name="patPoolAddressGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






</xs:choice>





</xs:complexType>




</xs:element>




<xs:element name="isPatAllocatedInRoundRobin" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


          </xs:sequence>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATManualFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="section" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                            <xs:restriction base="xs:unsignedInt">


                                <xs:enumeration value="1"/>


                                <xs:enumeration value="2"/>


                                <xs:enumeration value="3"/>


                            </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="realInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:choice>


                                <xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="realInterfaceName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                            </xs:choice>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="mappedInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:choice>


                                <xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="mappedInterfaceName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                            </xs:choice>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="source" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>










<xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                                
<xs:complexType>


                                

<xs:sequence>


                                


<xs:element name="objectGID" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                


<xs:element name="patPool" type="PatOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="destination" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="natType" type="NATType" fixed="Static" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>










<xs:element name="originalObject" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>










<xs:element name="translatedObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="service" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="transObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="direction" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                            <xs:restriction base="xs:string">


                                <xs:enumeration value="Unidirectional"/>


                                <xs:enumeration value="Bidirectional"/>


                            </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="isNoProxyARP" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isRouteLookUp" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNATObjectFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicy">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="section" fixed="2" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                            <xs:restriction base="xs:unsignedInt">


                                <xs:enumeration value="1"/>


                                <xs:enumeration value="2"/>


                                <xs:enumeration value="3"/>


                            </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="realInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="mappedInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                                
<xs:complexType>


                                

<xs:sequence>


                                


<xs:element name="objectGID" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                


<xs:element name="patPool" type="PatOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                

</xs:sequence>


                                
</xs:complexType>


                                </xs:element>


                    <xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isNoProxyARP" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isRouteLookUp" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="service" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="transPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <!-- Config Service Methods

    -->

    <xs:element name="groupListRequest" type="GroupListRequest"/>


    <xs:complexType name="GroupListRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="includeEmptyGroups" type="xs:boolean"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="InterfaceNATManualFirewallPolicy">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="isInterfaceIpv6" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isNetToNet" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="groupListResponse" type="GroupListResponse"/>


    <xs:complexType name="GroupListResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="deviceListByCapabilityRequest" type="DeviceListByCapabilityRequest"/>


    <xs:complexType name="DeviceListByCapabilityRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="deviceListResponse" type="DeviceListResponse"/>


    <xs:complexType name="DeviceListResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="deviceId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                <xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <!-- ipv4address is made optional as there could be virtual contexts configured without ip -->

                                <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="ipv4Address" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="sysObjectID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="InterfaceNATObjectFirewallPolicy">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="isInterfaceIpv6" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isNetToNet" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="deviceListByGroupRequest" type="DeviceListByGroupRequest"/>


    <xs:complexType name="DeviceListByGroupRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="deviceGroupPath" type="DeviceGroupPath"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="deviceConfigByGIDRequest" type="DeviceConfigByGIDRequest"/>


    <xs:complexType name="DeviceConfigByGIDRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="deviceConfigByNameRequest" type="DeviceConfigByNameRequest"/>


    <xs:complexType name="DeviceConfigByNameRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="deviceConfigResponse" type="DeviceConfigResponse"/>


    <xs:complexType name="DeviceConfigResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="device" type="Device" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="policyConfigByNameRequest" type="PolicyConfigByNameRequest"/>


    <xs:complexType name="PolicyConfigByNameRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="policyConfigResponse" type="PolicyConfigResponse"/>


    <xs:complexType name="PolicyConfigResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


                    <xs:element name="policy" type="BasePolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


                    <xs:element name="errorInfo" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>



</xs:complexType>


    <xs:element name="policyListByDeviceGIDRequest" type="PolicyListByDeviceGIDRequest"/>


    <xs:complexType name="PolicyListByDeviceGIDRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="policyListDeviceResponse" type="PolicyListDeviceResponse"/>


    <xs:complexType name="PolicyListDeviceResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="policyList" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="policyDesc" type="EntityDescriptor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="policyNamesByTypeRequest" type="PolicyNamesByTypeRequest"/>


    <xs:complexType name="PolicyNamesByTypeRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="policyConfigByDeviceGIDRequest" type="PolicyConfigByDeviceGIDRequest"/>


    <xs:complexType name="PolicyConfigByDeviceGIDRequest">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    
<!-- for add / modify of any policy, currently allows only acls -->


<xs:element name="setPolicyConfigRequest" type="SetPolicyConfigRequest" />



<xs:complexType name="SetPolicyConfigRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">








<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />








<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







</xs:choice>







<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">








<xs:element name="deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" type="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" minOccurs="0"








maxOccurs="500" />








<xs:element name="deviceAccessRuleFirewallPolicy" type="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" />








<xs:element name="firewallACLSettingsPolicy" type="FirewallACLSettingsPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500">








</xs:element>







</xs:choice>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="deletePolicyConfigRequest" type="DeletePolicyConfigRequest" />



<xs:complexType name="DeletePolicyConfigRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">








<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />








<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







</xs:choice>







<xs:element name="policyGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="500" />







<xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>


    <xs:element name="policyNamesResponse" type="PolicyNamesResponse"/>


    <xs:complexType name="PolicyNamesResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="policy" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="deviceAssignments" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                                    <xs:complexType>


                                        <xs:sequence>


                                            <xs:element name="device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


                                                <xs:complexType>


                                                    <xs:sequence>


                                                        <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                                        <xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                                                    </xs:sequence>


                                                </xs:complexType>


                                            </xs:element>


                                        </xs:sequence>


                                    </xs:complexType>


                                </xs:element>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


    <xs:element name="policyConfigDeviceResponse" type="PolicyConfigDeviceResponse"/>


    <xs:complexType name="PolicyConfigDeviceResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="policy" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                <!-- ALL DEFINED POLICY TYPES -->

                                <xs:element name="deviceAccessRuleFirewallPolicy" type="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" type="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="firewallACLSettingsPolicy" type="FirewallACLSettingsPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="deviceStaticRoutingRouterPolicy" type="DeviceStaticRoutingRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="deviceStaticRoutingFirewallPolicy" type="DeviceStaticRoutingFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="deviceBgpRouterPolicy" type="DeviceBGPRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="interfaceNATRouterPolicy" type="InterfaceNATRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNATStaticRulesRouterPolicy" type="InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNATDynamicRulesRouterPolicy" type="InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="deviceNATTimeoutsRouterPolicy" type="DeviceNATTimeoutsRouterPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="interfaceNATAddressPoolFirewallPolicy" type="InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="deviceNATTransOptionsFirewallPolicy" type="DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="interfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy" type="InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy" type="InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy" type="InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNATStaticRulesFirewallPolicy" type="InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNATManualFirewallPolicy" type="InterfaceNATManualFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNATObjectFirewallPolicy" type="InterfaceNATObjectFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNAT64ManualFirewallPolicy" type="InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceNAT64ObjectFirewallPolicy" type="InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <!-- ....... all other policies .. -->

                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                    <xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                                <!-- ALL DEFINED POLICY OBJECT TYPES -->

                                <xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="slaMonitorPolicyObject" type="SLAMonitorPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="stdAcePolicyObject" type="StandardACEPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="extendedACEPolicyObject" type="ExtendedACEPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                                <!-- ....... all other policy objects .. -->

                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>


   <xs:element name="newCSMSessionRequest" type="CSMSessionRequest" />



<xs:complexType name="CSMSessionRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="0"







maxOccurs="1" />







<xs:element name="csmSessionDescription" type="xs:string"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="csmSessionResponse" type="CSMSessionResponse" />



<xs:complexType name="CSMSessionResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0"





        maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="DeployDeviceAttrs">




<xs:sequence>




<xs:element name="DeployOptions" minOccurs="0"






maxOccurs="1">





<xs:simpleType>






<xs:restriction base="xs:token">







<xs:enumeration value="device" />







<xs:enumeration value="file" />






</xs:restriction>





</xs:simpleType>




</xs:element>









<xs:element name="filePath" type="xs:string"






minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="OOBdetectionbehavior" minOccurs="0"








maxOccurs="1">









<xs:simpleType>










<xs:restriction base="xs:token">











<xs:enumeration value="over write changes and show warnings" />











<xs:enumeration value="cancel deployment" />











<xs:enumeration value="don not check for changes" />










</xs:restriction>









</xs:simpleType>








</xs:element>







</xs:sequence>






</xs:complexType>



<xs:element name="deployConfigRequest" type="DeployConfigRequest" />



<xs:complexType name="DeployConfigRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="deploymentOptions" type="DeployDeviceAttrs"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:element name="deploymentComments" type="xs:string"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="deploymentMessageOptions" type="ValidationDetails" />


<xs:element name="csmSessionValidationResponse" type="CSMSessionValidationResponse" />


    
  <xs:complexType name="CSMSessionValidationResponse">


            <xs:complexContent>


                  <xs:extension base="BaseReqResp">


                  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                  <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


 <xs:element name=""approvalRequired" type="xs:boolean"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />


                  <xs:element name="validationMessage" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


                  <xs:element name="validationResults" type="ValidationResults" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


                  </xs:sequence>


               </xs:extension>


            </xs:complexContent>


      </xs:complexType>


    <xs:complexType name="ValidationResults">


            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


              <xs:element name="validationResult" type="ValidationResult" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


            </xs:sequence>


      </xs:complexType>


      <xs:complexType name="ValidationResult">


            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


                <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


                <xs:element name="validationDetails" type="ValidationDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


            </xs:sequence>


      </xs:complexType>



<xs:complexType name="ValidationDetails">




<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">





<xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="1"





maxOccurs="1" />





<xs:element name="severity" minOccurs="1" maxOccurs="1">






<xs:simpleType>







<xs:restriction base="xs:token">








<xs:enumeration value="Critical" />








<xs:enumeration value="Warning" />








<xs:enumeration value="Info" />







</xs:restriction>






</xs:simpleType>





</xs:element>





<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1"





maxOccurs="1" />





<xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0"





maxOccurs="1" />




</xs:sequence>



</xs:complexType>




<xs:complexType name="DeploymentDeviceMsgDetails">




<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">





<xs:element name="Title" type="xs:string" minOccurs="1"





maxOccurs="1" />





<xs:element name="severityval" minOccurs="1" maxOccurs="1">






<xs:simpleType>







<xs:restriction base="xs:token">








<xs:enumeration value="Critical" />








<xs:enumeration value="Warning" />








<xs:enumeration value="Info" />







</xs:restriction>






</xs:simpleType>





</xs:element>





<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1"





maxOccurs="1" />





<xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0"





maxOccurs="1" />




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="DeploymentStatusDetails">




<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">




    <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />




    <xs:element name="deploymentMsgdetails" type="DeploymentDeviceMsgDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />




</xs:sequence>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="DeploymentStatus">




<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">




  <xs:element name="deploymentstatus" type="DeploymentStatusDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />




</xs:sequence>



</xs:complexType>


  <xs:element name="deploymentResponse" type="DeploymentResponse" />



<xs:complexType name="DeploymentResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="status" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="deploymentJobGID" type="ObjectIdentifier" maxOccurs="1" minOccurs="1"></xs:element>







<xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="devicesInProgress" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />







<xs:element name="devicesSuccessList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />







<xs:element name="devicesFailureList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="csmSessionOperationRequest" type="CSMSessionOperationRequest" />



<xs:complexType name="CSMSessionOperationRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:choice id="select">








<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"








minOccurs="1" maxOccurs="1" />








<xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="1"








maxOccurs="1" />







</xs:choice>







<xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0"







maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="csmApproveOperationRequest" type="CSMApproveOperationRequest" />




<xs:complexType name="CSMApproveOperationRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:choice id="approveselect">








<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />








<xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







</xs:choice>







<xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:element name="approvalStatus" type="xs:boolean"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>




<xs:element name="csmApproveResultResponse" type="CSMApproveResultResponse" />



<xs:complexType name="CSMApproveResultResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1"







maxOccurs="1" />







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="submitCSMSessionRequest" type="SubmitCSMSessionRequest" />



<xs:complexType name="SubmitCSMSessionRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="submitComments" type="xs:string"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:element name="continueOnWarnings" type="xs:boolean"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="csmSessionResultResponse" type="CSMSessionResultResponse" />



<xs:complexType name="CSMSessionResultResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1"







maxOccurs="1" />







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="addPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" />



<xs:element name="modifyPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" />



<xs:element name="deletePolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" />



<xs:element name="getPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" />



<xs:complexType name="ManagePolicyObjectRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<!-- if Redundant/Duplicate object is detected, throw warning (set: true) or continue (set: false) with saving -->






<xs:element name="enforceDuplicateDetection" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<!-- ALL Supported POLICY OBJECT TYPES -->






<xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />







<xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />







<xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />







<xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />







<xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />







<xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0"
maxOccurs="500" />







<xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />














</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="addPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" />



<xs:element name="modifyPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" />



<xs:element name="deletePolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" />



<xs:complexType name="ManagePolicyObjectResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:element name="resultObject" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">








<xs:complexType>









<xs:sequence>










<xs:element type="xs:string" name="objectGID" minOccurs="1" maxOccurs="1" />










<xs:element type="xs:string" name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1" />










<xs:element type="xs:string" name="type" minOccurs="1" maxOccurs="1" />










<xs:element type="xs:string" name="info" minOccurs="0" maxOccurs="1" />









</xs:sequence>








</xs:complexType>







</xs:element>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="policyObjectConfigByTypeRequest" type="PolicyObjectConfigByTypeRequest" />



<xs:complexType name="PolicyObjectConfigByTypeRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:element name="policyObjectType" type="PolicyObjectType"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<!-- if Redundant  object is detected do you want to throw warning or 







continue with saving -->






<xs:element name="enforceConfDetection" type="xs:boolean"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<!-- use deviceGID if you want to override the bb for already defined 







global BB -->






<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">








<!-- ALL Supported POLICY OBJECT TYPES -->







<xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject"








minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject"








minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject"








minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject"








minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" type="IdentityUserGroupPolicyObject"








minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject"








minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" 









minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<!-- ....... all other policy objects .. -->






</xs:choice>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="deletePolicyObjectConfigByIdRequest" type="DeletePolicyObjectConfigByIdRequest" />



<xs:complexType name="DeletePolicyObjectConfigByIdRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="xs:string" minOccurs="1"







maxOccurs="1" />







<xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="objectType" type="PolicyObjectType"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="policyObjectConfigResponse" type="PolicyObjectConfigResponse" />



<xs:complexType name="PolicyObjectConfigResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:element name="results" type="xs:string" minOccurs="0"







maxOccurs="1" />







<xs:element name="details" type="xs:string" minOccurs="0"







maxOccurs="1" />







<xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1">








<xs:complexType>









<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">










<!-- ALL DEFINED POLICY OBJECT TYPES -->









<xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="slaMonitorPolicyObject" type="SLAMonitorPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="stdAcePolicyObject" type="StandardACEPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="extendedACEPolicyObject" type="ExtendedACEPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="identityUserGroupPolicyObject"










type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<!-- ....... all other policy objects .. -->








</xs:sequence>








</xs:complexType>







</xs:element>


       


<xs:element name="overrideDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">








<xs:complexType>









<xs:sequence>









    <xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />









    <xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />










<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />









</xs:sequence>








</xs:complexType>







</xs:element>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="updateNotesByRuleIDRequest" type="UpdateNotesByRuleIDRequest" />



<xs:complexType name="UpdateNotesByRuleIDRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />







<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="policyGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="policyType" minOccurs="0" maxOccurs="1">








<xs:simpleType>









<xs:restriction base="xs:token">










<xs:enumeration value="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" />










<xs:enumeration value="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" />









</xs:restriction>








</xs:simpleType>







</xs:element>







<xs:element name="description" type="xs:string"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="reorderRulesRequest" type="ReorderRulesRequest" />



<xs:complexType name="ReorderRulesRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />






   <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="name" type="xs:string"

                                minOccurs="1" maxOccurs="1" />







</xs:choice>







<xs:element name="ruleGID" type="ObjectIdentifier"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="toOrderId" type="xs:unsignedInt"







minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="DeployableDevicesListRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="deployableDevicesListRequest" type="DeployableDevicesListRequest"></xs:element>



<xs:complexType name="DeployJobStatusRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">






   <xs:choice id="selectReqType">






   <xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







<xs:element name="deploymentJobGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />







</xs:choice>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="deployJobStatusRequest" type="DeployJobStatusRequest"></xs:element>



<xs:complexType name="DeployableDevicesListResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList"







minOccurs="0" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:element name="getPolicyObjectByGID" type="GetPolicyObjectByGID" />



<xs:complexType name="GetPolicyObjectByGID">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">






<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />








<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>









</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:simpleType name="PolicyObjectType">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="NetworkPolicyObject" />





<xs:enumeration value="ServicePolicyObject" />





<xs:enumeration value="IdentityUserGroupPolicyObject" />





<xs:enumeration value="InterfaceRolePolicyObject" />





<xs:enumeration value="SecurityGroupPolicyObject" />





<xs:enumeration value="TimeRangePolicyObject" />





<xs:enumeration value="PortListPolicyObject" />






</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:simpleType name="PolicyObjectTypeExtended">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="NetworkPolicyObject" />





<xs:enumeration value="ServicePolicyObject" />





<xs:enumeration value="IdentityUserGroupPolicyObject" />





<xs:enumeration value="InterfaceRolePolicyObject" />





<xs:enumeration value="SecurityGroupPolicyObject" />





<xs:enumeration value="TimeRangePolicyObject" />





<xs:enumeration value="StandardACEPolicyObject" />





<xs:enumeration value="ExtendedACEPolicyObject" />





<xs:enumeration value="ACLPolicyObject" />





<xs:enumeration value="PortListPolicyObject" />





<xs:enumeration value="SLAMonitorPolicyObject" />




</xs:restriction>



</xs:simpleType>



<xs:simpleType name="OperationStatus">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="SUCCESS" />





<xs:enumeration value="FAILED" />




</xs:restriction>



</xs:simpleType>


<xs:complexType name="FirewallACLSettingsPolicy">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BasePolicy">





<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">






<!-- aclName is mandatory if request has Global interface or if user 






defined acl is set as true. if useUserDefinedACLName defined aclname is true 






then aclName will be ignored -->





<xs:element name="aclName" type="xs:string" minOccurs="0"






maxOccurs="1" />






<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier"






minOccurs="0" maxOccurs="1" />






<xs:element name="trafficDirection" minOccurs="1"






maxOccurs="1">







<xs:simpleType>








<xs:restriction base="xs:string">









<xs:enumeration value="In" />









<xs:enumeration value="Out" />








</xs:restriction>







</xs:simpleType>






</xs:element>






<xs:element name="useUserDefinedACLName" type="xs:boolean"






minOccurs="1" maxOccurs="1" />






<xs:element name="enablePerUserDownloadableACLs" type="xs:boolean"






minOccurs="1" maxOccurs="1" />






<xs:element name="enableObjectGroupSearch" type="xs:boolean"






minOccurs="1" maxOccurs="1" />






<xs:element name="enableAccessListCompilation" type="xs:boolean"






minOccurs="0" maxOccurs="1" />





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>



<xs:simpleType name="PolicyConfigType">




<xs:restriction base="xs:token">





<xs:enumeration value="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" />





<xs:enumeration value="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" />





<xs:enumeration value="FirewallACLSettingsPolicy" />




</xs:restriction>



</xs:simpleType>


        <xs:element name="policyObjectsListByTypeRequest" type="PolicyObjectsListByTypeRequest" />



<xs:complexType name="PolicyObjectsListByTypeRequest">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="policyObjectType" type="PolicyObjectType"








minOccurs="1" maxOccurs="1" />






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>



<xs:complexType name="PolicyObjectsListResponse">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="BaseReqResp">






<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">







<xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1">








<xs:complexType>









<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">










<!-- ALL DEFINED POLICY OBJECT TYPES -->









<xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="slaMonitorPolicyObject" type="SLAMonitorPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="stdAcePolicyObject" type="StandardACEPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="extendedACEPolicyObject" type="ExtendedACEPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="identityUserGroupPolicyObject"










type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject"










minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />










<!-- ....... all other policy objects .. -->








</xs:sequence>








</xs:complexType>







</xs:element>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>


</xs:schema>


11.3 Event XSD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm">


<xs:include schemaLocation="common.xsd"/>


<xs:simpleType name="EventType">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="syslog"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:simpleType name="EventFormat">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="xml"/>




<xs:enumeration value="plainText"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:simpleType name="EventCategory">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="configChange"/>




<xs:enumeration value="deviceStatus"/>




</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:element name="event" type="Event"/>


<xs:complexType name="Event">



<xs:choice>




<xs:element name="configChange" type="ConfigChangeEvent"/>



</xs:choice>


</xs:complexType>


<xs:simpleType name="UpdateType">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="NO_OOB"/>




<xs:enumeration value="OOB"/>




<xs:enumeration value="DEVICE_DOWN"/>


            

<xs:enumeration value="DEVICE_UP"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:simpleType name="DeploymentType">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="Device"/>




<xs:enumeration value="File"/>




<xs:enumeration value="AUS"/>




<xs:enumeration value="CNS"/>




<xs:enumeration value="TMS"/>




<xs:enumeration value="Unknown"/>




<xs:enumeration value="NOT_APPLICABLE"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:complexType name="BaseEventDetails">



<xs:sequence>




<xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="eventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="eventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="time" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="content" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>


<xs:complexType name="DeviceSpecificEvent">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BaseEventDetails">





<xs:sequence>






<xs:element name="srcIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="srcGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="srcDns" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="srcOSType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>


<!-- Config Change Event -->


<xs:element name="configChangeEvent" type="ConfigChangeEvent"/>


<xs:complexType name="ConfigChangeEvent">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="DeviceSpecificEvent">





<xs:sequence>






<xs:element name="deploymentType" type="DeploymentType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>







<xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






</xs:sequence>





</xs:extension>




</xs:complexContent>



</xs:complexType>


   
<xs:element name="deviceStatusEvent" type="DeviceStatusEvent"/>



<xs:complexType name="DeviceStatusEvent">




<xs:complexContent>





<xs:extension base="DeviceSpecificEvent">






<xs:sequence>






<xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>


<xs:complexType name="EventFilterItem">



<xs:sequence>




<xs:element name="filterEventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="filterEventFormat" type="EventFormat" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="filterEventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>


<xs:complexType name="SyslogServer">



<xs:sequence>




<xs:element name="port" type="xs:positiveInteger" default="514" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="destAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>


<xs:element name="eventSubRequest" type="EventSubRequest"/>


<xs:complexType name="EventSubRequest">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BaseReqResp">





<xs:sequence>






<xs:element name="op" type="SubscriptionOperation" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="eventFilterItem" type="EventFilterItem" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>






<xs:element name="syslogServer" type="SyslogServer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>


<xs:element name="eventSubResponse" type="EventSubResponse"/>


<xs:complexType name="EventSubResponse">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BaseReqResp">





<xs:sequence>






<xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>

</xs:schema>

11.4 Utility XSD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2011 (http://www.altova.com) by BRIAN MCMAHON (CISCO) -->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="csm" targetNamespace="csm">


<xs:include schemaLocation="common.xsd"/>


<xs:simpleType name="Result">



<xs:restriction base="xs:token">




<xs:enumeration value="ok"/>




<xs:enumeration value="timeout"/>




<xs:enumeration value="failed"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>


<xs:complexType name="DeviceReadOnlyCLICmd">



<xs:sequence>




<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">





<xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




</xs:choice>




<xs:element name="cmd" minOccurs="1" maxOccurs="1">






<xs:simpleType>







<xs:restriction base="xs:string">








<xs:pattern value="[sS][hH][oO][wW]"/>







</xs:restriction>






</xs:simpleType>





</xs:element>





<xs:element name="argument" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





<xs:element name="execTimeout" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                


<xs:simpleType>


                    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">


                             


<xs:minInclusive value="1"/>


                 

          </xs:restriction>


                


</xs:simpleType>




    </xs:element>



</xs:sequence>


</xs:complexType>


<xs:complexType name="DeviceCmdResult">



<xs:sequence>




<xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="result" type="Result" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>




<xs:element name="resultContent" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>


<xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest" type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest"/>


<xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BaseReqResp">





<xs:sequence>






<xs:element name="deviceReadOnlyCLICmd" type="DeviceReadOnlyCLICmd" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>


<xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse" type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse"/>


<xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse">



<xs:complexContent>




<xs:extension base="BaseReqResp">





<xs:sequence>






<xs:element name="deviceCmdResult" type="DeviceCmdResult" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>





</xs:sequence>




</xs:extension>



</xs:complexContent>


</xs:complexType>

</xs:schema>

ドキュメントの最後

<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


<gid>00000000-0000-0000-0000-012884901983</gid>


<name/>


<lastUpdateTime>2014-03-03T13:00:28.57Z</lastUpdateTime>


<updatedByUser>asbabu</updatedByUser>


<lastCommitTime>2014-03-03T13:00:37.142Z</lastCommitTime>


<ticketId>asbabu_03.Mar.2014_18.30.15</ticketId>


<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type>


<orderId>0</orderId>


<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation>


<description> </description>


<configState>committed</configState>


<sectionName>london</sectionName>


<policyName>Global/Europe/UK</policyName>


<isEnabled>true</isEnabled>


<direction>In</direction>


<permit>false</permit>


<interfaceRoleObjectGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid>


</interfaceRoleObjectGIDs>


<sources>


<networkObjectGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000102</gid>


</networkObjectGIDs>


</sources>


<destinations>


<networkObjectGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000102</gid>


</networkObjectGIDs>


</destinations>


<services>


<serviceObjectGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid>


</serviceObjectGIDs>


</services>


<logOptions>


<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled>


<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging>


</logOptions>


</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>





<xs:simpleType name="ObjectIdentifier">�        <xs:restriction base="xs:string">�            <xs:pattern value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"�            > </xs:pattern>�        </xs:restriction>�    </xs:simpleType>�    �    <xs:complexType name="ObjectIdentifierList">�		<xs:sequence>


			<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>�    </xs:complexType>�





<xs:complexType name="BaseObject">


	<xs:sequence>


		<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		<xs:element name="lastUpdateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		<xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


		<xs:element name="updatedByUser" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		<xs:element name="lastCommitTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		<xs:element name="ticketId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		<xs:element name="activityName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


	</xs:sequence>


</xs:complexType>





	<xs:complexType name="Device">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseObject">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="osType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="osVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="imageName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="sysObjectID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="fullConfig" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="mgmtInterface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="interfaceList" type="InterfaceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="virtualContextList" type="Device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


					<xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="InterfaceList">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="interface" type="Interface" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="Interface">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="identifier" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="ipInterface" type="IPInterfaceAttrs" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


			<xs:element name="macInterface" type="MACInterfaceAttrs" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="MACInterfaceAttrs">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="macAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="IPInterfaceAttrs">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="domainName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="ipAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="isNatAddress" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="realIpAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="DeviceGroup">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseObject">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="path" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="device" type="Device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


					<xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="DeviceGroupPath">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="pathItem" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="PortIdentifier">


		<xs:sequence>


			<!-- for non-modular chassis or chassis with a continuous port numbering scheme slot/module are not included -->


			<xs:element name="slotNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="moduleNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="portNum" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="BaseError">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="code" type="xs:unsignedLong" maxOccurs="1"></xs:element>


			<xs:element name="description" type="xs:string" maxOccurs="1"></xs:element>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="BaseReqResp">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="protVersion" type="xs:double" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="reqId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="startIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="endIndex" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="totalCount" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="error" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>





URL:


https://hostname/nbi/login





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:loginRequest xmlns:csm="csm">


<protVersion>1.0</protVersion>


<reqId>123</reqId>


<username>admin</username>


<password>admin</password>


<heartbeatRequested>true</heartbeatRequested>


<callbackUrl>https://10.106.134.111/nbi/login</callbackUrl>


</csm:loginRequest>














<xs:element name="loginRequest" type="LoginRequest"/>


<xs:complexType name="LoginRequest">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp">


			<xs:sequence>


				<xs:element name="username" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				<xs:element name="password" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				<xs:element name="heartbeatRequested" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				<xs:element name="callbackUrl" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			</xs:sequence>


		</xs:extension>


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>








HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Content:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<loginResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<serviceVersion>1.0.1</serviceVersion>


<sessionTimeoutInMins>15<sessionTimeoutInMins>


</loginResponse>








<xs:element name="loginResponse" type="LoginResponse"/>


<xs:complexType name="LoginResponse">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp">


			<xs:sequence>


				<xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				<xs:element name="sessionTimeoutInMins" type="xs:positiveInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			</xs:sequence>


		</xs:extension>


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>








URL:





https://csm-clienthost/heartbeatCallback





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<heartbeatCallbackRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


</heartbeatCallbackRequest>








URL:





https://hostname/nbi/logout





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<logoutRequest>


<protVersion>1.0</protVersion>


<reqId>123</reqId>


</logoutRequest>








<xs:element name="logoutRequest" type="LogoutRequest"/>


<xs:complexType name="LogoutRequest">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp"/>


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<logoutResponse>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


		</logoutResponse>








<xs:element name="logoutResponse" type="LogoutResponse"/>


<xs:complexType name="logoutResponse">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp"/>


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/ping





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


	<pingRequest>


		<protVersion>1.0</protVersion>


		<reqId>123</reqId>


	</pingRequest>








<xs:element name="pingRequest" type="PingRequest"/>


<xs:complexType name="PingRequest">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp">


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>


�





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


	<pingResponse>


		<protVersion>1.0</protVersion>


		<reqId>123</reqId>


	</pingResponse>








<xs:element name="pingResponse" type="PingResponse"/>


<xs:complexType name="PingResponse">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp">


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>


��





	<xs:complexTypename="BasePolicy" >


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseObject">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="orderId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:elementname="isMandatoryAggregation" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





	<xs:complexType name="BasePolicyObject" >


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseObject">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="nodeGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isProperty" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="subType" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isGroup" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="refGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="configState" type="ConfigurationState" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="NetworkInterfaceObjectsRefs">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="interfaceRoleObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="NetworkObjectsRefs">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="networkObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


         <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRef">


             <xs:sequence>


                 <xs:choice>


                     <xs:element name="securityGrpObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                     <xs:element name="secName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                     <xs:element name="secTag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                 </xs:choice>


             </xs:sequence>


         </xs:complexType>


         <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRefs">


             <xs:sequence>


                 <xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


             </xs:sequence>


         </xs:complexType>


<xs:complexType name="IdentityUserGrpObjectsRefs">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="identityUserGrpObjectGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


			<xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="NetworkObjectRefs">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="networkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="NetworkOrIPRef">


		<xs:choice>


			<xs:element name="hostOrNetworkObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


		</xs:choice>


	</xs:complexType>





  <xs:complexType name="NetworkPolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence>


                    <xs:choice>


                        <xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                        <xs:element name="ipData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                    </xs:choice>


                    <xs:element name="fqdnData" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                        <xs:complexType>


                            <xs:sequence>


                                <xs:element name="value" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                <xs:element name="isIPv4Only" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                            </xs:sequence>


                        </xs:complexType>


                    </xs:element>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>





	<xs:complexType name=”IdentityUserGroupPolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="userNameData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


					<xs:element name="userGroupData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="PortListPolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


					<xs:element name="startPort" type="PortIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="endPort" type="PortIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>


>








	<xs:complexType name="ServiceParameters">


		<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


			<xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="sourcePort" minOccurs="0" maxOccurs="1">


				<xs:complexType>


					<xs:choice>


						<xs:element name="port" type="xs:unsignedInt"/>


						<xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					</xs:choice>


				</xs:complexType>


			</xs:element>


			<xs:element name="destinationPort" minOccurs="0" maxOccurs="1">


				<xs:complexType>


					<xs:choice>


						<xs:element name="port" type="xs:unsignedInt"/>


						<xs:element name="portRefGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					</xs:choice>


				</xs:complexType>


			</xs:element>


			<xs:element name="icmpMessage" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="ServicePolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">


					<xs:element name="serviceParameters" type="ServiceParameters" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<xs:complexType name="InterfaceRolePolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="pattern" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





	<xs:complexType name="TimeRangePolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="startTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="endTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="recurrence" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


						<xs:complexType>


							<xs:choice>


								<xs:element name="dayOfWeekInterval">


									<xs:complexType>


										<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


											<xs:element name="dayOfWeek" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


											<xs:element name="startTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


											<xs:element name="endTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


										</xs:sequence>


									</xs:complexType>


								</xs:element>


								<xs:element name="weeklyInterval">


									<xs:complexType>


										<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


											<xs:element name="startDay" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


											<xs:element name="startTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


											<xs:element name="endDay" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


											<xs:element name="endTime" type="xs:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


										</xs:sequence>


									</xs:complexType>


								</xs:element>


							</xs:choice>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="StandardACEPolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="networkGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="doLogging" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





	<xs:complexType name="ExtendedACEPolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="sourceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="destinationGID" type=" ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="serviceGID" type=" ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="doLogging" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="logInterval" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="logLevel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


<xs:element name="logOption" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="permit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





	<xs:complexType name="ACLPolicyObject">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicyObject">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="references" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


								<xs:element name="sequenceNumber" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:choice>


									<xs:element name="aclObjectReferenceGID" type="ObjectIdentifier"/>


									<xs:element name="aceReferenceGID" type="ObjectIdentifier"/>


								</xs:choice>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





    <xs:complexType name="SecurityGroupPolicyObject">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BasePolicyObject">


                <xs:sequence>


                    <xs:element name="securityTag" type="SecurityGrpObjectsRef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


    </xs:complexType>





   <xs:complexType name="SecurityGrpObjectsRef">


        <xs:sequence>


            <xs:choice>


                <xs:element name="securityGrpObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                <xs:element name="secName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                <xs:element name="secTag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


            </xs:choice>


        </xs:sequence>


    </xs:complexType>





    <xs:complexType name="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="DeviceAccessRuleFirewallPolicy">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="sourceSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="destinationSG" type="SecurityGrpObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                 </xs:sequence>


            </xs:extension>


    </xs:complexContent>


    </xs:complexType>





<xs:complexType name="FirewallACLSettingsPolicy">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BasePolicy">


			<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<!-- aclName is mandatory if request has Global interface or if user 


					defined acl is set as true. if useUserDefinedACLName defined aclname is true 


					then aclName will be ignored -->


				<xs:element name="aclName" type="xs:string" minOccurs="0"


					maxOccurs="1" />


				<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier"


					minOccurs="0" maxOccurs="1" />


				<xs:element name="trafficDirection" minOccurs="1"


					maxOccurs="1">


					<xs:simpleType>


						<xs:restriction base="xs:string">


							<xs:enumeration value="In" />


							<xs:enumeration value="Out" />


						</xs:restriction>


					</xs:simpleType>


				</xs:element>


				<xs:element name="useUserDefinedACLName" type="xs:boolean"


					minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				<xs:element name="enablePerUserDownloadableACLs" type="xs:boolean"


					minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				<xs:element name="enableObjectGroupSearch" type="xs:boolean"


					minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				<xs:element name="enableAccessListCompilation" type="xs:boolean"


					minOccurs="0" maxOccurs="1" />


			</xs:sequence>


		</xs:extension>


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>





<xs:complexType name="DeviceStaticRoutingFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="networks" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


								<xs:element name="networkObjectIdentifierGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="gateway" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


								<xs:element name="hostObjectIdentifierGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="ipv4Data" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="metric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="tunnelled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="slaMonitorGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


	


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="DeviceStaticRoutingRouterPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="destinationNetwork" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:choice>


								<xs:element name="useAsDefaultRoute" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="prefix" minOccurs="1" maxOccurs="1">


									<xs:complexType>


										<xs:choice>


											<xs:element name="networkObjectReferenceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


											<xs:element name="ipV4Data" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


										</xs:choice>


									</xs:complexType>


								</xs:element>


							</xs:choice>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="fowarding" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:choice>


								<xs:element name="forwardingInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="forwardingIPAddress" minOccurs="1" maxOccurs="1">


									<xs:complexType>


										<xs:choice>


																						<xs:element name="hostObjectReferenceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


											<xs:element name="ipv4HostAddress" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


										</xs:choice>


									</xs:complexType>


								</xs:element>


							</xs:choice>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="distanceMetric" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isPermanentRoute" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="InterfaceNATRouterPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isNatInside" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesRouterPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="staticRuleType" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:simpleType>


							<xs:restriction base="xs:string">


								<xs:enumeration value="Static Host"/>


								<xs:enumeration value="Static Network"/>


								<xs:enumeration value="Static Port"/>


							</xs:restriction>


						</xs:simpleType>


					</xs:element>


					<xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:choice>


								<xs:element name="originalIP" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:choice>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="portRedirection" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="protocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="localPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="globalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="noAlias" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="noPayload" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="createExtTransEntry" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesRouterPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="trafficFlowAclObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="translated" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:choice>


								<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="addressPool" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


							</xs:choice>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="settings" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="enablePortTrans" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="noTransVPN" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="DeviceNATTimeoutsRouterPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="maxEntriesInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="timeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="udpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="dnsTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="tcpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="finRstTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="icmpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="pptpTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="synTimeoutInSecs" type="xs:unsignedLong" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="InterfaceNATAddressPoolFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="interfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="ipAddressRange" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="DeviceNATTransOptionsFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="isEnableTrafficWithoutTrans" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isXlateByPass" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<xs:complexType name="InterfaceNATTransExemptionsFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isExempt" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="original" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="destinations" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="fwsmAdvancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





	<xs:complexType name="InterfaceNATDynamicRulesFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="original" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<xs:complexType name="InterfaceNATPolicyDynamicRulesFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="poolId" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="original" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="outsideNAT" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="destinations" type="NetworkInterfaceObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="serviceData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


								<xs:element name="serviceObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:complexType name="InterfaceNATStaticRulesFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="isRuleEnabled" type=xs:boolean” minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="translationType" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:simpleType>


							<xs:restriction base="xs:string">


								<xs:enumeration value="NAT"/>


								<xs:enumeration value="PAT"/>


							</xs:restriction>


						</xs:simpleType>


					</xs:element>


					<xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="original" type="NetworkOrIPRef" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="translated" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="policyNAT" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="destAddress" type="NetworkObjectsRefs" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="services" minOccurs="1" maxOccurs="1">


									<xs:complexType>


										<xs:sequence>


											<xs:element name="serviceData" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


											<xs:element name="serviceObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


										</xs:sequence>


									</xs:complexType>


								</xs:element>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="translatedPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="advancedOptions" type="FirewallNATAdvancedOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<xs:complexType name="PatOptions">


        		<xs:sequence>


			<xs:element name="patAddressPool" minOccurs="0" maxOccurs="1">


				<xs:complexType>


					<xs:choice>


						<xs:element name="patPoolAddressGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


						<xs:element name="interfaceKeyword" type="xs:string" fixed="interface" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					</xs:choice>


				</xs:complexType>


			</xs:element>


			<xs:element name="isPatAllocatedInRoundRobin" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


         	 </xs:sequence>


    	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="InterfaceNATManualFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="isRuleEnabled" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="section" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:simpleType>


							<xs:restriction base="xs:unsignedInt">


								<xs:enumeration value="1"/>


								<xs:enumeration value="2"/>


								<xs:enumeration value="3"/>


							</xs:restriction>


						</xs:simpleType>


					</xs:element>


					<xs:element name="realInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:choice>


								<xs:element name="realInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="realInterfaceName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


							</xs:choice>


						</xs:complexType>


					</xs:element>					


					<xs:element name="mappedInterface" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:choice>


								<xs:element name="mappedInterfaceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="mappedInterfaceName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


							</xs:choice>


						</xs:complexType>


					</xs:element>					


					<xs:element name="source" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                                						<xs:complexType>


                                							<xs:sequence>


                                								<xs:element name="objectGID" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                								<xs:element name="patPool" type="PatOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                							</xs:sequence>


                                						</xs:complexType>


                               					 </xs:element>							


</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="destination" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="natType" type="NATType" fixed="Static" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="originalObject" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="translatedObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="service" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="transObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


					<xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="direction" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:simpleType>


							<xs:restriction base="xs:string">


								<xs:enumeration value="Unidirectional"/>


								<xs:enumeration value="Bidirectional"/>


							</xs:restriction>


						</xs:simpleType>


					</xs:element>


					<xs:element name="isNoProxyARP" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isRouteLookUp" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








    <xs:complexType name="InterfaceNAT64ManualFirewallPolicy">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base=" InterfaceNATManualFirewallPolicy ">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="isInterfaceIPv6" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isNetToNet" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                 </xs:sequence>


            </xs:extension>


    </xs:complexContent>


    </xs:complexType>





	<xs:complexType name="InterfaceNATObjectFirewallPolicy">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BasePolicy">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="section" fixed="2" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:simpleType>


							<xs:restriction base="xs:unsignedInt">


								<xs:enumeration value="1"/>


								<xs:enumeration value="2"/>


								<xs:enumeration value="3"/>


							</xs:restriction>


						</xs:simpleType>


					</xs:element>


					<xs:element name="realInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="mappedInterface" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="natType" type="NATType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="originalObjectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


                   				 <xs:element name="translated" minOccurs="0" maxOccurs="1">


                                			<xs:complexType>


                                				<xs:sequence>


                                					<xs:element name="objectGID" type="NetworkObjectRefs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                					<xs:element name="patPool" type="PatOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                                				</xs:sequence>


                                			</xs:complexType>


</xs:element>					


<xs:element name="isTransDNSReplies" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isNoProxyARP" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="isRouteLookUp" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="service" minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="protocol" type="IPTransportProtocol" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="originalPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="transPort" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





    <xs:complexType name=" InterfaceNAT64ObjectFirewallPolicy ">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base=" InterfaceNATObjectFirewallPolicy ">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="isInterfaceIPv6" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


                    <xs:element name="isNetToNet" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>   


                 </xs:sequence>


            </xs:extension>


    </xs:complexContent>


    </xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/GetServiceInfo 





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


	<getServiceInfoRequest>


		<protVersion>1.0</protVersion>


		<reqId>123</reqId>


	</getServiceInfoRequest>











	<xs:element name="getServiceInfoRequest" type="GetServiceInfoRequest"/>


	<xs:complexType name="GetServiceInfoRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp"/>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<ns1:getServiceInfoResponse xmlns:ns1="csm">


<protVersion>1.0</protVersion>


<reqId>123</reqId>


<serviceVersion>1.0</serviceVersion>


<serviceName>CSM Configuration Service</serviceName>


<serviceDesc>A configuration service that enables network services configuration to be retrieved</serviceDesc>


</ns1:getServiceInfoResponse>








	<xs:element name="getServiceInfoResponse" type="GetServiceInfoResponse"/>


	<xs:complexType name="GetServiceInfoResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="serviceVersion" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="serviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="serviceDesc" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/getGroupList





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<groupListRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<includeEmptyGroups>false</includeEmptyGroups>


</groupListRequest>








	<xs:element name="groupListRequest" type="GroupListRequest"/>


	<xs:complexType name="GroupListRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="includeEmptyGroups" type="xs:boolean"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





	<xs:element name="groupListResponse" type="GroupListResponse"/>


	<xs:complexType name="GroupListResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="deviceGroup" type="DeviceGroup"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>











URL:





https://hostname/nbi/configservice/getDeviceListByType





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<deviceListByCapabilityRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<deviceCapability>firewall</deviceCapability>


</deviceListByCapabilityRequest>











<xs:element name="deviceListByCapabilityRequest" type="DeviceListByCapabilityRequest"/>


	<xs:complexType name="DeviceListByCapabilityRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<deviceListResponse>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<deviceId>


		<gid>00000000-0000-0000-0000-12211312321</gid>


		<deviceCapability>firewall</deviceCapability>


		<ipv4Address>12.1.1.1</ipv4Address>


	</deviceId>


</deviceListResponse>








<xs:element name="deviceListResponse" type="DeviceListResponse"/>


	<xs:complexType name="DeviceListResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="deviceId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


								<xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="ipv4Address" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


								<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/getDeviceListByGroup





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<deviceListByGroupRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<deviceGroupPath>


		<pathItem>building10</pathItem>


		<pathItem>4th floor</pathItem>


	</deviceGroupPath>


</deviceListByGroupRequest>











	<xs:element name="deviceListByGroupRequest" type="DeviceListByGroupRequest"/>


	<xs:complexType name="DeviceListByGroupRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="deviceGroupPath" type="DeviceGroupPath"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/getDeviceConfigByGID





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<deviceConfigByGIDRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-051539607555</gid>


</deviceConfigByGIDRequest>











	<xs:element name="deviceConfigByGIDRequest" type="DeviceConfigByGIDRequest"/>


	<xs:complexType name="DeviceConfigByGIDRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<deviceConfigResponse>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


				<device>


					<gid>00000000-0000-0000-0000-214748364932</gid>


					<name>10.77.208.138</name>


					<lastUpdateTime>2011-05-26T00:11:53Z</lastUpdateTime>


					<osType>asa</osType>


					<osVersion>8.4(1)</osVersion>


					<imageName>disk0:/asa831-k8.bin</imageName>


					<fullConfig>


						<!— will contain the full config of the device -->


					</fullConfig>


					<mgmtInterface>


						<type>Management</type>


						<identifier>mgmt</identifier>


						<ipInterface>


							<ipAddress>10.77.208.138/255.255.255.0</ipAddress>


						</ipInterface>


					</mgmtInterface>


					<interfaceList>


						<interface>


							<type>GigabitEthernet</type>


							<identifier>outside</identifier>


							<ipInterface>


									<ipAddress>20.10.30.42/255.255.255.0</ipAddress>


							</ipInterface>


						</interface>


						<interface>


							<type>FastEthernet</type>


							<identifier>FastEthernet5/1</identifier>


							<ipInterface>


									<ipAddress>20.10.30.45/255.255.255.0</ipAddress>


							</ipInterface>


						</interface>


						</interfaceList>


				<configState>committed</configState>


			</device>


</deviceConfigResponse>








	<xs:element name="deviceConfigResponse" type="DeviceConfigResponse"/>


	<xs:complexType name="DeviceConfigResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="device" type="Device"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/getDeviceConfigByName





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<deviceConfigByNameRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<name>rtr-1.cisco.com</name>


</deviceConfigByNameRequest>











	<xs:element name="deviceConfigByNameRequest" type="DeviceConfigByNameRequest"/>


	<xs:complexType name="DeviceConfigByNameRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="name" type="xs:string"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/getPolicyListByDeviceGID





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<policyListByDeviceGIDRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-000023456781</gid>


</policyListByDeviceGIDRequest>








	<xs:element name="policyListByDeviceGIDRequest" type="PolicyListByDeviceGIDRequest"/>


	<xs:complexType name="PolicyListByDeviceGIDRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<policyListDeviceResponse>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<policyList>


		<policyDesc>


			<name>— local --</name>


			<type>DeviceOSPFPolicy</type>


		</policyDesc>


		<policyDesc>


			<name>MySharedPolicy</name>


			<type> DeviceAccessRuleFirewallPolicy </type>


		</policyDesc>


	</policyList>


</policyListDeviceResponse>








		<xs:element name="policyListDeviceResponse" type="PolicyListDeviceResponse"/>


	<xs:complexType name="PolicyListDeviceResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="policyList" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element name="policyDesc" type="EntityDescriptor" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/getPolicyConfigByName





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<policyConfigByNameRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<name>global FW policy-1</name>


	<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


</policyConfigByNameRequest>








	<xs:element name="policyConfigByNameRequest" type="PolicyConfigByNameRequest"/>


	<xs:complexType name="PolicyConfigByNameRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








	<xs:element name="policyConfigResponse" type="PolicyConfigResponse"/>


	<xs:complexType name="PolicyConfigResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="policy" type="BasePolicy"/>


					<xs:element name="policyObject" type="BasePolicyObject"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/getPolicyConfigById





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<policyConfigByDeviceGIDRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-004294967927</gid>


	<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


</policyConfigByDeviceGIDRequest>








	<xs:element name="policyConfigByDeviceGIDRequest" type="PolicyConfigByDeviceGIDRequest"/>


	<xs:complexType name="PolicyConfigByDeviceGIDRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier"/>


					<xs:element name="policyType" type="string"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:


http://hostname/nbi/configservice/getSharedPolicyListByType





HTTP Header:


Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:


<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


< policyNamesByTypeRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


</ policyNamesByTypeRequest>





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<policyNamesResponse>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


	<policy>


		<name>policy-1</name>


		<deviceAssignments>


				<device>


					<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-004294967308</deviceGID>


					<deviceName>1.1.1.1</deviceName>


				</device>	


	</deviceAssignments>


	</policy>


	<policy>


		<name>policy-2</name>


		<deviceAssignments>


				<device>


					<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-004294967309</deviceGID>


					<deviceName>1.1.1.2</deviceName>


				</device>	


		</deviceAssignments>


	</policy>


</policyNamesResponse>








<xs:element name="policyNamesResponse" type="PolicyNamesResponse"/>


<xs:complexType name="PolicyNamesResponse">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp">


			<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<xs:element name="policyTYpe" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				<xs:element name="policy" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


					<xs:complexType>


						<xs:sequence>


							<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


							<xs:element name="deviceAssignments" minOccurs="0" maxOccurs="1">


								<xs:complexType>


									<xs:sequence>


										<xs:element name="device" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded”>


											<xs:complexType>


												<xs:sequence>


													<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


													<xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


												</xs:sequence>


											</xs:complexType>


										</xs:element>


									</xs:sequence>


								</xs:complexType>


							</xs:element>


						</xs:sequence>


					</xs:complexType>


				</xs:element>


			</xs:sequence>


</xs:extension>


</xs:complexContent>


</xs:complexType>


		

















URL:





https://hostname/nbi/configservice/createCSMSession





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 2-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>�<p:newCSMSessionRequest xmlns:p="csm">�<csmSessionDescription>creating CSM API session to test</csmSessionDescription>�</p:newCSMSessionRequest>











<xs:element name="newCSMSessionRequest" type="CSMSessionRequest" />


<xs:complexType name="CSMSessionRequest">


	<xs:complexContent>


		<xs:extension base="BaseReqResp">


			<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<xs:element name="csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="0"


						maxOccurs="1" />


				<xs:element name="csmSessionDescription" type="xs:string"


						minOccurs="0" maxOccurs="1" />


			</xs:sequence>


		</xs:extension>


	</xs:complexContent>


</xs:complexType>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<ns1:csmSessionResponse xmlns:ns1="csm">


	<protVersion>1.0</protVersion>


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-017179869189</csmSessionGID>


</ns1:csmSessionResponse>





	<xs:element name="csmSessionResponse" type="CSMSessionResponse" />


	<xs:complexTypename="CSMSessionResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"


						minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





Method : POST


URL : https://hostname/nbi/configservice/validateCSMSession


Headers : Content-Type:text/xml


Body :


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>�<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm">� <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID>�</ns1:csmSessionOperationRequest>








	<xs:element name="csmSessionOperationRequest" type="CSMSessionOperationRequest"/>


	<xs:complexType name="CSMSessionOperationRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:choice id="select">


						<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"


							minOccurs="1" maxOccurs="1" />


						<xs:element name=" csmSessionName" type="xs:string" minOccurs="1"


							maxOccurs="1" />


					</xs:choice>


					<xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0"


						maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<ns1:csmSessionValidationResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<statusCode>SUCCESS</statusCode>


<validationMessage>CSM Session Validation successful</validationMessage>


<validationResults>


	<validationResult>


		<deviceGID>


			<gid>00000000-0000-0000-0000-004294967310</gid>


		</deviceGID>


	<validationDetails>


		<title>


			FWSVC Access Rules Warning in Rule ASA warning - more details


		</title>


		<severity>Warning</severity>


	<description>	


FWSVC Access Rules Warnings -> The following interface roles inside ,test-ether , do not exist on device. Rules for these interfaces will not be generated on device


		</description>


		<action>


			Please specify Interface Roles in Rule which match those on device


		</action>


	</validationDetails>


	</validationResult>


</validationResults>


</ns1:csmSessionValidationResponse>





	<xs:element name="csmSessionValidationResponse" type="CSMSessionValidationResponse" />


      <xs:complexType name="CSMSessionValidationResponse">


            <xs:complexContent>


                  <xs:extension base="BaseReqResp">


                  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                  <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


<xs:element name=""approvalRequired" type="xs:boolean"	minOccurs="1" maxOccurs="1" />


                  <xs:element name="validationMessage" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


                  <xs:element name="validationResults" type="ValidationResults" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


                  </xs:sequence>


               </xs:extension>


            </xs:complexContent>


      </xs:complexType>


      


    <xs:complexType name="ValidationResults">


            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


              <xs:element name="validationResult" type="ValidationResult" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


            </xs:sequence>


      </xs:complexType>


      <xs:complexType name="ValidationResult">


            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


                <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


                <xs:element name="validationDetails" type="ValidationDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


            </xs:sequence>


      </xs:complexType>


      <xs:complexType name="ValidationDetails">


            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


                  <xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="1"


                        maxOccurs="1" />


                  <xs:element name="severity" minOccurs="1" maxOccurs="1">


                        <xs:simpleType>


                              <xs:restriction base="xs:token">


                                    <xs:enumeration value="Critical" />


                                    <xs:enumeration value="Warning" />


                                    <xs:enumeration value="Info" />


                              </xs:restriction>


                        </xs:simpleType>


                  </xs:element>


                  <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1"


                        maxOccurs="1" />


                  <xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0"


                        maxOccurs="1" />


            </xs:sequence>


      </xs:complexType>








Method : POST


URL : https://hostname/nbi/configservice/submitCSMSession


Headers : Content-Type:text/xml


Body :


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>�<csm:submitCSMSessionRequest xmlns:csm="csm" xmlns:xsi="� HYPERLINK "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" �http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance��">�<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID>�<submitComments>Submission test</submitComments>�<continueOnWarnings>true</continueOnWarnings>�</csm:submitCSMSessionRequest>


						





Method : POST


URL : https://hostname/nbi/configservice/discardCSMSession


Headers : Content-Type:text/xml


Body :


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>�<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm">�  <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID>�</ns1:csmSessionOperationRequest>








<ns1:csmSessionResultResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<result>CSM Session discarded successfully!</result>


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589935876</csmSessionGID>


</ns1:csmSessionResultResponse>





<xs:element name="CSMSessionResultResponse" type="CSMSessionResultResponse" />


	<xs:complexTypename="CSMSessionResultResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extensionbase="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1"


						maxOccurs="1" />


					<xs:element name="CSMSessionGID" type="ObjectIdentifier"


						minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>	








Method : POST


URL : https://hostname/nbi/configservice/approveCSMSession


Headers : Content-Type:text/xml


Body :


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>�<ns1:csmApproveOperationRequest xmlns:ns1="csm">�<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-184683593741</csmSessionGID>�<approvalStatus>true</approvalStatus>�</ns1:csmApproveOperationRequest>


Note : Approval Status false for Rejecting the activity. It can be used in workflow enabled mode.





<xs:element name="csmApproveOperationRequest" type="CSMApproveOperationRequest" />


	<xs:complexType name="CSMApproveOperationRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:choice id="approveselect">


						<xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


						<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					</xs:choice>


					<xs:element name="comments" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="approvalStatus" type="xs:boolean"	minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<ns1:csmApproveResultResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<result>CSMSession ID Approve successfully!</result>


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589935912</csmSessionGID>


</ns1:csmApproveResultResponse>





<xs:element name="csmApproveResultResponse" type="CSMApproveResultResponse" />


	<xs:complexType name="CSMApproveResultResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="result" type="xs:string" minOccurs="1"


						maxOccurs="1" />


					<xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier"


						minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








Method : POST


URL : https://hostname/nbi/configservice/openCSMSession


Headers : Content-Type:text/xml


Body :


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>�<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm">� <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID>�</ns1:csmSessionOperationRequest>








Method : POST


URL : https://hostname/nbi/configservice/closeCSMSession


Headers : Content-Type:text/xml


Body :


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>�<ns1:csmSessionOperationRequest xmlns:ns1="csm">� <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719477096</csmSessionGID>�</ns1:csmSessionOperationRequest>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/addPolicyObject





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:addPolicyObjectRequest xmlns:csm="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-425201762587</csmSessionGID>


<enforceDuplicateDetection>false</enforceDuplicateDetection>


<networkPolicyObject>


<name>27_NO_1</name>


<parentGID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</parentGID>


<updatedByUser>dkakoll</updatedByUser>


<lastCommitTime>2014-02-27T04:53:09.36Z</lastCommitTime>


<ticketId>dkakoll_27.Feb.2014_10.22.05</ticketId>


<type>NetworkPolicyObject</type>


<comment></comment>


<nodeGID>00000000-0000-0000-0000-000000000001</nodeGID>


<isProperty>false</isProperty>


<subType></subType>


<isGroup>false</isGroup>


<ipData>1.19.0.3</ipData>


<ipData>1.19.0.4</ipData>


</networkPolicyObject>


</csm:addPolicyObjectRequest>





<xs:element name="addPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" />


<xs:complexType name="ManagePolicyObjectRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="CSMSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<!-- if Redundant/Duplicate object is detected, throw warning (set: true) or continue (set: false) with saving -->


					<xs:element name="enforceDuplicateDetection" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<!-- ALL Supported POLICY OBJECT TYPES -->


					<xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


					<xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


					<xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


					<xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


					<xs:element name="identityUserGroupPolicyObject" type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0"	maxOccurs="500" />


					<xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


					<xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="500" />					


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


</xs:complexType>





    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


    <ns1:addPolicyObjectResponse xmlns:ns1="csm">


	   <protVersion>1.0</protVersion>


  		 <message>CREATE Policy Object Operation Successful!</message>


    	 <resultObject>


        <objectGID>00000000-0000-0000-0000-425201762588</objectGID>


        <name>27_NO_1</name>


        <type>Network</type>


      </resultObject>


    </ns1:addPolicyObjectResponse>





<xs:element name="addPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" />


	<xs:complexType name="ManagePolicyObjectResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="resultObject" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


								<xs:element type="xs:string" name="objectGID" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


								<xs:element type="xs:string" name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


								<xs:element type="xs:string" name="type" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


								<xs:element type="xs:string" name="info" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/modifyPolicyObject





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<csm:modifyPolicyObjectRequest xmlns:csm="csm">


        <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-240518168641</csmSessionGID>


        <enforceDuplicateDetection>false</enforceDuplicateDetection>





        <servicePolicyObject>


                 <gid>00000000-0000-0000-0000-231928234391</gid>


                 <name>01_NbAPI_SPO</name>


                 <type>ServicePolicyObject</type>


                 <comment>Modified via NbAPI </comment>


                 <isProperty>false</isProperty>


                 <subType>SO</subType>


                 <isGroup>false</isGroup>


                 <serviceParameters>


                         <protocol>ip</protocol>


                         <icmpMessage/>


                 </serviceParameters>


        </servicePolicyObject>





</csm:modifyPolicyObjectRequest>





<xs:element name="modifyPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" />





<ns1:modifyPolicyObjectResponse xmlns:ns1="csm">


        <protVersion>1.0</protVersion>


        <message>MODIFY Policy Object Operation Successful!</message>


        <resultObject>


                 <objectGID>00000000-0000-0000-0000-231928234391</objectGID>


                <name>01_NbAPI_SPO</name>


                 <type>Service</type>


        </resultObject>


</ns1:modifyPolicyObjectResponse>





<xs:element name="modifyPolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" />





URL:





� HYPERLINK "https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyObject" �https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyObject�





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:








<csm:deletePolicyObjectRequest  xmlns:csm="csm">


        <csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-231928234184</csmSessionGID>





        <servicePolicyObject>


          <gid>193273528324</gid>


        </servicePolicyObject> 


        <timeRangePolicyObject>


          <gid>231928234007</gid>


        </timeRangePolicyObject> 


        <timeRangePolicyObject>


          <gid>231928234091</gid>


        </timeRangePolicyObject>





</csm:deletePolicyObjectRequest>





<xs:element name="deletePolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest" />





<ns1: deletePolicyObjectResponsexmlns:ns1="csm">


    <protVersion>1.0</protVersion>


    <message>DELETE Policy Object Operation Successful!</message>


</ns1: deletePolicyObjectResponse>





<xs:element name="deletePolicyObjectResponse" type="ManagePolicyObjectResponse" />





URL:





https://hostname/nbi/configservice/getPolicyObject








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:getPolicyObjectRequest xmlns:p="csm">


<networkPolicyObject>


   <name>0_test</name>


</networkPolicyObject>


</p:getPolicyObjectRequest>





<xs:element name="getPolicyObjectRequest" type="ManagePolicyObjectRequest"/>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


   <ns1:policyObjectConfigResponse xmlns:ns1="csm">


    <protVersion>1.0</protVersion>


    <policyObject>


     <networkPolicyObject>


      <gid>00000000-0000-0000-0000-322122547219</gid>


      <name>0_test</name>


      <lastUpdateTime>1970-01-01T00:00:00Z</lastUpdateTime>


      <parentGID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</parentGID>


      <type>NetworkPolicyObject</type>


      <comment> </comment>


      <nodeGID>00000000-0000-0000-0000-000000000001</nodeGID>


      <isProperty>true</isProperty>


      <subType>NN</subType>


      <isGroup>false</isGroup>


     </networkPolicyObject>


    </policyObject>


    <overrideDetails>


       <objectGID>00000000-0000-0000-0000-326417514595</objectGID>


       <parentGID>00000000-0000-0000-0000-322122547219</parentGID>


       <deviceGID>00000000-0000-0000-0000-034359738454</deviceGID>


    </overrideDetails>


    </ns1:policyObjectConfigResponse>





<xs:element name="policyObjectConfigResponse" type="PolicyObjectConfigResponse" />


	<xs:complexType name="PolicyObjectConfigResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="results" type="xs:string" minOccurs="0"


						maxOccurs="1" />


					<xs:element name="details" type="xs:string" minOccurs="0"


						maxOccurs="1" />


					<xs:element name="policyObject" minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


								<xs:element name="networkPolicyObject" type="NetworkPolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="portListPolicyObject" type="PortListPolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="servicePolicyObject" type="ServicePolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="interfaceRolePolicyObject" type="InterfaceRolePolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="timeRangePolicyObject" type="TimeRangePolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="slaMonitorPolicyObject" type="SLAMonitorPolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="aclPolicyObject" type="ACLPolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="stdAcePolicyObject" type="StandardACEPolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="extendedACEPolicyObject" type="ExtendedACEPolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="identityUserGroupPolicyObject"


									type="IdentityUserGroupPolicyObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


								<xs:element name="securityGroupPolicyObject" type="SecurityGroupPolicyObject"


									minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


			<xs:element name="overrideDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence>


							    <xs:element name="objectGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" maxOccurs="1" />


							    <xs:element name="parentGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" maxOccurs="1" />


								<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" maxOccurs="1" />





							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/getPolicyObjectByGID





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:getPolicyObjectByGID xmlns:p="csm">


    <gid>322122547219</gid>


    <gid>326417514521</gid>


</p:getPolicyObjectByGID>





	<xs:complexType name="GetPolicyObjectByGID">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">				


               <xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />				<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/getListOfDeployableDevices





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


   <ns1:deployableDevicesListRequest xmlns:ns1="csm">


     <protVersion>1.0</protVersion>


     <reqId>123</reqId>


   </ns1:deployableDevicesListRequest>





<xs:complexType name="DeployableDevicesListRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">	


                    </xs:sequence>


               </xs:extension>


          </xs:complexContent>


</xs:complexType>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 


  <ns1:deviceListResponse xmlns:ns1="csm">


    <protVersion>1.0</protVersion> 


    <reqId>123</reqId> 


   <deviceId>


     <deviceCapability>firewall</deviceCapability> 


     <deviceName>4.4.4.4</deviceName> 


     <ipv4Address>4.4.4.4</ipv4Address> 


     <sysObjectID>1.3.6.1.4.1.9.1.670</sysObjectID> 


     <gid>00000000-0000-0000-0000-004294968099</gid> 


   </deviceId>


  </ns1:deviceListResponse>





<xs:element name="deviceListResponse" type="DeviceListResponse" />


	<xs:complexType name="DeviceListResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:elementname="deviceId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


						<xs:complexType>


							<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


								<xs:element name="deviceCapability" type="DeviceCapability"


									minOccurs="1" maxOccurs="1" />


								<!-- ipv4address is made optional as there could be virtual contexts 


									configured without ip -->


								<xs:element name="deviceName" type="xs:string"


									minOccurs="1" maxOccurs="1" />


								<xs:element name="ipv4Address" type="xs:string"


									minOccurs="0" maxOccurs="1" />


								<xs:element name="sysObjectID" type="xs:string"


									minOccurs="1" maxOccurs="1" />


								<xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier"


									minOccurs="1" maxOccurs="1" />


							</xs:sequence>


						</xs:complexType>


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/deployConfigByGID





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:deployConfigRequest xmlns:csm="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>"


        <deviceGID>


            <gid>00000000-0000-0000-0000-004294967326</gid>


        </deviceGID>


        <deploymentOptions>


            <DeployOptions>device</DeployOptions>


        </deploymentOptions>


</csm:deployConfigRequest>





<xs:complexType name="deployDeviceAttrs">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="deployOptions">


				<xs:complexType>


					<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">


						<xs:element name="deployMethod" type="ObjectIdentifierList"


							minOccurs="0" maxOccurs="1" />


						<xs:choice>


							<xs:element name="device" type="xs:string" minOccurs="0"


								maxOccurs="1" fixed="device" />


							<xs:sequence>


								<xs:element name="file" type="xs:string" minOccurs="0"


									maxOccurs="1" fixed="file" />


								<xs:element name="filePath" type="xs:string"


									minOccurs="0" maxOccurs="1" />


							</xs:sequence>


						</xs:choice>


						<xs:element name="OOBdetectionbehavior" minOccurs="0"


							maxOccurs="1">


							<xs:simpleType>


								<xs:restriction base="xs:token">


									<xs:enumeration value="over write changes and show warnings" />


									<xs:enumeration value="cancel deployment" />


									<xs:enumeration value="do not check for changes" />


								</xs:restriction>


							</xs:simpleType>


						</xs:element>


					</xs:sequence>





				</xs:complexType>


			</xs:element>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>





<xs:element name="deployConfigRequest" type="DeployConfigRequest" />


	<xs:complexType name="DeployConfigRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifierList"


						minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<xs:element name="deploymentOptions" type="deployDeviceAttrs" minOccurs="0" maxOccurs=1" />


						<xs:element name="deploymentComments" type="xs:string"


						minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					</xs:element>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 


<ns1:deploymentResponse xmlns:ns1="csm">


  <protVersion>1.0</protVersion> 


  <status>Deployment Job creation Succeeded</status> 


  <deploymentGID>00000000-0000-0000-0000-004294968944</deploymentGID> 


  <deploymentJobName>admin123_job_2014-03-25 17:03:56.107</deploymentJobName> 


  <devicesInProgress>00000000-0000-0000-0000-004294968099</devicesInProgress> 


  <devicesFailureList /> 


</ns1:deploymentResponse>





<xs:element name="deploymentResponse" type="DeploymentResponse" />


	<xs:complexType name="DeploymentResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="status" type="xs:string"	minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="deploymentGID" type="ObjectIdentifier" maxOccurs="1" minOccurs="1"></xs:element>


					<xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="devicesInProgress" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />


					<xs:element name="devicesSuccessList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


					<xs:element name="devicesFailureList" type="DeploymentStatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>


	


	<xs:complexType name="DeploymentStatusDetails">


		<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


		    <xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


		    <xs:element name="deploymentMsgdetails" type="DeploymentDeviceMsgDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	


	<xs:complexType name="DeploymentStatus">


		<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


		  <xs:element name="deploymentstatus" type="DeploymentStatusDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	


	<xs:complexType name="DeploymentDeviceMsgDetails">


		<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">


			<xs:element name="Title" type="xs:string" minOccurs="1"


				maxOccurs="1" />


			<xs:element name="severityval" minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<xs:simpleType>


					<xs:restriction base="xs:token">


						<xs:enumeration value="Critical" />


						<xs:enumeration value="Warning" />


						<xs:enumeration value="Info" />


					</xs:restriction>


				</xs:simpleType>


			</xs:element>


			<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1"


				maxOccurs="1" />


			<xs:element name="action" type="xs:string" minOccurs="0"


				maxOccurs="1" />


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/getdeployJobStatus





<csm:deployJobStatusRequest xmlns:csm="csm">


       <deploymentJobName>admin_job_2014-03-26 13:00:38.28</deploymentJobName> 


</csm:deployJobStatusRequest>








<xs:element name="deployJobStatusRequest" type="DeployJobStatusRequest"/>


	<xs:complexType name="DeployJobStatusRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


			   <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<xs:choice id="selectReqType">


				   <xs:element name="deploymentJobName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				   <xs:element name="deploymentJobGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:choice>


			   </xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>








<ns1:deploymentResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<status>Deployment Job Status Retrieved</status>


<deploymentGID>00000000-0000-0000-0000-042949673573</deploymentGID>


<deploymentJobName>admin_job_2014-03-26 13:00:38.28</deploymentJobName>


<devicesSuccessList>


	<deploymentstatus>


		<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-004294967309</deviceGID>


		<deploymentMsgdetails>


			<Title>Interface defined on device does not have a name</Title>


			<severityval>Warning</severityval>


			<description>


			Some of the interfaces defined on device 10.106.164.35 does not have a name defined. Rules bound just to these interfaces will not be deployed.


			</description>


			<action>Please make sure all interfaces have a valid name.</action>


		</deploymentMsgdetails>


	</deploymentstatus>


</devicesSuccessList>


<devicesFailureList>


	<deploymentstatus>


		<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-042949673081</deviceGID>


		<deploymentMsgdetails>


			<Title>Unable to Deploy</Title>


			<severityval>Critical</severityval>


			<description>


			An error response from the device prevented successful completion of this operation. The device provided the following description: no snmp-server user cisco cisco v3 ERROR: Configuration request for SNMP user cisco failed. Host traphost.cisco.1.1.1.1.4 references user intended for removal. 





			</description>


			<action>


			Please review the deployment transcript for details on the error signaled by the device. Please retry the operation. If the problem persists, please Select Tools->Security Manager Diagnostics and send the file to the Cisco Technical Assistance Center.


			</action>


		</deploymentMsgdetails>


		<deploymentMsgdetails>


			<Title>Deploy Not Completed</Title>


			<severityval>Critical</severityval>


			<description>This device signaled an error during deployment.</description>


			<action>


			Please review the deployment transcript for details on the error signaled by the device.


			</action>


		</deploymentMsgdetails>


	</deploymentstatus>


</devicesFailureList>


</ns1:deploymentResponse>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/addPolicyConfigByGID





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589934739</csmSessionGID>


<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-008589934595</deviceGID>


<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


<name/>


<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type>


<orderId>0</orderId>


<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation>


<description></description>


<configState>committed</configState>


<isEnabled>true</isEnabled>


<direction>In</direction>


<permit>false</permit>


<interfaceRoleObjectGIDs>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid>


</interfaceRoleObjectGIDs>


<sources>


	<ipData>2.2.2.1</ipData>


</sources>


<destinations>


<networkObjectGIDs>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid>


</networkObjectGIDs>


</destinations>


<services>


<serviceObjectGIDs>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid>


</serviceObjectGIDs>


</services>


<logOptions>


<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled>


<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging>


</logOptions>


<iosOptions>None</iosOptions>


</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


</p:setPolicyConfigRequest>





<xs:element name="setPolicyConfigRequest" type="SetPolicyConfigRequest" />


	<xs:complexType name="SetPolicyConfigRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


						<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					</xs:choice>


					<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:element name="deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" type="DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy" minOccurs="0"


							maxOccurs="500" />


						<xs:element name="deviceAccessRuleFirewallPolicy" type="DeviceAccessRuleFirewallPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


						<xs:element name="firewallACLSettingsPolicy" type="FirewallACLSettingsPolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500">


						</xs:element>


					</xs:choice>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


    <ns1:policyConfigResponse xmlns:ns1="csm">


		<statusCode>SUCCESS</statusCode>


		<gid>00000000-0000-0000-0000-008589934703</gid>


		<gid>00000000-0000-0000-0000-008589935436</gid>


   	</ns1:policyConfigResponse>


   





<xs:element name="policyConfigResponse" type="PolicyConfigResponse"/>


    <xs:complexType name="PolicyConfigResponse">


        <xs:complexContent>


            <xs:extension base="BaseReqResp">


                <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


                    <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


                    <xs:element name="gid" type="ObjectIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


                    <xs:element name="policy" type="BasePolicy" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


                    <xs:element name="errorInfo" type="BaseError" minOccurs="0" maxOccurs="500" />


                </xs:sequence>


            </xs:extension>


        </xs:complexContent>


	</xs:complexType>


	


    <xs:simpleType name="OperationStatus">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="SUCCESS" />


			<xs:enumeration value="FAILED" />


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/addPolicyConfigByName





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:setPolicyConfigRequest xmlns:p="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-008589934739</csmSessionGID>


<name>sharedAccessRule1</name>


<deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


<name/>


<type>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</type>


<orderId>0</orderId>


<isMandatoryAggregation>true</isMandatoryAggregation>


<description> </description>


<configState>committed</configState>


<isEnabled>true</isEnabled>


<direction>In</direction>


<permit>false</permit>


<interfaceRoleObjectGIDs>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000213</gid>


</interfaceRoleObjectGIDs>


<sources>


	<ipData>2.2.2.1</ipData>


</sources>


<destinations>


<networkObjectGIDs>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-000000000100</gid>


</networkObjectGIDs>


</destinations>


<services>


<serviceObjectGIDs>


	<gid>00000000-0000-0000-0000-000000001041</gid>


</serviceObjectGIDs>


</services>


<logOptions>


<isFirewallLoggingEnabled>true</isFirewallLoggingEnabled>


<isDefaultLogging>true</isDefaultLogging>


</logOptions>


<iosOptions>None</iosOptions>


</deviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy>


</p:setPolicyConfigRequest>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyConfigByGID





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:deletePolicyConfigRequest xmlns:p="csm">


<reqId>1234</reqId>


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-073014444091</csmSessionGID>


<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-021045141429</deviceGID>


<policyGID>00000000-0000-0000-0000-068719476750</policyGID>


<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


</p:deletePolicyConfigRequest>





<xs:element name="deletePolicyConfigRequest" type="DeletePolicyConfigRequest" />


	<xs:complexType name="DeletePolicyConfigRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGId" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">


						<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" maxOccurs="1" />


						<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					</xs:choice>


					<xs:element name="policyGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/deletePolicyConfigByName





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:deletePolicyConfigRequest xmlns:p="csm">


<reqId>1234</reqId>


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-073014444091</csmSessionGID>


<name>asiaRule</name>


<policyGID>00000000-0000-0000-0000-068719476750</policyGID>


<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


</p:deletePolicyConfigRequest>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/reorderPolicyConfigByGID





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:reorderRulesRequest xmlns:p="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719476739</csmSessionGID>


<deviceGID>00000000-0000-0000-0000-021045141429</deviceGID>


<ruleGID>00000000-0000-0000-0000-060129542454</ruleGID>


<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


<toOrderId>3</toOrderId>


</p:reorderRulesRequest>





<xs:element name="reorderRulesRequest" type="ReorderRulesRequest" />


	<xs:complexType name="ReorderRulesRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier"


						minOccurs="0" maxOccurs="1" />


				   <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"


						minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="name" type="xs:string"


                                minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					</xs:choice>


					<xs:element name="ruleGID" type="ObjectIdentifier"


						minOccurs="1" maxOccurs="1" />


			


					<xs:element name="policyType" type="PolicyConfigType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="toOrderId" type="xs:unsignedInt"


						minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/reorderPolicyConfigByName





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 3-Sep-2013 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<p:reorderRulesRequest xmlns:p="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-068719476739</csmSessionGID>


<name>usRule</name>


<ruleGID>00000000-0000-0000-0000-060129542454</ruleGID>


<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


<toOrderId>3</toOrderId>


</p:reorderRulesRequest>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/createSharedPolicy





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:setSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-081604378631</csmSessionGID>


<policyName>Global//India//CTS</policyName>


<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType>


</csm:setSharedPolicyConfigRequest>





	<xs:element name="setSharedPolicyConfigRequest" type="SetSharedPolicyConfigRequest" />


	<xs:complexType name="SetSharedPolicyConfigRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extensionbase="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- Name of the shared policy with hierarchy -->


					<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- rename operation new name of the shared policy -->


					<xs:element name="policyRename" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<!-- Type of shared policy -->


					<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<ns1:sharedPolicyConfigResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<statusCode>SUCCESS</statusCode>


<description>Created shared policy successfully</description>


</ns1:sharedPolicyConfigResponse>





	<xs:element name="sharedPolicyConfigResponse" type="SharedPolicyConfigResponse" />


	<xs:complexType name="SharedPolicyConfigResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


				    <xs:element name="statusCode" type="OperationStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/deleteSharedPolicy








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:setSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-081604378631</csmSessionGID>


<policyName>Global//India//CTS</policyName>


<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType>


</csm:setSharedPolicyConfigRequest>





	<xs:element name="setSharedPolicyConfigRequest" type="SetSharedPolicyConfigRequest" />


	<xs:complexType name="SetSharedPolicyConfigRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extensionbase="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- Name of the shared policy with hierarchy -->


					<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- rename operation new name of the shared policy -->


					<xs:element name="policyRename" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<!-- Type of shared policy -->


					<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<ns1:sharedPolicyConfigResponse xmlns:ns1="csm">


  <protVersion>1.0</protVersion>


  <statusCode>SUCCESS</statusCode>


  <description>Deleted shared policy successfully</description>


</ns1:sharedPolicyConfigResponse>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/renameSharedPolicy








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:setSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-081604378631</csmSessionGID>


<policyName>Global//India//CTS</policyName>


<<policyRename>TCS</policyRename>


<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType>


</csm:setSharedPolicyConfigRequest>





	<xs:element name="setSharedPolicyConfigRequest" type="SetSharedPolicyConfigRequest" />


	<xs:complexType name="SetSharedPolicyConfigRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extensionbase="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- Name of the shared policy with hierarchy -->


					<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- rename operation new name of the shared policy -->


					<xs:element name="policyRename" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<!-- Type of shared policy -->


					<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


  <ns1:sharedPolicyConfigResponse xmlns:ns1="csm">


  <protVersion>1.0</protVersion>


  <statusCode>SUCCESS</statusCode>


  <description>Shared policy renamed successfully</description>


  </ns1:sharedPolicyConfigResponse>








URL:





https://hostname/nbi/configservice/inheritSharedPolicy








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:inheritSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-296352743429</csmSessionGID>


<policyName>TEST2</policyName>


<parentPolicyName>TEST1</parentPolicyName>


<inherit>true</inherit>


<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


</csm:inheritSharedPolicyConfigRequest>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/inheritSharedPolicy








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:inheritSharedPolicyConfigRequest xmlns:csm="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-296352743429</csmSessionGID>


<policyName>TEST1//TEST2</policyName>


<inherit>false</inherit>


<policyType>DeviceAccessRuleFirewallPolicy</policyType>


</csm:inheritSharedPolicyConfigRequest>





<xs:element name="inheritSharedPolicyConfigRequest" type="InheritSharedPolicyConfigRequest" />


	<xs:complexType name="InheritSharedPolicyConfigRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extensionbase="BaseReqResp">


				<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


					<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- Name of the shared policy with hierarchy -->


					<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- Name of the parent shared policy with hirarchy -->


					<xs:element name="parentPolicyName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />


					<!-- create Inheritance or remove Inheritance based on noInheritance 


						boolean value -->


					<xs:element name="inherit" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


					<!-- Type of shared policy -->


					<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<ns1:sharedPolicyConfigResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<statusCode>SUCCESS</statusCode>


<description>Shared policy inherited successfully</description>


</ns1:sharedPolicyConfigResponse>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<ns1:sharedPolicyConfigResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<statusCode>SUCCESS</statusCode>


<description>Shared policy uninherited successfully</description>


</ns1:sharedPolicyConfigResponse>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/assignSharedPolicy





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<ns1:assignSharedPolicyConfigRequest xmlns:ns1="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-042949672963</csmSessionGID>


<policyName>test-config</policyName>


<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType>


<deviceGIDs>


         <gid>00000000-0000-0000-0000-017179869219</gid>


</deviceGIDs>


<inheritLocalPolicy>false</inheritLocalPolicy>


</ns1:assignSharedPolicyConfigRequest>





<xs:element name="assignSharedPolicyConfigRequest" type="AssignSharedPolicyConfigRequest" />


<xs:complexType name="AssignSharedPolicyConfigRequest">


<xs:complexContent>


<xs:extension base="BaseReqResp">


<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


<xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


<xs:element name="inheritLocalPolicy" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


</xs:sequence>


</xs:extension>


</xs:complexContent>


</xs:complexType>





<ns1:sharedPolicyConfigResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<statusCode>SUCCESS</statusCode>


<description>Assignment done sucessfully</description>


<deviceGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-021474836974</gid>


</deviceGIDs>


</ns1:sharedPolicyConfigResponse>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/unassignSharedPolicy





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<ns1:unassignSharedPolicyConfigRequest xmlns:ns1="csm">


<csmSessionGID>00000000-0000-0000-0000-021474837936</csmSessionGID>


<policyName>Test</policyName>


<policyType>DeviceAccessRuleUnifiedFirewallPolicy</policyType>


<deviceGIDs>


         <gid>00000000-0000-0000-0000-021474836974</gid>


</deviceGIDs>


</ns1:unassignSharedPolicyConfigRequest>





<xs:element name="unassignSharedPolicyConfigRequest" type="UnAssignSharedPolicyConfigRequest" />


<xs:complexType name="UnAssignSharedPolicyConfigRequest">


<xs:complexContent>


<xs:extension base="BaseReqResp">


<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">


<xs:element name="csmSessionGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


<xs:element name="policyName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


<xs:element name="policyType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


<xs:element name="deviceGIDs" type="ObjectIdentifierList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


</xs:sequence>


</xs:extension>


</xs:complexContent>


</xs:complexType>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<ns1:sharedPolicyConfigResponse>


<protVersion>1.0</protVersion>


<statusCode>SUCCESS</statusCode>


<description>UnAssignment done sucessfully</description>


<deviceGIDs>


<gid>00000000-0000-0000-0000-021474836974</gid>


</deviceGIDs>�

�

</ns1:sharedPolicyConfigResponse>





URL:





https://hostname/nbi/configservice/getPolicyObjectsListByType





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<csm:policyObjectsListByTypeRequest xmlns:csm="csm">


 


<policyObjectType>NetworkPolicyObject</policyObjectType>


</csm:policyObjectsListByTypeRequest>





<xs:complexTypename="PolicyObjectsListByTypeRequest">


            <xs:complexContent>


                  <xs:extensionbase="BaseReqResp">


                        <xs:sequenceminOccurs="1"maxOccurs="1">


                              <xs:elementname="policyObjectType"type="PolicyObjectType"


                                    minOccurs="1"maxOccurs="1"/>


                        </xs:sequence>


                  </xs:extension>


            </xs:complexContent>


           </xs:complexType>





URL:





https://hostname/nbi/eventservice/eventSubscription





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<eventSubRequest>


		<op>add</op>


<subscriptionId>123454</subscriptionId>


 <eventFilterItem>


	 	<filterEventType>syslog</filterEventType>


	 	<filterEventFormat>xml</filterEventFormat>


	 	<filterEventCategory>configChange</filterEventCategory>


		</eventFilterItem>		


		<syslogServer>


		<port>514</port>


		<destAddress>12.1.1.1</destAddress>


		</syslogServer>


</eventSubRequest>








	<xs:simpleType name="EventType">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="syslog"/>


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType>


	<xs:simpleType name="EventFormat">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="xml"/>


			<xs:enumeration value="plainText"/>


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType>


	<xs:simpleType name="EventCategory">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="configChange"/>


			<xs:enumeration value="deviceStatus"/>


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType>


	<xs:complexType name="EventFilterItem">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="filterEventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="filterEventFormat" type="EventFormat" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="filterEventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:element name="eventSubRequest" type="EventSubRequest"/>


	<xs:complexType name="EventSubRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="op" type="SubscriptionOperation" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="eventFilterItem" type="EventFilterItem" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="syslogServer" type="SyslogServer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<eventSubResponse>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<subscriptionId>12345</subscriptionId>


		</eventSubResponse>








	<xs:element name="eventSubResponse" type="EventSubResponse"/>


	<xs:complexType name="EventSubResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="subscriptionId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





    <n:configChangeEvent xmlns:n="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="events.xsd">


	<eventType>syslog</eventType>


	<eventCategory>configChange</eventCategory>


	<time>1697-02-01T00:00:00Z</time>


	<content>this is a syslog event</content>


	<srcIP>12.1.1.1</srcIP>


	<srcGID>00000000-0000-0000-0000-000000000890</srcGID>


	<srcDns>cisco.com</srcDns>


	<srcOSType>asa</srcOSType>


	<deploymentType>Device</deploymentType>


	<updateType>NO_OOB</updateType>


</n:configChangeEvent>





   	<xs:simpleType name="OSType">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="ios"/>


			<xs:enumeration value="fwsm"/>


			<xs:enumeration value="asa"/>


			<xs:enumeration value="ips"/>


			<xs:enumeration value="pix"/>


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType> 


<xs:element name="event" type="Event"/>


	<xs:complexType name="Event">


		<xs:choice>


			<xs:element name="configChange" type="ConfigChangeEvent"/>


		</xs:choice>


	</xs:complexType>


	<xs:simpleType name="UpdateType">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="NO_OOB"/>


			<xs:enumeration value="OOB"/>


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType>


	<xs:simpleType name="DeploymentType">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="Device"/>


			<xs:enumeration value="File"/>


			<xs:enumeration value="AUS"/>


			<xs:enumeration value="CNS"/>


			<xs:enumeration value="TMS"/>


			<xs:enumeration value="Unknown"/>


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType>


	<xs:complexType name="BaseEventDetails">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="eventType" type="EventType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="eventCategory" type="EventCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="time" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="content" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="DeviceSpecificEvent">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseEventDetails">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="srcIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="srcGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="srcDns" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="srcOSType" type="OSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>


	<!-- Config Change Event -->


	<xs:element name="configChangeEvent" type="ConfigChangeEvent"/>


	<xs:complexType name="ConfigChangeEvent">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="DeviceSpecificEvent">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="deploymentType" type="DeploymentType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


					<xs:element name="updateType" type="UpdateType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>











<n: deviceStatusEvent xmlns:n="csm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="events.xsd">


	< subscriptionId>100</ subscriptionId>


	<eventType>syslog</eventType>


	<eventCategory>deviceStatus</eventCategory>


	<time>2013-01-25T04:47:59.082Z</time>


	<content>Connection Error</content>


	<srcIP>12.1.1.1</srcIP>


	<srcGID>00000000-0000-0000-0000-000000000890</srcGID>


	<srcDns>cisco.com</srcDns>


	<srcOSType>asa</srcOSType>


	<updateType>DEVICE_DOWN</updateType>


</n: deviceStatusEvent>





	<xs:simpleType name="Result">


		<xs:restriction base="xs:token">


			<xs:enumeration value="ok"/>


			<xs:enumeration value="timeout"/>


			<xs:enumeration value="failed"/>


		</xs:restriction>


	</xs:simpleType>








URL:





https://hostname/nbi/utilservice/execDeviceReadOnlyCLICmds





HTTP Header:





Set-Cookie: asCookie=732423sdfs73242; expires=Fri, 31-Dec-2010 23:59:59 GMT; path=/; domain=.hostdomain.com 





XML Argument:





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest>


	<protVersion>1.0</protVersion>


	<reqId>123</reqId>


	<deviceReadOnlyCLICmd>


		<deviceIP>12.1.1.1</deviceIP>


		<cmd>show</cmd>


		<argument>run all</argument>


		<execTimeout>5</execTimeout>


	</deviceReadOnlyCLICmd>


		</execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest>








	<xs:complexType name="DeviceReadOnlyCLICmd">


		<xs:sequence>


			<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


				<xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />


				<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			</xs:choice>


			<xs:element name="cmd" minOccurs="1" maxOccurs="1">


				<xs:simpleType>


					<xs:restriction base="xs:string">


						<xs:pattern value="[sS][hH][oO][wW]"/>


					</xs:restriction>


				</xs:simpleType>


			</xs:element>


			<xs:element name="argument" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1">


			<xs:element name="execTimeout" type="xs: unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1">


		</xs:element>		


                </xs:sequence>


	</xs:complexType>


	


	<xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsRequest" type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest"/>


	<xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsRequest">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="DeviceReadOnlyCLICmd" type="DeviceReadOnlyCLICmd" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>


<execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse>


 	<protVersion>1.0</protVersion> 


	<reqId>123</reqId>


	<deviceCmdResult>


		<deviceIP>12.1.1.1</deviceIP>


	  <deviceName>rtr.cisco.com</deviceName>


	  <deviceGID>00000000-0000-0000-0000-261993005068</deviceGID>


		<result>ok</result>


		   <resultContent> 


FWSM Firewall Version 3.1(16) &lt;context>


Device Manager Version 5.1(1)


Compiled on Wed 29-Jul-09 02:10 by fwsmbld


U27-FWSM up 5 days 3 hours


Hardware:   WS-SVC-FWM-1, 1024 MB RAM, CPU Pentium III 1000 MHz


Flash STI Flash 8.0.0 @ 0xc321, 20MB


 0: Int: Not licensed        : irq 5


 1: Int: Not licensed        : irq 7


 2: Int: Not licensed        : irq 11


Licensed features for this platform:


Maximum Interfaces          : 100       


Inside Hosts                : Unlimited 


Failover                    : Active/Active


VPN-DES                     : Enabled   


VPN-3DES-AES                : Enabled   


Cut-through Proxy           : Enabled   


Guards                      : Enabled   


URL Filtering               : Enabled   


Security Contexts           : 250       


GTP/GPRS                    : Disabled  


VPN Peers                   : Unlimited 


Serial Number: SAD11420A0N


Running Activation Key: 0xe3bbe77c 0x0b82b2ba 0x4014b998 0x6bef38ad 


Configuration has not been modified since last system restart.


	  <resultContent>


	</deviceCmdResult>


		</execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse>








	<xs:complexType name="DeviceCmdResult">


		<xs:sequence>


			<xs:element name="deviceIP" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="deviceGID" type="ObjectIdentifier"minOccurs="1" maxOccurs="1" />


			<xs:element name="deviceName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="result" type="Result" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


			<xs:element name="resultContent" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>


		</xs:sequence>


	</xs:complexType>








<xs:element name="execDeviceReadOnlyCLICmdsResponse" type="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse"/>


	<xs:complexType name="ExecDeviceReadOnlyCLICmdsResponse">


		<xs:complexContent>


			<xs:extension base="BaseReqResp">


				<xs:sequence>


					<xs:element name="deviceCmdResult" type="DeviceCmdResult" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>


				</xs:sequence>


			</xs:extension>


		</xs:complexContent>


	</xs:complexType>





USER=admin


PASSWORD=admin


HOST=localhost


XML_REQUEST=<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\


<csm:pingRequest xmlns:csm=\"csm\">\


	<protVersion>1.0</protVersion>\


	<reqId>3</reqId>\


</csm:pingRequest>





# Set LOGIN_REQUIRED to true if the URI supplied 


# requires login to be done as a prerequisite.


LOGIN_REQUIRED=true


URI=https://localhost/nbi/ping
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