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1 はじめに 

1.1 本書について 
 
このドキュメントの目的は、このバージョンの SMC 製品に存在する StealthWatch Management Console
（SMC）Web サービスの動作を説明することです。このガイドでは、Stealthwatch Enterprise v6.10.x お
よび v7.0.x をサポートしています。 

 
1.2 前提条件 

 
読者が次の概念について理解していることを前提としています。 

 
 拡張マークアップ言語（XML） 
 XML スキーマ定義（XSD） 
 Web Services Description Language（WSDL）バージョン 1.1 
 Simple Object Access Protocol（SOAP）バージョン 1.2 

 
1.3 その他の資料 

 
このドキュメントは SMC Web サービスのユーザのためのガイドですが、SMC Web サービスの全体的
な正式な仕様は、次のドキュメントに記載されています。 

 
• SMC Web Service WSDL Definition（sws.wsdl） 
• SMC Web Service XML Message Types（sws-message.xsd） 
• SMC XML Data Record Types（sws-record.xsd） 
• SMC XML Types（sws.xsd） 

 
次のドキュメントには、サーバ側とクライアント側のバージョンがあります。クライアントは、クライ
アント側のバージョンのドキュメントを使用して初期化する必要があります。すべてのファイルは、次
の 2 つのファイルで保存されています。各ファイルへの URL が含まれています。 
 

• Web Services API Schema - クライアント 
 

https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008snF/VhoOCKF_Db3TjxE
B.XS2rvc1toedYYFPr41BUUmoxM4 

 
• Web Services - サーバ 

 
https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008stX/_LN3Y1NhzFsFBzM
78pBnyGolnpEDFM62zbDldkFkOOw 

 
 
 

https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008snF/VhoOCKF_Db3TjxEB.XS2rvc1toedYYFPr41BUUmoxM4
https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008snF/VhoOCKF_Db3TjxEB.XS2rvc1toedYYFPr41BUUmoxM4
https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008stX/_LN3Y1NhzFsFBzM78pBnyGolnpEDFM62zbDldkFkOOw
https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008stX/_LN3Y1NhzFsFBzM78pBnyGolnpEDFM62zbDldkFkOOw
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2 概要 

2.1 SOAP 
 

SMC Web サービスは、クライアントとサーバと間の XML ペイロードの転送に SOAP を使用するサー
ビス エンドポイントまたはポートにおいて、単一のタイプのバインディングを使用します。SOAP メッ
セージ内の XML ペイロードに使用されるエンコーディングには、次の制約があります。 

 
• 入力メッセージは 1 つの部品で構成される（soap:body の子は 1 つのみ） 
• 部品は要素である 
• 要素は操作と同じ名前である 
• 要素の複合タイプには属性がない 

 
SOAP WSDL バインディングのスタイルは、「ドキュメント/リテラル ラップ」と呼ばれることがよくあ
ります。これについては後述の例で説明します。 

 
2.2 トランスポート 

 
SMC Web サービスは、SOAP メッセージのトランスポートとして HTTPS（TLS での HTTP）を使用し
ます。 

 
2.3 認証とアクセス制御 

 
SMC Web サービスは、クライアントの認証を HTTP トランスポートに行わせます。具体的には、SMC 
Web サービスは、HTTP 基本認証を使用します。クライアントは、SMC Web Start クライアントを通
じて SMC に設定されている認証情報を使用する必要があります。 

 
そうすると、当該ユーザに割り当てられているデータ ロールおよび機能ロールにより、データおよび操
作への SMC Web サービスを介したアクセスが制限されます。 

 
SMC ユーザおよびロールの作成および管理については、SMC のオンライン ヘルプを参照してください。 

 
2.4 アドレッシング 

 
SMC Web サービス WSDL は、ポートの HTTP アドレスを次のように記述します。 

 
<wsdl:port name=”flowsPort” binding=”tns:flowsBinding”> 

<soap:address location=”http://WWW.LANCOPE.COM/smc/swsService/flows” /> 
</wsdl:port> 

 

このサービス ポートに実際にアドレッシングする際は、次の 2 つのことに注意してください。 
 

1. WSDL の URL は HTTP プロトコルを指定していますが、SMC Web サービスは、実際には 
HTTPS を使用します。 

2. WSDL の URL では、WWW.LANCOPE.COM がホストとして指定されています。これを SMC の IP ア
ドレスまたはホスト名に置き換える必要があります。 

http://www.lancope.com/smc/swsService/flows
http://www.lancope.com/
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たとえば、上記で定義したサービス ポートから 192.168.1.100 の SMC にアクセスするには、クライアン
トが実際に使用する URL は次のようになります。 

 
https://192.168.1.100/smc/swsService/flows 

 
 

2.5 例 
 
たとえば、クライアントが flowsPort サービス内の getFlows 操作にアクセスするとします。WSDL の
関連する部分は次のようになります。 

 
<wsdl:message name=”getFlowsRequest”> 

<wsdl:part name=”parameters” element=”getFlows” /> 
</wsdl:message> 

 
<wsdl:message name=”getFlowsResponse”> 

<wsdl:part name=”parameters” element=”getFlowsResponse” /> 
</wsdl:message> 

 
<wsdl:portType name=”flows”> 

<wsdl:operation name=”getFlows”> 
<wsdl:input message=”tns:getFlowsRequest” /> 
<wsdl:output message=”tns:getFlowsResponse” /> 

</wsdl:operation> 
: 
: 

</wsdl:portType> 
 

<wsdl:binding name=”flowsBinding” type=”tns:flows”> 
<soap:binding style=”document” 

transport=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/http” /> 
<wsdl:operation name=”getFlows”> 

<wsdl:input> 
<soap:body use=”literal” />  

</wsdl:input> 
<wsdl:output> 

<soap:body use=”literal” />  
</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 
: 
: 

</wsdl:binding>  
<wsdl:service name=”swsService”> 

<wsdl:port name=”flowsPort” binding=”tns:flowsBinding”> 
<soap:address 
location=”http://WWW.LANCOPE.COM/smc/swsService/flows” /> 

</wsdl:port> 
: 
: 

wsdl:service> 
 

HTTP POST を要求する URL は次のようになります。 
 

https://192.168.1.100/smc/swsService/flows 
 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
http://www.lancope.com/smc/swsService/flows
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要求は次のようになります。 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<soapenc:Envelope xmlns:soapenc=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”> 

<soapenc:Body> 
<getFlows> 

: 
<!—request payload XML  
: 

</getFlows> 
</soapenc:Body> 

</soapenc:Envelope> 
 

応答は次のようになります。 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<soapenc:Envelope xmlns:soapenc=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”> 

<soapenc:Body> 
<getFlowsResponse> 

: 
<!—response payload XML   
: 

</getFlowsResponse> 
</soapenc:Body> 

</soapenc:Envelope> 

 
2.6 フィルタのセマンティクス 

 
SMC Web サービスへの要求 XML ペイロードはフィルタと呼ばれ、返される結果に適用される制約の記
述が含まれています。 

 
フィルタの内容は、一般的に AND ロジックで解釈されることに注意してください。返される結果は、指
定された制約をすべて満たしている必要があります。 

 
ただし、特定の状況では、制約のサブセットの一部が OR ロジックに従う場合もあります。その場合、返
される結果は指定された制約のうち少なくとも 1 つを満たしている必要があります。このような事例は、
後述の参考資料のセクションで取り上げます。 

 
2.7 識別子 

 
SMC Web サービスで使用されている XML ドキュメントは、さまざまなリソースまたはエンティティに
対して数字の識別子を使用します。使用される一般的な数字 ID は次のとおりです。 

 
名前 説明 タイプ 
domain-id ドメインの ID。 整数 

device-id StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。 整数 

host-group-id ホスト グループの ID。 整数 

host-group-ids ホスト グループの ID。これは、ホスト グループ ID のカンマ
区切りリストです 

String 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
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名前 説明 タイプ 
spi サービス定義で定義されているサービスの ID。 整数 

application-id アプリケーション定義で定義されているアプリケーションの ID。 整数 
 

これらの ID を文字列によるリソース名に変換する場合、SMC Web サービスのユーザは次の手順を実
行する必要があります。 

 
1. Java Web Start を介して SMC グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を起動します。 
2. 左側のツリーから目的のドメインを選択します。 
3. 右クリックして [プロパティ（Properties）] を選択します。 
4. [エクスポート（Export）] という名前のタブを選択します。 
5. [すべての設定のエクスポート（Export All configuration）] オプションが選択されていることを確

認します。 
6. [エクスポート（Export）] をクリックしてしファイルの場所を選択します。 
7. エクスポートされた XML ファイルを自分の使い勝手が良いテキスト エディタで開きます。 

 

エクスポートされた XML ファイルにはドメインの現在の設定が含まれるため、上記の ID を検索するの
に使用できます。 

 
 

2.8 GUI からの SMC Web サービス リクエストの作成 
 

GUI から SMC Web サービス コールに必要な XML ファイルを抽出することができます。この方法で
は、SMC GUI を使用して XML ファイルを作成し、生成された XML を Web サービス コールを行う
コードやスクリプトにカットアンドペーストすることができます。 

 
これを行うには、SMC GUI の実行中に Java Web Start コンソールが表示できる必要があります。 

Windows の場合： 

1. [スタート（Start）] メニューで [コントロールパネル（Control Panel）] を選択します。 
2. [Java] という項目をダブルクリックして、Java コントロール パネルを開きます。 
3. [詳細（Advanced）] タブで [Javaコンソール（Java console）] > [コンソールを表示する（Show 

console）] が有効になっていることを確認します。 
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Mac OS X の場合： 
 

1. [アプリケーション（Applications）] > [（ユーティリティ）Utilities] > [Java] フォルダを開きます 
2. [Java設定（Java Preferences）] アプリケーションを起動します 
3. [詳細（Advanced）] タブで [Javaコンソール（Java console）] > [コンソールを表示する（Show 

console）] が有効になっていることを確認します。 
 

 
 
次に Java Web Start を使用して SMC GUI を起動する際には、ロギング情報が表示されたコンソール 
ウィンドウが表示されます。この情報の一部は、SMC GUI が SMC サーバに対して行うクエリのための 
XML になります。この XML は、Web サービス コールとなるコードまたはスクリプトにカットアンド
ペーストできます。 
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3 参照 

3.1 getDSCPTraffic 
 

3.1.1 要求 

要求は、dscp-traffic-filter XML 要素の形式をとります 
 

<dscp-traffic-filter domain-id=”104” /> 
 

<date-selection> 
: 

</date-selection> 
 

<device-selection> 
<interface-selection 

device-id=”602” exporter- 
ip=”10.10.10.10”  
interface-id=”2” /> 

</device-selection> 
 

</dscp-traffic-filter> 
 
 
dscp-traffic-filter 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id クエリの対象となるドメインの ID。 整数 必須 

 

次の各セクションでは、dscp-traffic-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素は、
上記の順序で記述する必要があります。<date-selection> サブ要素はオプションですが、<device-

selection> サブ要素は必須です。 
 
 

3.1.1.1 日付と時刻でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを日付と時刻に基づいてフィルタリングすることができます。 
 

<date-selection> 
: 

</date-selection > 
 
date-selection 要素には、次のサブ要素を含めることができます。 

 
time-range-selection 
time-window-selection 
day-selection 

 

詳細については、4.1 を参照してください。 
 
注：<date-selection> xml が存在しない場合、日付と時刻のフィルタは、デフォルトで 12 時間有効と
なります。 
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3.1.1.2 デバイスでのフィルタリング 

要求は、エクスポータまたはインターフェイスの選択に基づいて、返されるレコードをフィルタリング
します。次の要素は必須です。 

 
<device-selection> 

<interface-selection . . . /> 
</device-selection > 

 
device-selection 要素には、次のサブ要素を含める必要があります。 

 
• interface-selection  

詳細については 4.2.3 を参照してください。 
 
 

3.1.2 応答 

応答は、0 以上の dscp-traffic 要素を含む 1 つの dscp-traffic-list 要素という形式をとります。 
 

<dscp-traffic-list> 
<dscp-traffic 

domain-id=”116” 
device-id=”130”  
retention=”300” 
exporter-ip=”10.10.10.10”  
if-index=”2” 
time=”2012-07-12T12:30:00Z” 
dscp=”10” 
traffic-in”46296”  
traffic-out”47214” /> 

</dscp-traffic-list> 
 
dscp-traffic 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id トラフィックが報告されたドメインの ID。 整数 オプション 

device-id このトラフィックを報告した StealthWatch 

FlowCollector の ID。 

整数 オプション 

retention 報告されたトラフィックの継続時間（秒単位）。 整数 オプション 

exporter-ip このトラフィックを観察したエクスポータ。 整数 オプション 

if-index このトラフィックを観察したエクスポータのイ
ンターフェイス。 

整数 オプション 

time トラフィックが観察された終了時刻。 ISO8601 日付 オプション 

dscp このトラフィックに関連付けられている DSCP

（DiffServ コード ポイント）の値。 

整数 オプション 

traffic-in モニタ対象ネットワーク内の DiffServ 認識
ルータのインターフェイスで受信されたトラ
フィック（bps 単位で報告）。 

長整数型 オプション 

traffic-out モニタ対象ネットワーク内の DiffServ 認識
ルータのインターフェイスによって送信された
トラフィック（bps 単位で報告）。 

長整数型 オプション 
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3.2 getFlows 
 
3.2.1 要求 

要求は、flow-filter XML 要素の形式をとります。 
 

<flow-filter max-rows=”100” 
domain-id=”104” 
remove-duplicates=”true”  
order-by=”TOTAL_PACKETS”  
order-by-desc=”true” /> 

 
<date-selection>  

: 
</date-selection>  

 
<device-selection> 

: 
</device-selection> 

 
<host-selection> 

: 
</host-selection> 

 
<services>. . .</services> 

 
<ports>. . .</ports> 

 
<protocols>. . .</protocols> 

 
<applications>. . .</applications> 

 
<traffic> 

: 
</traffic> 

 
<network-performance> 

: 
</network-performance> 

 
<as-numbers>. . .</as-numbers> 

 
<dscps>. . .</dscps> 

 
<vlan-ids>. . .</vlan-ids> 

 
<mpls-labels>. . .</mpls-labels> 

 
<client-ports>. . .</client-ports> 

 
<query> 

: 
</query> 

 
<flow-action>denied</flow-action>  

 
</flow-filter> 
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flow-filter 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id クエリの対象となるドメインの ID。 整数 必須 

max-rows 応答で返される行の最大数。 整数 オプションで、
デフォルトは 

2000 です 

remove-duplicates フローの重複を削除する機能 ブール値 オプションで、
デフォルトは 

false です 

order-by 有効な値は次のとおりです。 

TOTAL_BYTES、 

TOTAL_PACKETS、 

TOTAL_BYTE_RATE、 

TOTAL_PACKET_RATE、 
 

CLIENT_BYTES、 

CLIENT_PACKETS、 

CLIENT_BYTE_RATE、 

CLIENT_PACKET_RATE、 
 

SERVER_BYTES、 

SERVER_PACKETS、 

SERVER_BYTE_RATE、 

SERVER_PACKET_RATE、 
 

RTT_MINIMUM、 

RTT_AVERAGE、 
RTT_MAXIMUM 

 
SRT_MINIMUM、 

SRT_AVERAGE、 
SRT_MAXIMUM 

 
CONNECTIONS、 
RETRANSMITS 

文字列 オプション 

order-by-desc order-by の値が降順（true）または昇順
（false）のいずれで処理されるかを指定し
ます 

ブール値 order-by が
存在する場合は
必須です 

include-interface-data フロー クエリにインターフェイス データを
含めるかどうかを指定できます。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

true です 
 

次の各セクションでは、flow-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素はオプション
で、上記の順序で記述する必要があります。 
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3.2.1.1 日付と時刻でのフィルタリング 

注：<date-selection> xml が存在しない場合、日付と時刻のフィルタは、デフォルトで 5 分間有効
となります。 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを日付と時刻に基づいてフィルタリングすることができます。 

<date-selection> 

: 
</date-selection > 

 
date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• time-range-selection 

詳細については 4.1.1 を参照してください。 
• time-window-selection 

詳細については 4.1.2 を参照してください。 
• day-selection 

詳細については 4.1.3 を参照してください。 
 
 

3.2.1.2 デバイスでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィル
タリングすることができます。 

 
<device-selection> 

: 
</device-selection > 

 
device-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• device-list-selection 

詳細については 4.2.1 を参照してください。 
• exporter-selection 

詳細については 4.2.2 を参照してください。 
• interface-selection 

詳細については 4.2.3 を参照してください。 
 
 

3.2.1.3 ホストでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のホスト、ホスト グ
ループ、VM サーバ、VM、IP アドレス範囲に基づいてフィルタリングすることができます。 

 
<host-selection> 

: 
</host-selection> 
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host-selection 要素には、次のサブ要素が含まれている必要があります。 
 

• host-pair-selection 

詳細については 4.3.6 を参照してください。 
 
 

3.2.1.4 サービスでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードをユーザ定義のサービスに基づいてフィルタリングすることが
できます。 

 
<services exclude="false">1,2,3,4,26</services> 

 
services 要素には、SPI（サービス プロファイル ID）のカンマ区切りのリストが含まれます。エクス
ポートされた設定を確認することにより、SPI を判別することができます。services-definitions 要素
を検索し、次に、確認対象の services 要素で、サービスの name 属性 を検索します。関連付けられてい
る profile 属性には、そのフィルタに必要な SPI が含まれています。 

 
services 要素は次の属性をサポートします。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
exclude 指定されたサービスを伴うフローを含める

（=false）か除外する（=true）かを指定
します 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 

注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたサービスのうち少なくとも 1 つと一致する
場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定されたサービ
スのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 

 
注：フローがユーザ定義のサービスのいずれとも一致しない場合、フローに割り当てられる SPI は、
RAW プロトコル番号に定数「60000」を付加したものになります。ICMP タイプでフィルタリングす
る場合は、SPI は ICMP タイプに定数 60256 を付加したものになります。 

 
次に、例を示します。 

プロトコル 3pc（プロトコル番号 = 34）でのフィルタリング 

 
<services>60034</services> 

 
ICMP タイプ、エコー応答（ICMP タイプ = 0）でのフィルタリング 

 
<services>60256</services> 
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3.2.1.5 ポートでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを UDP/TCP ポートに基づいてフィルタリングすることができ
ます。 

 
<ports exclude=”true”>53/tcp,53/udp</ports> 

 
ports 要素には、ポートとプロトコルの値のカンマ区切りのリストが含まれます。プロトコル部分の値
は、TCP または UDP のいずれかです。ポートの値は、実際のポート番号です。 

 
ports 要素は次の属性をサポートします。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
exclude 指定されたポートやプロトコルを伴うフロー

を含める（=false）か除外する（=true）
かを指定します。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 
 
注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたポートまたはプロトコルのうち少なくとも 
1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、ポー
トまたはプロトコルのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 

 
 

3.2.1.6 プロトコルでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを IP プロトコルに基づいてフィルタリングすることができ
ます。 

 
<protocols exclude=”true”>6,34,114</protocols> 

 
protocols 要素には、プロトコル番号のカンマ区切りのリストが含まれます。プロトコル番号の値は、
実際の raw 値です。 

 
protocols 要素は次の属性をサポートします。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
exclude 指定されたプロトコルを伴うフローを含

める（=false）か除外する（=true）か
を指定します。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 
 
注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたプロトコルのうち少なくとも 1 つと一致す
る場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定されたプロ
トコルのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 
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3.2.1.7 アプリケーションでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードをユーザ定義のアプリケーションに基づいてフィルタリングす
ることができます。 

 
<applications exclude="false">129,165,124</applications> 

 
applications 要素には、アプリケーション ID のカンマ区切りのリストが含まれます。エクスポート
された設定を確認することにより、アプリケーション ID を判別することができます。application-

list 要素を検索し、次に確認対象の application 要素の name 属性を検索します。関連付けられてい
る id 属性には、このフィルタに必要なアプリケーション ID が含まれています。 

 
applications 要素は次の属性をサポートします。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
exclude 指定されたアプリケーションを伴うフローを

含める（=false）か除外する（=true）か
を指定します 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 

注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたアプリケーションのうち少なくとも 1 つと
一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された
アプリケーションのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 

 
 

3.2.1.8 トラフィック統計情報でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードをトラフィック統計情報に基づいてフィルタリングすることが
できます。 

 
<traffic> 

<client> 
<bytes-range low-value="100" high-value="20000" /> 
<packets-range low-value="100" high-value="20000" /> 

</client>  
<server> 

<bytes-range high-value="20000" /> 
<packets-range low-value="100" high-value="20000" />  

</server> 
<total> 

<bytes-range low-value="100" /> 
<packets-range low-value="100" high-value="20000" /> 

</total> 
</traffic> 

 
traffic 要素には、クライアント、サーバ、または合計のフローにおけるバイト数およびパケット数に
対する制約が含まれます。各制約には、次の属性を 1 つ以上含める必要があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
low-value 制約の下限。 整数 オプション 

high-value 制約の上限。 整数 オプション 
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属性は、次のように解釈されます。 
 

• low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。 
• high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。 
• 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。 

 
 

3.2.1.9 ネットワーク パフォーマンス統計情報でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードをネットワーク パフォーマンス統計情報に基づいてフィルタ
リングすることができます。 

 
<network-performance> 

<total-connections low-value="1" high-value="2" /> 
<total-retransmissions low-value="1" high-value="2" /> 
<round-trip-time> 

<min low-value="1" high-value="2" /> 
<avg low-value="1" high-value="2" /> 
<max low-value="1" high-value="2" /> 

</round-trip-time> 
<server-response-time> 

<min low-value="1" high-value="2" /> 
<avg low-value="1" high-value="2" /> 
<max low-value="1" high-value="2" /> 

</server-response-time> 
</network-performance> 

 

network performance 要素には、各フローで保持されるパフォーマンス統計情報に対する制約が含ま
れます。各制約には、次の属性を 1 つ以上含める必要があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
low-value 制約の下限。 整数 オプション 

high-value 制約の上限。 整数 オプション 
 

属性は、次のように解釈されます。 
 

• low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。 
• high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。 
• 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。 

注：時間の値の単位はミリ秒です。 

 
 



SMC Web サービス プログラミング ガイド 

20 

3.2.1.10 自律システム番号（ASN）でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを ASN に基づいてフィルタリングすることができます。 
 

<as-numbers exclude="true">11</as-numbers> 
 
as-numbers 要素には、目的の ASN のカンマ区切りのリストのみが含まれます。 

as-numbers 要素は次の属性をサポートします。 

名前 説明 タイプ 用途 
exclude その ASN を含める（=false）か除

外する（=true）かを指定します。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 

注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定された ASN のうち少なくとも 1 つと一致する場合
に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された ASN のいず
れとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 

 
注：この制約は、device-selection で選択されたデバイスが NetFlow アプライアンス向け StealthWatch 
FlowCollector である場合のみ使用する必要があります。そうしないと、エラーが返されます。 

 
 

3.2.1.11 Diffserv コード ポイント（DSCP）でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを DSCP に基づいてフィルタリングすることができます。 
 

<dscps>28,18,12</dscps> 
 
dscps 要素には、目的の DSCP のカンマ区切りのリストのみが含まれます。 

dscps 要素は次の属性をサポートします。 

名前 説明 タイプ 用途 
exclude その DSCP を含める（=false）か除外

する（=true）かを指定します。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 

注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定された DSCP のうち少なくとも 1 つと一致する
場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された DSCP 
のいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 
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3.2.1.12 仮想 LAN ID でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを 仮想 LAN ID に基づいてフィルタリングすることができ
ます。 

 
<vlan-ids>1,2,3</vlan-ids> 

 
vlan-ids 要素には、目的の ASN のカンマ区切りのリストのみが含まれます。 

vlan-ids 要素は次の属性をサポートします。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
exclude その VLAN ID を含める（=false）か除外

する（=true）かを指定します。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 

注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定された VLAN ID のうち少なくとも 1 つと一致する
場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された VLAN ID 
のいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 

 
 

3.2.1.13 MPLS ラベルでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを MPLS ラベルに基づいてフィルタリングすることができ
ます 

 
<mpls-labels>9321,45782</mpls-labels> 

 
mpls-labels 要素には、目的の仮想 LAN ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。 

mpls-labels 要素は次の属性をサポートします。 

名前 説明 タイプ 用途 
exclude その MPLS ラベルを含める（=false）か

除外する（=true）かを指定します。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 

注：excluded 属性が「false」の場合、フローは、指定された MPLS ラベルのうち少なくとも 1 つと
一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定され
た MPLS ラベルのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 
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3.2.1.14 クライアント ポートでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを MPLS ラベルに基づいてフィルタリングすることができ
ます。 

 
<client-ports>53921,65421</client-ports> 

 
client-ports 要素には、目的のクライアント ポートのカンマ区切りのリストのみが含まれます。 
 
client-ports 要素は次の属性をサポートします。 

名前 説明 タイプ 用途 
exclude そのクライアント ポートを含める 

（=false）か除外する（=true）かを指定
します。 

ブール値 オプションで、
デフォルトは
「false」です 

 

注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたクライアント ポートのうち少なくとも 1 つ
と一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定され
たクライアント ポートのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。 

 
 

3.2.1.15 ペイロードでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードをペイロードに基づいてフィルタリングすることができます。 
 

<query> 
<payload-match-all>get</payload-match-all> 
<payload-match-any>ssh</payload-match-any> 
<payload-not-match-all>dns</payload-not-match-all> 

</query> 
 
query 要素は、上記のサンプルで示すように、ペイロード内の照合テキストのため、以下の 3 つのサ
ブ要素をサポートします。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
payload-match-all この要素は、照合要求内の各文字列につい

て表示されます。フローが選択されるに
は、フロー内にすべての文字列が存在する
必要があります 

文字列 オプション 

payload-match-any この要素は、照合要求内の各文字列について
表示されます。文字列のうちいずれか 1 つ
でも一致すると、そのフローは選択されます 

文字列 オプション 

payload-not-match-
all 

この要素は、照合要求内の各文字列について
表示されます。フローが無視されるには、す
べての文字列が同じ順序で一致している必要
があります 

文字列 オプション 

 
注：クエリでは、クライアントとサーバ両方のペイロードが検査されます。 
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3.2.1.16 フロー アクション 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを Cisco ASA の次の flow-action アクションに基づいてフィ
ルタリングすることができます。permitted または denied。 

 
<flow-action>permitted</flow-action> 

 
flow-action 要素には、permitted または denied の 2 つの値のうち、いずれか 1 つのみが含まれ
ます。 

 
 

3.2.2 応答 

応答は、0 以上の flow 要素が含まれる flow-list 要素という形式をとります。 
 

<flow-list> 
<flow> 

<client> 
: 

</client> 
<server> 

: 
</server> 
<application>..</application> 
<rtt. . ./> 
<src. . ./>  

</flow> 
</flow-list> 

 
 
flow 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
id キューを識別する一意の番号。 長整数型 必須 

domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

start-time このフローが開始した時刻。 ISO8601 日付 必須 

last-time このフローがアクティブであると観察された
最後の時刻。 

ISO8601 日付 必須 

active-duration フローがアクティブであった秒数。 整数 オプション 

protocol プロトコル番号 整数 必須 

service-id サービス定義によるドメインに対する定義に
従ってこのフローが使用しているサービスの 

ID。 

整数 必須 

application-id アプリケーション定義によるドメインに対す
る定義に従ってこのフローが使用しているア
プリケーション。 

整数 必須 
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名前 説明 タイプ 用途 
service このフローで使用されるサービスを定義する 

UDP または TCP ポート番号。 

整数 必須 

connections フローで発生した TCP 接続の数。 整数 オプション 

retransmits フローで再送信された TCP パケットの数。 整数 オプション 

vlan-id フローに関連付けられている仮想 LAN を識
別する番号。 

整数 オプション 

mpls-label フローに関連付けられているマルチプロトコ
ル ラベル スイッチング ラベル。 

整数 オプション 

total-bytes クライアントとサーバの両方から送信された
ペイロード バイト数合計。 

長整数型 オプション 

 
 
client および server サブ要素の両方が存在し、次のように表示されます。 

 
<client> or <server> 

<flags. . ./> 
<payload. . ./> 
<interface-list> 

<interface. . ./> 
: 

</interface-list> 
</client> or </server> 

 
client および server サブ要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

xlate-ip-address ホストの変換された IP アドレス（ネット
ワーク アドレス変換デバイスによる変更） 

文字列 オプション 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

country ホストが属する国。 文字列 オプション 

host-group-ids ホストが属するホスト グループのホスト 

グループ ID のカンマ区切りのリスト。 

文字列 必須 

vserver-id このホストが存在している VM サーバの 

ID。 

整数 オプション 

vserver-ip-address このホストが存在している VM サーバの 

IP アドレス。 

文字列 オプション 

vserver-name  このホストが存在している VM サーバの
名前。 

文字列 オプション 

vmachine-id ホストに関連付けられている仮想マシンの 

ID。 

整数 オプション 

vmachine-name ホストに関連付けられている仮想マシンの
名前。 

文字列 オプション 
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名前 説明 タイプ 用途 
mac-address このホストについて観察された MAC アド

レス。 

文字列 オプション 

port ホストがパケットを受信するために使用した
最後の TCP または UDP ポート番号。 

整数 必須 

xlate-port 変換されたホストが使用するポート。 整数 必須 

bytes ホストによって送信されたバイト数。 長整数型 必須 

packets ホストによって送信されたパケット数。 Packets 必須 

asn クライアントまたはサーバに関連付けられて
いる ASN。 

注：この属性は、NetFlow 向け 

StealthWatch FlowCollector によっ
てフローが観察された場合のみ、意味のあ
る値を持ちます。 

長整数型 オプション 

 

client および server サブ要素、flags サブ要素、interface-list サブ要素、および payload サブ要
素には、3 つのサブ要素が含まれる可能性があります。これらについては次のセクションで説明します。 

 
3.2.2.1 Flags 
各 client および server 要素には、次の属性を持つ flags サブ要素も含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
syn ホストから送信された、SYN ヘッダー フ

ラグが設定された TCP パケットの数。 

整数 オプション 

syn-ack ホストから送信された、SYN および ACK 

ヘッダー フラグが設定された TCP パケッ
トの数。 

整数 オプション 

rst ホストから送信された、RST ヘッダー フラ
グが設定された TCP パケットの数。 

整数 オプション 

fin ホストから送信された、FIN ヘッダー フラ
グが設定された TCP パケットの数。 

整数 オプション 

 
 
 

3.2.2.2 エクスポータ 

client および server 要素はいずれも、特定の方向に対するこのフローを観察したインターフェイスを
示す interface-list 要素を含めることができます。 

 

<flow 
id="120448" 
domain-id="117"  
device-id="118" 
start-time="2011-04-07T11:48:30Z"  
last-time="2011-04-07T11:48:30Z" 
active-duration="0"  
protocol="17"  
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service-id="64"  
application-id="170"  
service="1027"> 

<client 
ip-address="11.11.166.53" host-group-ids="61627"  
country="US" port="63081" bytes="4314800"  
packets="700" asn="46554"> 
<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" /> 
<interface-list> 

<interface 
exporter-ip="10.10.10.10"  
if-index="1"  
direction="OUTBOUND"  
bytes="1401408"  
packets="216" /> 

<interface 
exporter-ip="10.10.10.10"  
if-index="2"  
direction="OUTBOUND"  
bytes="4314800"  
packets="700" /> 

</interface-list> 
</client> 
<server 

ip-address="12.12.173.120" host-group-ids="61627"  
country="US" port="1027" bytes="1401408"  
packets="216" asn="47440"> 
<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" /> 
<interface-list> 

<interface 
exporter-ip="10.10.10.10"  
if-index="1"  
direction="INBOUND"  
bytes="4314800"  
packets="700" 
dscp="0" /> 

<interface 
exporter-ip="10.10.10.10" 
if-index="2" direction="INBOUND"  
bytes="1401408" packets="216" dscp="0" /> 

</interface-list> 
</server> 

</flow> 
 
interface 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
exporter-ip このフローを観察した NetFlow または 

sFlow エクスポータの IP アドレス。 

文字列 必須 

if-index このフローが通過したインターフェイスの
インデックス番号。 

整数 必須 

dscp クライアントまたはサーバに関連付けられ
ている DSCP。 

注：この属性は、NetFlow 向け 

StealthWatch FlowCollector によっ
てフローが観察された場合のみ、意味のあ
る値を持ちます。 

整数 オプション 
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名前 説明 タイプ 用途 
direction direction の値は、データがインターフェ

イスによって受信された場合の「INBOUND」
またはデータがインターフェイスによって送
信された場合の「OUTBOUND」の 2 つのう
ちのいずれかです。 

文字列 オプション 

bytes インターフェイスによって送信されたバイト
の総数 

長整数型 オプション 

packets インターフェイスによって送信されたパケッ
トの総数 

長整数型 オプション 

min-ttl このホストからの最初のパケットがルー
ティングされる可能性があるホストまたは
リンクの最小の番号。 

整数 オプション 

max-ttl このホストからの最初のパケットがルー
ティングされる可能性があるホストまたは
リンクの最大の番号。 

整数 オプション 

flow-action エクスポータ タイプが Cisco ASA であ
る場合に存在し、値は「permitted」また
は「denied」のいずれかです。 

文字列 オプション 

 

3.2.2.3 パケット データ 

フローからサンプリングされた実際のパケット データを記述するフローには、追加のデータが存在する
場合があります。 

 

<flow 
id ="80049" 
domain-id="117"  
device-id="118" 
start-time="2011-04-07T08:10:34Z"  
last-time="2011-04-07T08:15:16Z" 
active-duration="282000"  
protocol="6" 
service-id="3"  
application-id="39"  
service="80"  
connections="1"  
retransmits="0"> 

<client 
ip-address="10.201.3.25"  
host-group-ids="155,1545"  
country="XR" 
port="58014"  
bytes="1174"  
packets="7"> 
<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" /> 
<payload> 

<![CDATA[POST/hc/request.rep HTTP/]]> 
</payload> 

</client> 
<server 

ip-address="208.89.13.133"  
host-group-ids="61627" 
host-name="server.iad.liveperson.net"  
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country="US" 
port="80"  
bytes="0"  
packets="0"> 
<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" /> 
<payload> 

<![CDATA[HTTP/1.1 200 OK..Date: Thu]]> 
</payload> 

</server> 
<application flowsensor="23" /> 
<rtt min="19" avg="19" max="19" /> 
<srt min="2" avg="2" max="2" /> 

</flow> 
 
client および server 要素の両方に、当該ホストから観察された最初のパケットからの最初の 26 バイ
トを含む payload 要素が含まれています。データは ASCII 形式で提供されます。 

 
 

3.2.2.4 アプリケーション データ 
application 要素は flow 要素のサブ要素で、次の属性を含めることができます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
flowsensor Flowsensor のアプリケーション検出プロ

セスによって検出されたアプリケーショ
ンの ID。 

整数 オプション 

nbar CISCO Netflow データを調べることによ
り検出されたアプリケーションの ID。 

整数 オプション 

packetshaper PacketShaper アプライアンスによって
送信されたデータを調べることにより検
出されたアプリケーションの ID。 

整数 オプション 

 

注：上記で返される ID は、アプリケーション検出の送信元には明示的です。 
 
 

3.2.2.5 パフォーマンス統計情報 
rtt要素と srt 要素は、いずれも flow 要素のサブ要素です。 
これらの要素には、それぞれ次の属性を含めることができます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
Min 最短時間の平均（ミリ秒単位）。 整数 オプション 

Max 最長時間の平均（ミリ秒単位） 整数 オプション 

Avg 平均時間（ミリ秒単位） 整数 オプション 

 
 
3.3 getSecurityEvents 

 
注：「getCiEvents」は廃止され、v6.5 の「getSecurityEvents」に置き換えられました。
getCiEvents のサービスは、将来のリリースではサポートされません。 
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3.3.1 要求 

要求は、security-event-filter XML 要素の形式をとります。 
 

<security-event-filter max-rows="2000" domain-id="104"> 
<date-selection> 

: 
</date-selection> 
<device-selection> 

: 
</device-selection> 
<host-selection> 

: 
</host-selection> 
<types> .. </types> 
<ports> .. </ports> 
<hit-count .. /> 
<ci-points .. /> 

</security-event-filter> 
 
security-event-filter 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id クエリの対象となるドメインの ID。 整数 必須 

max-rows 応答で返される行の最大数。 整数 オプションで、
デフォルトは 

2000 です 
 

次の各セクションでは、security-event-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素は
オプションで、上記の順序で記述する必要があります。 

 
 

3.3.1.1 日付と時刻でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを時刻に基づいてフィルタリングすることができます。 
 

<date-selection> 

: 
</date-selection > 

 
date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• active-time-selection 

詳細については 4.1.5 を参照してください。 
• first-last-time-selection 

詳細については 4.1.6 を参照してください。 
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3.3.1.2 デバイスでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィル
タリングすることができます。 

 
<device-selection> 

: 
</device-selection > 

 
• device-list-selection 

詳細については 4.2.1 を参照してください。 
 
 

3.3.1.3 ホストでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のホストに基づいてフィルタ
リングすることができます。 

 
<host-selection> 

: 
</host-selection > 

 
host-selection 要素には、host-pair-selection を含めることができます。詳細については 4.3.6 を
参照してください。 

 
 

3.3.1.4 セキュリティ イベント タイプでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードをセキュリティ イベント タイプに基づいてフィルタリングす
ることができます。 

 
<types>50,49,2,20,23,44</types> 

 
types 要素は、単にセキュリティ イベント タイプ ID のカンマ区切りのリストです。セキュリティ イベ
ントと対応する ID のリストについては、4.6 を参照してください。 

 
 

3.3.1.5 ポートでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを UDP または TCP ポートに基づいてフィルタリングするこ
とができます。 

 
<ports>33-55/udp,77/tcp</ports> 

ports 要素には、ポートとプロトコルの値のカンマ区切りのリストが含まれます。プロトコル部分の値
は、TCP または UDP のいずれかです。ポートの値は、実際のポート番号です。 
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3.3.1.6 ヒット カウントでのフィルタリング 
 
要求では、必要に応じ、返されるレコードを発生したヒットの件数に基づいてフィルタリングすることが
できます。 

 
<hit-count low-value="10" high-value="200" /> 

 

hit-count サブ要素には次の属性が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
low-value 制約の下限。 整数 オプション 
high-value 制約の上限。 整数 オプション 

 

属性は、次のように解釈されます。 
 

• low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。 
• high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。 
• 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。 

 
 

3.3.1.7 リスク インデックスでのフィルタリング 
 
要求では、必要に応じ、返されるレコードをリスク インデックスに基づいてフィルタリングすること
ができます。 

 
<ci-points low-value="3" high-value="4" /> 

 
ci-points サブ要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
low-value 制約の下限。 整数 オプション 
high-value 制約の上限。 整数 オプション 

 

属性は、次のように解釈されます。 
 

• low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。 
• high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。 
• 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。 

 
 
3.3.2 応答 

応答は、0 以上の security-event 要素が含まれる security-event-list 要素という形式をとります。 
 

<security-event-list> 
<security-event 

domain-id="117"  
device-id="118" 
start-time="2011-04-07T04:01:56Z"  
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last-time="2011-04-07T16:43:56Z" 
ci-points="492984"  
total-hits="988"> 
<source 

ip-address="128.9.160.132"  
host-group-ids="61627"  
host-name="jar.isi.edu"  
country="US" /> 

<target 
ip-address="209.182.184.0"  
host-group-ids="1519"  
country="US" /> 

<details-list> 
<details type="21" hit-count="984" ci-points="49984" /> 
<details type="1" hit-count="4" ci-points="0" /> 

</details-list> 
</security-event> 
<security-event> 

: 
</security-event> 
: 

</security-event-list> 
 
security-event 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
Id セキュリティ イベントに割り当てられる一

意の ID。実際の出力には含まれません 

整数 オプション 

domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

start-time このセキュリティ イベントが開始した時刻。 ISO8601 日付 必須 

last-time このセキュリティ イベントがアクティブ
であると観察された最後の時刻。 

ISO8601 日付 必須 

ci-points セキュリティ イベントによって生成された
リスク インデックス ポイントの合計数。 

整数 必須 

total-hits セキュリティ イベント中に発生したヒット
の合計数。 

整数 必須 

 

source および target サブ要素には次の属性が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 
 

details-list 要素には、セキュリティ イベントをタイプ別に分類する details 要素が 1 つ以上含まれ
ています。details 要素には、ぞれぞれ次の属性が含まれます。 
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名前 説明 タイプ 用途 
type セキュリティ イベント タイプの ID。 

詳細については 4.6 を参照してくだ
さい。 

整数 必須 

hit-count この特定のセキュリティ イベント タイ
プのヒット数。 

整数 必須 

ci-points この特定のセキュリティ イベント タイ
プのリスク インデックス ポイント。 

整数 必須 

 
 
 
3.4 getHostSnapshot 

 
3.4.1 要求 

要求は、host-filter XML 要素の形式をとります。 
 

<host-filter domain-id="104"> 
<date-selection> 

: 
</date-selection> 
<device-selection> 

: 
</device-selection> 
<host-selection> 

: 
</host-selection> 

</host-filter> 
 
host-filter 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id クエリの対象となるドメインの ID。 整数 必須 

 

次の各セクションでは、host-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素はオプション
で、上記の順序で記述する必要があります。 

 
 

3.4.1.1 日付と時刻でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを時刻に基づいてフィルタリングすることができます。 
 

<date-selection> 
: 

</date-selection > 
 
date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• day-selection 

詳細については 4.1.3 を参照してください。 
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3.4.1.2 デバイスでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィル
タリングすることができます。 

 
<device-selection> 

: 
</device-selection > 

 
device-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 

• device-list-selection 

詳細については 4.2.1 を参照してください。 
 
 

3.4.1.3 ホストでのフィルタリング 

要求では、目的のホストを指定する必要があります。 
 

<host-selection> 
<ip-address-selection value="10.202.4.131"/> 

</host-selection > 
 
host-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• ip-address-selection 

詳細については 4.3.4 を参照してください。 
 
 
3.4.2 応答 

応答は、host-snapshot 要素の形式をとります。 
 

<host-snapshot 
domain-id="117" 
ip-address="10.202.15.73"  
host-group-ids="154,1545" 
host-name="vcenter.lancope.local"  
country="XR" 
time="2011-04-07T17:47:40Z"> 
<status-list> 

: 
</status-list> 
<host-information-list> 

: 
</host-information-list> 
<security-list> 

: 
</security-list> 
<touched-list> 

: 
</touched-list> 
<traffic-list> 

: 
</traffic-list> 
<ci-events> 

: 
</ci-events> 
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<flows> 
: 

</flows> 
<exporters> 

: 
</exporters> 
<alarm-counts-list> 

: 
</alarm-counts-list> 
<alarm-list> 

: 
</alarm-list>  
<identity-session-list>  

: 
</identity-session-list> 
<user-activity-list> 

: 
</user-activity-list> 
<dhcp-lease-list> 

: 
</dhcp-lease-list> 
<host-note-list> 

: 
</host-notes-list> 

</host-snapshot> 
 
host-snapshot 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

time 要求が出されたときのタイムスタンプ ISO8601 日付  
 

オプションのサブ要素には、フィルタで指定された時間におけるホストの動作に関するさまざまな情報が
含まれます。これらについては、後述のセクションで説明します。 

 
 

3.4.2.1 ステータス 

応答には、次のように status-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<status-list> 
<status 

domain-id="104"  
device-id="117"  
value="active" 
first-seen="2010-12-12T20:09:45Z"  
last-seen="2011-02-06T18:21:00Z"> 
<mac-address value="00:1e:13:80:d0:c0" vendor="Unknown Vendor”/> 

</status> 
<status ..> 

: 
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</status> 
: 

</status-list> 
 
status 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

value ホストの現在のステータス。 「active」、
「inactive」
または
「phantom」の
列挙 

必須 

first-seen ホストが最初に観察された時刻。 ISO8601 日付 必須 

last-seen ホストが最後に観察された時刻。 ISO8601 日付 必須 
 

必要に応じ、次の属性を含む mac-address サブ要素が存在する場合があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
value このホストについて観察された MAC アド

レス。 

文字列 オプション 

vendor この MAC アドレスを割り当てられているベ
ンダーの名前。 

文字列 オプション 

 
 

3.4.2.2 ホスト情報 

応答には、次のように host-information-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<host-information-list> 
<host-information 

domain-id="117"  
device-id="118" 
ip-address="10.202.15.73"  
host-group-ids="154,1545"  
host-name="vcenter.lancope.local"  
country="XR"> 
<service-profile-status> 

<server>1:S60256,S60264,S3,O12489/tcp</server> 
<client>1:S4,S1,S29,S48,S23,S36,S14,S34,S3</client> 

</service-profile-status> 
<application-activity>  

<server>,186,170,169,168,</server> 
<client>,51,186,171,187,184,185,190,188,58,</client> 

</application-activity> 
<os>1897979539</os> 

</host-information> 
<host-information ..> 

: 
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</host-information> 
: 

</host-information-list> 
 
host-information 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

service-
profile-status 

サーバまたはクライアントのいずれかとして
のこのホストについて観察されたサービス。 

形式の詳細については 4.4 を参照してくだ
さい 

文字列 オプション 

application-
activity 

サーバまたはクライアントのいずれかとして
のこのホストについて観察されたアプリケー
ション。 

文字列 オプション 

os オペレーティング システムのコード 文字列 オプション 

 
 

3.4.2.3 セキュリティ 

応答には、次のように security-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<security-list> 
<security domain-id="104" device-id="117" 

<concern-index value="8875685" threshold="1000000"/> 
<target-index value="15910" threshold="50000"/ > 
<file-sharing-index value="91161000" threshold="500000"/> 

</security> 
<security ..> 

: 
</security> 
: 

</security-list> 
 

security 要素には次の属性が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 
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security 要素の各サブ要素は、ホストのリスク インデックス、ターゲット インデックス、およびファ
イル共有インデックスのステータスを示し、次の属性を含みます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
value インデックスの現在の値。 整数 必須 

threshold インデックスについて現在有効となっている
アラームのしきい値。 

整数 必須 

 
 

3.4.2.4 調査済み 

応答には、次のように touched-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<touched-list> 
<touched 

domain-id="115"  
device-id="252" 
been-touched="false"  
has-touched="true/> 

</touched> 

<touched ..> 
: 

</touched> 
: 

</touched-list> 
 
touched 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

been-touched このホストが高リスク インデックスを持つ
ホストと通信したかどうかを示します。 

ブール値 必須 

has-touched このホストが高リスク インデックスを持っ
ているかどうか、また、他のホストと通信
したかどうかを示します。 

ブール値 必須 

 
 

3.4.2.5 トラフィック 

応答には、次のように traffic-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<traffic-list> 
<traffic domain-id="117" device-id="118"> 

<five-min threshold="100000000" udp-percent="2"> 
<in max-bps="119976" /> 
<out max-bps="8424" /> 

</five-min> 
<day threshold="3000000000" data-loss-threshold="0"> 

<in 
total-bytes="4656110"  
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total-packets="5633" 
total-data-bytes="4431414" /> 

<out 
total-bytes="739394"  
total-packets="3682"  
total-data-bytes="593242"  
data-loss="0" /> 

</day> 
</traffic> 

</traffic-list> 
 
 

traffic 要素には次の属性が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

 
 
traffic 要素には、five-min および day の 2 つのサブ要素が含まれます。 

 

5-min 要素には次の属性が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
threshold [5 分間のトラフィック大（High 

Traffic in 5 min）] の現在の値 

整数 必須 

udp-percent UDP プロトコルを使用したトラフィッ
クのパーセンテージ 

整数 必須 

 

5-min 要素には、in および out の 2 つのサブ要素が含まれます。これらにはそれぞれ、次の属性が含ま
れます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
max-bps 過去 24 時間に 5 分間隔でホストが受信

（in）または送信（out）した 1 秒あた
りのビット数の最高数 

整数 オプション 

 
 
day 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 

しきい値 [24 時間の合計トラフィック大（High 

Total Traffic in 24 hrs）] の現在の値 

整数 必須 

data-loss-threshold [データ損失の疑い（Suspect Data 

Loss）] アラームのしきい値。ポリシーで設
定されます。 

整数 オプション 
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day 要素には、in および out の 2 つのサブ要素が含まれます。これらにはそれぞれ、次の属性が含まれ
ます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
Total-bytes ホストが過去 24 時間に送信（out）または

受信（in）したバイト数の合計（IP および 

TCP ヘッダーを含む）。 

整数 オプション 

Total-packets  整数 必須 

Total-data-bytes ホストが過去 24 時間に送信（out）または
受信（in）したペイロード情報のバイト数の
合計。 

整数 必須 

Total-loss 最後にアーカイブされて以降、対応するアプ
ライアンス上のホストが損失した疑いがある
データの累積量。 

整数 オプション、
「out」要素のみ 

 
 

3.4.2.6 CI イベント 

応答には、次のように ci-events 要素が含まれる場合があります。 
 

<ci-events> 
<source-high-ci-list> 

<ci-event ..> 
: 

</ci-event> 
: 

</source-high-ci-list> 
<source-list> 

<ci-event ..> 
: 

</ci-event> 
: 

</source-list> 
<target-list> 

<ci-event ..> 
: 

</ci-event> 
: 

</target-list> 
</ci-events> 

 
ci-events 要素には、3.3.2 で説明した形式の、CI イベントのリストを含む 3 つのサブ要素が含まれる
場合があります。 

 
 

3.4.2.7 フロー 

応答には、次のように flows 要素が含まれる場合があります。 
 

<flows> 
<most-recent> 

<flow  
connected="10.202.25.46" 
connected-host-group-ids="154,1545"  
start-time="2011-04-07T21:34:16Z"  
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last-time="2011-04-07T21:34:16Z" 
protocol="tcp"  
service="https"  
service-id="4"  
bytes-sent="4506" 
bytes-received="2324"  
pkts-sent="20" 
pkts-received="22"  
average-bps="0"  
role="Server" total-conn="1"  
total-retrans="1" min-rtt="1" 
max-rtt="1"  
avg-rtt="1"  
min-srt="3"  
max-srt="3"  
avg-srt="3" 

</flow> 
: 

</most-recent> 
<highest-traffic> 

<flow ..> 
: 

</flow> 
: 

</highest-traffic> 
</flows> 

 
flow 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
connected フロー内の他のホストの IP アドレス。 文字列 必須 

connected-host-
group-ids 

他のホストが属するホスト グループの 

ID。 

文字列 必須 

connected-vm フロー中に従属ホストが通信に使用した
ホストの IP アドレス 

文字列 オプション 

start-time このフローが開始した時刻。 ISO8601 日付 必須 

last-time このフローがアクティブであると観察さ
れた最後の時刻。 

ISO8601 日付 必須 

protocol フローで使用されている IP プロトコル。 文字列 必須 

service フローで使用されているサービス。 文字列 必須 

service-id フローで使用されているサービス。 文字列 必須 

bytes-sent このホストによって送信されたバイト数。 整数 必須 

bytes-received このホストによって受信されたバイト数。 整数 必須 

pkts-sent このホストによって送信されたバイト数。 整数 必須 

pkts-received このホストによって受信されたバイト数。 整数 必須 

average-bps フロー内のホスト間のトラフィックの平
均レート（1 秒あたりのビット数）。 

整数 必須 
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名前 説明 タイプ 用途 
role フローにおけるこのホストのロール。 「Client」、

「Server」または
「Undetermined」
の列挙 

必須 

total-conn フローで発生した最初の SYN から最後
の ACK までの TCP 接続の数。 

長整数型 オプション 

total-retrans フローで再送信された TCP パケットの
割合 

長整数型 オプション 

min-rtt すべての TCP 接続がフローで発生する
ために要した最小ラウンドトリップ時間
（ミリ秒単位） 

長整数型 オプション 

max-rtt すべての TCP 接続がフローで発生する
ために要した最大ラウンドトリップ時間
（ミリ秒単位） 

長整数型 オプション 

avg-rtt すべての TCP 接続がフローで発生する
ために要した平均ラウンドトリップ時間
（ミリ秒単位） 

長整数型 オプション 

min-srt フロー内のすべての TCP 接続の中で、
最初のクライアント要求から最初のサー
バ応答までにかかった最短サーバ応答時
間（ミリ秒単位） 

長整数型 オプション 

max-srt フロー内のすべての TCP 接続の中で、
最初のクライアント要求から最初のサー
バ応答までにかかった最大サーバ応答 

時間。 

長整数型 オプション 

avg-srt フロー内のすべての TCP 接続の中で、
最初のクライアント要求から最初のサー
バ応答までにかかった平均サーバ応答 

時間（ミリ秒単位）。 

長整数型 オプション 

 
 

3.4.2.8 エクスポータ 

応答には、次のように exporters 要素が含まれる場合があります。 
 

<exporters> 
<closest-interface-list> 

<closest-interface 
domain-id="115"  
device-id="252" 
exporter-ip="11.9.102.4"  
if-index="833"  
confidence="100"/> 

<closest-interface ../> 
: 

</closest-interface-list> 
<active-source-list> 

<interface-status 
domain-id="115"  
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device-id="252" 
exporter-ip="11.8.1.101"  
if-index="9"> 
<inbound 

current-bps="662"  
maximum-bps="1293"  
average-bps="0"  
current-pps="0"  
maximum-pps="0"  
average-pps="0"  
current-util="0"  
maximum-util="0/> 

<outbound 
current-bps="662"  
maximum-bps="0"  
average-bps="0"  
current-pps="0"  
maximum-pps="0"  
average-pps="0"  
current-util="0"  
maximum-util="0/> 

</interface-status> 
<interface-status ..> 

: 
</interface-status> 
: 

</active-source-list> 

<active-dest-list> 
<interface-status ..> 

: 
</interface-status> 
: 

</active-dest-list> 
<today-list> 

<interface-status ..> 
: 

</interface-status> 
: 

</today-list> 
</exporters> 

 
exporters 要素には、次のサブ要素が含まれます。 

 
• closest-interface-list 

どのエクスポータおよびインターフェイスがホストに最も近いかの判定。 
• active-source-list 

このホストを送信元とする着信トラフィックがあったインターフェイスのリスト。 
• active-dest-list 

宛先として発信トラフィックでこのホストを観察したインターフェイスのリスト。 
• today-list 

このホストからまたはこのホストからのトラフィックがあったインターフェイスのリスト。 
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closest-interface-list 要素には、それぞれ次の属性を持つ 1 つ以上の closest-interface 要素
が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

exporter-ip このホストを観察したエクスポータの 

IP アドレス。 

文字列 必須 

if-index このホストに対するトラフィックを転送した
インターフェイスのインデックス番号。 

整数 必須 

confidence 最も近いインターフェイスの判別の信頼性
のレベル（%）。 

整数 必須 

 

active-source-list、active-dest-list、および today-list はすべて、それぞれが次の属性を持
つ 1 つ以上の interface-status 要素を含みます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

exporter-ip このホストを観察したエクスポータの 

IP アドレス。 

文字列 必須 

if-index このホストに対するトラフィックを転送した
インターフェイスのインデックス番号。 

整数 必須 

 

さらに、interface-status 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の inbound および outbound 
要素が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
current-bps インターフェイスを通過する現在のトラフィッ

ク レート（1 秒あたりのビット数）。 

整数 必須 

maximum-bps 要求された期間にインターフェイスを通過し
た最も高いトラフィック レート（1 秒あた
りのビット数）。 

整数 必須 

average-bps 要求された期間にインターフェイスを通過し
たトラフィック レートの平均（1 秒あたり
のビット数）。 

整数 必須 

current-pps インターフェイスを通過する現在のパケット 

レート（1 秒あたりのパケット数）。 

整数 必須 

maximum-pps 要求された期間にインターフェイスを通過し
た最も高いパケット レート（1 秒あたりの
パケット数）。 

整数 必須 
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名前 説明 タイプ 用途 
average-pps 要求された期間にインターフェイスを通過し

たパケット レートの平均（1 秒あたりのパ
ケット数）。 

整数 必須 

current-util 現在のインターフェイス使用率（%）。 倍精度浮動小数
点型 

必須 

maximum-util 要求された期間で最大のインターフェイス使
用率（%）。 

倍精度浮動小数
点型 

必須 

 
 

3.4.2.9 アラーム カウント 

応答には、次のように alarm-counts-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<alarm-counts-list> 
<alarm-counts domain-id="104" device-id="117" source="13" target="0"> 

<details alarm-type="7" source="11" target="0/>"> 
<details alarm-type="16" source="2" target="0/>"> 
: 

</alarm-counts> 
<alarm-counts ..> 

: 
</alarm-counts> 
: 

</alarm-counts-list> 
 

alarm-counts-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の alarms-counts 要素が含まれ
ます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

source このホストがソースであった場合に、要求
された期間にアクティブであったアラーム
の数。 

整数 必須 

target このホストがターゲットであった場合に、要
求された期間にアクティブであったアラーム
の数。 

整数 必須 

 

alarm-counts 要素の各 details サブ要素は、カウントをアラーム タイプごとに分けるもので、次の
属性を持っています。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
alarm-type アラーム タイプの ID。 整数 必須 

source このホストがソースであった場合に、要求
された期間にアクティブであったアラーム
の数。 

整数 必須 



SMC Web サービス プログラミング ガイド 

46 

名前 説明 タイプ 用途 
target このホストがターゲットであった場合に、要

求された期間にアクティブであったアラーム
の数。 

整数 必須 

 
 

3.4.2.10 アラーム 

応答には、次のように alarm-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<alarm-list> 
<alarm 

domain-id="101" device-id="103" 
id="2V-13BN-VMSF-XY9K-K" 
type="35" 
start-time="2011-03-09T23:34:00Z"  
end-time="2011-03-10T00:19:00Z" 
active="false"> 
<source ip-address="192.168.1.40"  

host-group-ids="11,28"  
country="US"/> 

<target ip-address="192.168.1.50"  
host-group-ids="11,25"  
country="XR"/> 

</alarm> 
<alarm ..> 

: 
</alarm> 
: 

</alarm-list> 
 
alarm-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の alarm 要素が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

id アラームのグローバルに固有な ID。 文字列 必須 

type アラーム タイプの ID。 

詳細については 4.5 を参照してください。 

整数 必須 

start-time アラームが開始した時刻。 ISO8601 日付 必須 

end-time アラームが終了した時刻。 ISO8601 日付 オプション 

active 要求時にアラームがアクティブであったかど
うかを示します。 

ブール値 必須 

 

alarm 要素には、それぞれが次の属性を持つ source および/または target サブ要素が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 
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名前 説明 タイプ 用途 
country ホストが属する国。 文字列 必須 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

 
 

3.4.2.11 アイデンティティ セッション 

応答には、次のように identity-session-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<identity-session-list> 
<identity-session 

domain-id="101"  
device-id="170" 
ip-address="192.168.3.100"  
host-group-ids="11,15" 
host-name="some.hostname.local."  
country="XR" 
start-time="2011-03-10T12:31:26Z"  
end-time="2011-03-10T18:06:28Z" 
active="false"  
username="bob"  
vlan="v-1234"  
device-type="phone" 
ad-domain="ms-domain"  
vpn-ip="10.202.1.96"> 
<mac-address value="00:ab:cd:ef:12:34" vendor="Acme Inc."/> 
<network-access-device ip-address="192.168.1.10" 

name="ms-activedirectory" 
interface=”interface-name” /> 

<user-groups identity=”group1” security=”group2” /> 
<server ip-address=”10.202.1.1” name=”dev” /> 

</identity-session> 
</identity-session-list> 

 
 
identity-session-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の identity-session 要素が含ま
れます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った Cisco ISE アプライア
ンスの ID。 

整数 必須 

ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

start-time セッションが開始した時刻。 ISO8601 日付 必須 

end-time セッションが終了した時刻。 ISO8601 日付 オプション 

active 要求時にセッションがアクティブであったか
どうかを示します。 

ブール値 必須 

username このセッションで使用されたユーザ名。 文字列 必須 

vlan ユーザの割り当てられた VLAN 文字列 オプション 
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名前 説明 タイプ 用途 
device-type NAC プロファイラによって検出されたエンド

ポイントのデバイス タイプ 

文字列 オプション 

ad-domain ユーザの Active Directory ドメイン 文字列 オプション 
 

identity-session 要素には、セッションに使用される認証サーバと Windows ドメインを示す 4 つのサ
ブ要素が含まれます。 

 
mac-address 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
value DHCP リースを要求しているホストの MAC 

アドレス。 

文字列 必須 

vendor MAC アドレスが割り当てられているベン
ダーの名前。 

文字列 オプション 

 

network-access-device 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
ip-address エンドポイントのネットワーク接続デバイス

の IP アドレス。 

文字列 オプション 

name エンドポイントのネットワーク接続デバイス
の DNS 名。 

文字列 オプション 

interface そのときのエンドポイントのネットワーク接
続ポート。 

文字列 オプション 

 

user-groups 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
identity ユーザのプロビジョニングされたグループ

（たとえば、LDAP の OU など） 

文字列 オプション 

security ユーザの TrustSec SGT グループ 文字列 オプション 
 

server 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
ip-address 認証データをプロビジョニングするサーバの 

IP アドレス。 

文字列 オプション 

name 認証データをプロビジョニングするサーバに
与えられた名前。 

文字列 オプション 
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3.4.2.12 ユーザ アクティビティ 

応答には、次のように user-activity-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<user-activity-list> 
<user-activity 

domain-id="101"  
device-id="170" 
ip-address="192.168.3.100"  
host-group-ids="11,15" 
host-name="some.hostname.local."  
country="XR" 
start-time="2011-03-10T12:31:26Z"  
end-time="2011-03-10T18:06:28Z" 
active="false"  
username="bob"> 
<server ip-address="192.168.1.10" name="ms-activedirectory"/> 
<domain name="AD" controller="MSACTDIR"/> 

</user-activity> 
<user-activity ..> 

: 
</user-activity> 
: 

</user-activity-list> 
 

user-activity-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の user-activity 要素が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

IDentity アプライアンスの ID。 

整数 必須 

ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

start-time ログイン セッションが開始した時刻。 ISO8601 日付 必須 

end-time ログイン セッションが終了した時刻。 ISO8601 日付 オプション 

active 要求時にセッションがアクティブであったか
どうかを示します。 

ブール値 必須 

user-name このセッションで使用されたユーザ名。 文字列 必須 
 

user-activity 要素には、セッションに使用される認証サーバと Windows ドメインを示す 2 つのサブ
要素が含まれます。server 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
ip-address 認証データをプロビジョニングするサーバの 

IP アドレス。 

文字列 必須 

name 認証データをプロビジョニングするサーバに
与えられた名前。 

文字列 必須 
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domain 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
name ユーザがログインした Windows ドメインの

名前。 

文字列 オプション 

controller ユーザがログインしたドメインに関連付けら
れている Windows ドメイン コントローラ
の名前。 

文字列 オプション 

 
 

3.4.2.13 DHCP リース 

応答には、次のように dhcp-lease-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<dhcp-lease-list> 
<dhcp-lease 

domain-id="101"  
device-id="391" 
ip-address="192.168.3.100"  
host-group-ids="11" 
host-name="some.hostname.local."  
country="XR" 
start-time="2011-12-11T05:45:57Z"  
end-time="2011-12-18T05:48:13Z" 
active="false"> 
<server name="dhcptest1"/> 
<client mac-address="00:ab:cd:ef:12:34" vendor="Acme Inc."/> 

</dhcp-lease> 
<dhcp-lease ..> 

: 
</dhcp-lease> 
: 

<dhcp-lease-list> 
 
dhcp-lease-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の dhcp-lease 要素が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

IDentity アプライアンスの ID。 

整数 必須 

ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

start-time DHCP リースが開始した時刻。 ISO8601 日付 必須 

end-time DHCP リースが終了した時刻。 ISO8601 日付 オプション 

active 要求時に DHCP リースがアクティブであっ
たかどうかを示します。 

ブール値 必須 
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dhcp-lease 要素には、DHCP リースを割り当てるサーバと、リースを要求するユーザを示す 2 つのサブ
要素が含まれます。server 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
name DHCP リースを割り当てるサーバに与えられ

た名前。 

文字列 必須 

 

client 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
mac-address DHCP リースを要求しているホストの MAC 

アドレス。 

文字列 必須 

vendor MAC アドレスが割り当てられているベンダー
の名前。 

文字列 オプション 

 
 

3.4.2.14 ホストのコメント 

応答には、次のように host-notes-list 要素が含まれる場合があります。 
 

<host-note-list> 
<host-note 

domain-id="104" 
ip-address="10.202.4.131"  
host-group-ids="11"  
country="XR", 
time="2011-02-05T20:10:18Z", 
user="admin">This host needs to be tracked.</host-note> 

<host-note ..> 
: 

</host-note> 
: 

</host-note-list> 
 
host-note-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の host-note 要素が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

time 注記が追加された時刻。 ISO8601 日付 必須 

user ホスト注記を追加したユーザの名前 文字列 必須 
 

host-note 要素のテキスト コンテンツは、注記の実際のテキストです。 
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3.5 getHostInformation 
 

3.5.1 要求 

要求は、host-information-filter XML 要素の形式をとります。 
 

<host-information-filter domain-id="101"> 
<date-selection> 

: 
</date-selection> 
<device-selection> 

: 
</device-selection> 
<host-selection> 

: 
</host-selection> 
<server-service-list ..> 
</server-service-list> 
<server-application-list ..> 
</server-application-list> 
<client-service-list ..> 
</client-service-list> 
<client-application-list ..> 
</client-application-list> 
<operating-system ..>..</operating-system> 
<alarms ..>..</alarms> 
<alerts ..>..</alerts> 
<ci-events ..>..</ci-events> 

</host-information-filter> 
 
host-information-filter 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id クエリの対象となるドメインの ID。 整数 必須 

max-rows 応答で返される行の最大数。 整数 オプションで、
デフォルトは 

2000 です 
 

次の各セクションでは、host-information-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要
素はオプションで、上記の順序で記述する必要があります。 

 
 

3.5.1.1 日付と時刻でのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを時刻に基づいてフィルタリングすることができます。 
 

<date-selection> 
: 

</date-selection > 
 
date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• day-range-selection 

詳細については 4.1.4 を参照してください。 
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3.5.1.2 デバイスでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィル
タリングすることができます。 

 
<device-selection> 

: 
</device-selection > 

 
device-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• device-list-selection 

詳細については 4.2.1 を参照してください。 
 

3.5.1.3 ホストでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のホスト、ホスト グルー
プ、VM サーバ、VM、IP アドレス範囲に基づいてフィルタリングすることができます。 

 
<host-selection> 

: 
</host-selection > 

 
host-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。 

 
• host-group-selection 

詳細については 4.3.1 を参照してください。 
• ip-address-range-selection 

詳細については 4.3.2 を参照してください。 
• ip-list-selection 

詳細については 4.3.3 を参照してください。 
• vm-list-selection 

詳細については 4.3.5 を参照してください 
• host-pair-selection 

詳細については 4.3.6 を参照してください。 
 
 

3.5.1.4 サービスでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、クライアントおよび/またはサーバであるホストについて観察される TCP/UDP 
サービスに基づいて返されるレコードをフィルタリングすることができます 

 
<server-service-list operator=”AND”> 

<profiled-service-list> 
<profiled-service profile-index="93" /> 
<profiled-service profile-index="76" /> 

</profiled-service-list> 
<custom-service-list> 

<custom-service protocol="tcp" port-number="123-456" /> 
<custom-service protocol="udp" port-number="100-102" /> 

</custom-service-list> 
</server-service-list> 
<client-service-list operation=”OR”> 
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<profiled-service-list> 
<profiled-service profile-index="93" /> 
<profiled-service profile-index="76" /> 

</profiled-service-list> 
<custom-service-list> 

<custom-service protocol="tcp" port-number="123-456" /> 
<custom-service protocol="udp" port-number="100-102" /> 

</custom-service-list> 
</client-service-list> 

 
server-service-list および client-service-list 要素には、次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
operator ホストが指定されたサービスと照合され

る方法を指定します。 

「AND」または
「OR」の列挙 

必須 

 

server-service-list および client-service-list には、目的のサービスを 2 つの方法のいずれか
で指定する 2 つのリスト要素が含まれます。 

 
profiled-service-list 要素には、profiled-service 要素が含まれます。この要素は、ドメインの
サービス定義による定義に従ってサービスを指定するもので、次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
profile-index ドメインのサービス定義で指定されたイン

デックス。 

整数 必須 

 

custom-service-list 要素には、custom-service 要素が含まれます。この要素は、プロトコルおよび
ポート/ポート範囲を使用してサービスを指定するもので、次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
protocol サービスのプロトコル。 「tcp」または

「udp」の列挙 

必須 

port-number このサービスに関連付けられているポートま
たはポート範囲。 

例：「8080」、「100-200」 

文字列 必須 

 
 

3.5.1.5 プロトコルでのフィルタリング 

ここでは、プロトコルでのフィルタリングは、別途の XML タグではなく profiled-service 要素を使用して
行います。 

 
たとえば、プロトコル 4 のフィルタを追加するには、raw プロトコル番号に定数 60000 を足し、
profiled-service 要素の profile-index を 60004 にします。 

 
ICMP タイプでフィルタリングするには、raw ICMP タイプに定数 60256 を追加します。ICMP タイプ
のリストについては、4.7 を参照してください。 
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3.5.1.6 オペレーティング システムでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、ホストが使用しているオペレーティング システムに基づいて返されるレコード
をフィルタリングすることができます。 

 
<operating-system operator="AND">503331,1493595250</operating-system > 

 
operating-system 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
operator ホストが指定された OS と照合される方法

を指定します。 

「AND」または
「OR」の列挙 

必須 

 

operating-system 要素には、目的のオペレーティング システム コードのカンマ区切りのリストのみが
含まれます。 

 
注：この制約は、device-selection で選択されたデバイスが sFlow アプライアンス向け FlowCollector 
である場合のみ使用する必要があります。 

 
 

3.5.1.7 アラームでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、ホストに対してアクティブであったアラームのタイプに基づいて返されるレ
コードをフィルタリングすることができます。 

 
<alarms operator="AND">1,20,7</alarms> 

 
alarms 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
operator ホストが指定されたアラーム タイプと照合

される方法を指定します。 

「AND」または
「OR」の列挙 

必須 

 

alarms 要素には、目的のアラーム タイプ ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。詳細について
は 4.5 を参照してください。 

 
 

3.5.1.8 アラートでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、ホストに対してアクティブであったアラートのタイプに基づいて返されるレコー
ドをフィルタリングすることができます。 

 
<alerts>2,9,27</alarms> 

 
alerts 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
operator ホストが指定されたアラート タイプと照合

される方法を指定します。 

「AND」または
「OR」の列挙 

必須 
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alerts 要素には、目的のアラート タイプ ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。詳細について
は、を参照してください。 

 
 

3.5.1.9 CI イベントでのフィルタリング 

要求では、必要に応じ、ホストに対してアクティブであった CI イベントのタイプに基づいて返されるレ
コードをフィルタリングすることができます。 

 
<ci-events>33,37,43</ci-events> 

 
ci-events 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
operator 指定された CI イベント タイプにホスト

を照合する方法を指定します。 

「AND」または
「OR」の列挙 

必須 

 

ci-events 要素には、目的の CI イベント タイプ ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。詳細に
ついては 4.6 を参照してください。 

 
3.5.2 応答 

応答は、0 以上の host-information 要素が含まれる host-information-list 要素という形式をとり
ます。 

 
<host-information-list> 

<host-information 
domain-id="102"  
device-id="104" 
ip-address="10.202.10.20"  
host-group-ids="11" 
host-name="somehostname.something.com"  
country="XR" 
time="2011-08-11T20:19:34Z" 
mac-address="00:0b:db:08:a8:79"> 
<service-profile-status> 

: 
</service-profile-status> 
<application-activity> 

: 
</application-activity> 
<os>..</os> 
<traffic> 

: 
</traffic> 
<total-traffic ../> 
<high-traffic ../> 
<low-traffic ../> 
<concern-index ../> 
<target-index ../> 
<file-sharing-index ../> 
<new-flows-initiated ../> 
<new-flows-served ../> 
<max-flows-initiated ../> 
<max-flows-served ../> 
<syns-received ../> 
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<syns ../> 
<udp ../> 
<icmp ../> 
<ci-events> . . </ci-event> 
<closest-interface ../> 
<interface-list> 

: 
</interface-list> 

</host-information> 
<host-information> 

: 
</host-information> 
: 

</host-information-list> 
 
host-information 要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id このホストが属するドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

ip-address ホストの IP アドレス。 文字列 必須 

host-name ホストの名前。 文字列 オプション 

country ホストが属する国。 文字列 必須 

host-group-ids ホストが属するホスト グループの ID。 文字列 必須 

vserver-id このホストが存在している VM サーバの 

ID。 

整数 オプション 

vserver-ip-address このホストが存在している VM サーバの 

IP アドレス。 

文字列 オプション 

vserver-name このホストが存在している VM サーバの
名前。 

文字列 オプション 

vmachine-id ホストに関連付けられている仮想マシンの 

ID。 

整数 オプション 

vmachine-name ホストに関連付けられている仮想マシンの
名前。 

文字列 オプション 

time この観察に関連付けられている時刻 ISO8601 日付 必須 

mac-address このホストについて観察された MAC アド
レス。 

文字列 オプション 

 
 
オプションのサブ要素には、フィルタで指定された時間におけるホストの動作に関するさまざまな情報
が含まれます。 
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3.5.2.1 サービス プロファイル 

応答には次のように、サーバまたはクライアントとしてのホストについて観察されたサービスを示す 
service-profile-status 要素が含まれる場合があります。 

 
<service-profile-status> 

<server>1:S16,S22</server> 
<client>1:S12,S23,S27,S80</client> 

</service-profile-status> 
 

形式の詳細については 4.4 を参照してください。 
 
 

3.5.2.2 アプリケーション アクティビティ 

応答には次のように、サーバまたはクライアントとしてのホストについて観察されたアプリケーション
を示す application-activity 要素が含まれる場合があります。 

 
<application-activity> 

<server>,169,</server> 
<client>,51,171,169,184,168,81,175,39,53,41,44,</client> 

</application-activity> 
 

server または client サブ要素には、[サービスとアプリケーションの設定（Services and Applications 
Configuration）] ダイアログで定義されたアプリケーション ID のカンマ区切りのリストのみが含まれ
ます。 

 
 

3.5.2.3 アラーム 

応答には次のように、ホストについて観察されたアラームを示す alarms 要素が含まれる場合があり
ます。 

 
<alarms>24,32</alarms> 

 

alarms 要素には、関連するホスト アラーム ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。有効なア
ラーム ID のリストについては、4.5 の表を参照してください 

 
 

3.5.2.4 アラート 

応答には次のように、ホストについて観察されたアラートを示す alerts 要素が含まれる場合があり
ます。 

 
<alerts>5,22,28</alerts> 

 

alerts 要素には、アラート ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。有効なアラート ID の詳細
については、の表を参照してください。 
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3.5.2.5 オペレーティング システム 

応答には次のように、ホストについて観察されたオペレーティング システムを示す os 要素が含まれる
場合があります。 

 
<os>1897979539</os> 

 

注：この要素は、sFlow アプライアンス向け FlowCollector が観察を行った場合のみ存在します。 
 
 

3.5.2.6 トラフィック統計 

応答には次のように、ホストについて観察された着信および発信トラフィックを示す traffic 要素が
含まれます。 

 
<traffic> 

<in bytes="281869267" packets="1955487" max="64720"></in> 
<out bytes="338649938" packets="2299743" max="64760"></out> 

</traffic> 
 
注：この要素は、sFlow アプライアンス向け FlowCollector が観察を行った場合のみ存在します。 

traffic 要素には、次の属性を含む in および out 要素が含まれます。 
 

名前 説明 タイプ 用途 
bytes ホストでの 1 日のインバウンド/アウトバ

ウンド ペイロードの合計バイト数。 

長整数型 必須 

packets ホストでの 1 日のインバウンド/アウトバウ
ンド IP パケットの合計数。 

長整数型 必須 

max 1 日に観察された最大のインバウンド/アウト
バウンド トラフィック レート（1 秒あたり
のビット数）。 

整数 必須 

 
 

3.5.2.7 ポリシー統計情報 

応答には次のように、複数のアラームについてトラッキングされた統計情報を示す複数の要素が含まれ
ます。 

 
<total-traffic max="620519205"/> 
<data-loss max="1262"/> 
<high-traffic max="126212" average="84379"/> 
<low-traffic max="3874" average="84379"/> 
<concern-index max="0"/> 
<target-index max="0"/> 
<file-sharing-index max="0"/> 
<new-flows-initiated max="0" average="0"/> 
<new-flows-served max="0" average="0"/> 
<max-flows-initiated max="0" average="0"/> 
<max-flows-served max="0" average="0"/> 
<syns-received max="0" average="0"/> 
<syns max="0" average="0"/> 
<udp max="0" average="0"/> 
<icmp max="0" average="0"/> 



SMC Web サービス プログラミング ガイド 

60 

各要素には次の属性が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
max 1 日に観察されたその統計の最大値。 長整数型 必須 

average 1 日に観察されたその統計の平均値。 長整数型 オプション 

 
 
次の表は、各要素によって 1 日にトラッキングされる統計情報を示します。 

 
エレメント名 説明 単位 
total-traffic ホストでの 1 日の両方向のトラフィックの量。 バイト 

high-traffic ホストでの一定期間における最大の両方向のトラフィック 

レート。 

ビット/秒 

data-loss ホストが損失した疑いがあるデータの累積量。 バイト 

low-traffic ホストでの一定期間における最小の発信/着信トラフィック 

レート。 

ビット/秒 

concern-index ホストのリスク インデックス値。 ポイント 

target-index ホストのターゲット インデックス値。 ポイント 

file-sharing-index ホストのファイル共有インデックス値。 ポイント 

new-flows-initiated 5 分間にホストで開始された新しいフローの最大数。 カウント 

new-flows-served 5 分間にホストに提供された（別のホスト グループで開始さ
れた）新しいフローの最大数。 

カウント 

max-flows-initiated 5 分ごとに測定される、ホストによって開始されたアクティ
ブ フローの最大数。 

カウント 

max-flows-served 5 分ごとに測定される、ホストに提供された（別のホスト グ
ループで開始された）アクティブ フローの最大数。 

カウント 

syns-received ホストでの 5 分間のインバウンド SYN パケットのレート。 5 分あたりの
パケット数 

syns ホストでの 5 分間のアウトバウンド SYN パケットのレート。 5 分あたりの
パケット数 

udp ホストでの 5 分間のアウトバウンド UDP パケットのレート。 5 分あたりの
パケット数 

icmp ホストでの 5 分間のアウトバウンド ICMP パケットのレート。 5 分あたりの
パケット数 

 
 

3.5.2.8 リスク インデックス イベント 

応答には、次のように ci-event 要素が含まれる場合があります。これは、リスク インデックスのポ
イントに寄与したリスク イベントのカンマ区切りリストです。 

 
<ci-events> 

Addr_Scan/udp, Suspect_UDP_Activity/udp, ICMP_Port_Unreach, 
</ci-events> 
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3.5.2.9 エクスポータ 

応答には、次の要素が含まれる場合があります。 
 

<closest-interface 
domain-id="102"  
device-id="104" 
exporter-ip="10.202.4.72"  
if-index="1" 
confidence="98/> 

<interface-list> 
<interface 

domain-id="102"  
device-id="104" 
exporter-ip="10.202.4.72"  
if-index="1"/> 

<interface ../> 
: 

</interface-list> 
 
closest-interface 要素には次の属性が含まれます。 

 
 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

exporter-ip このホストを観察したエクスポータの 

IP アドレス。 

文字列 必須 

if-index このホストに対するトラフィックを転送した
インターフェイスのインデックス番号。 

整数 必須 

confidence 最も近いインターフェイスの判別の信頼性
のレベル（%）。 

整数 必須 

 

interface-list 要素には、それぞれ次の属性を持つ 1 つ以上の interface 要素が含まれます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 観察が行われたドメインの ID。 整数 必須 

device-id この観察を行った StealthWatch 

FlowCollector アプライアンスの ID。 

整数 必須 

exporter-ip このホストを観察したエクスポータの 

IP アドレス。 

文字列 必須 

if-index このホストに対するトラフィックを転送した
インターフェイスのインデックス番号。 

整数 必須 

 
 
3.6 getHostGroups 

 
この Web サービス リクエストでは、ユーザは、特定のドメインに対し現在のホスト グループの構造を
取得することができます。 
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3.6.1 要求 

要求は、domain XML 要素の形式をとります。 
 

<domain id="115" /> 
 
domain 要素には、目的のドメインを指定するため、1 つの id 属性が含まれます。 

 
3.6.2 応答 

応答は、host-group-tree 要素の形式をとります。 
 

<domain id="115">  
<host-group-tree> 

<inside-hosts> 
<host-group id="23" name="Host Group A"> 

<ip-address-ranges>10.202.</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>10.203.</ip-address-ranges> 

: 
<host-group id="24" name="Host Group A1"> 

<ip-address-ranges>... 
: 

</host-group> 
: 

</host-group> 
: 

</inside-hosts> 

<outside-hosts> 
<host-group id="19" name="AOL IM"> 

<ip-address-ranges>64.12.24-26.</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>64.12.28-29.</ip-address-ranges> 

: 
</host-group> 

</outside-hosts> 
<host-group id="62001" name="Command &amp; Control Servers" /> 
<host-group id="65" name="Top-Level Host Group-1"> 

<ip-address-ranges>32.12.24-26.</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>32.12.28-29.</ip-address-ranges> 

: 
</host-group> 

</host-group-tree> 
</domain> 

 
host-group-tree 要素には、inside-hosts および outside-hosts 要素が含まれている必要があり
ます。host-group-tree には、「Command & Control Servers」という名前の host-group 要素も含
まれます。次に、これらの要素には host-group elements のネストされたツリーを含めることがで
きます。 

 
inside-hosts 要素と outside-hosts 要素の属性は、host-group 要素と同じです。これらの属性は、
上記のサンプルでは簡潔にするため省略しています。 

 
最上位のホスト グループは、「Command & Control Servers」という名前の host-group 要素の後ろ
に配置された host-group 要素です。 
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3.7 setHostGroups 
 
このコールでは、ユーザは、特定のドメインに対し現在のホスト グループの構造を置き換えることがで
きます。 

 
3.7.1 要求 

要求は、domain 要素の形式をとります。 
 

<domain id=”115”> 
<host-group-tree> 

<inside-hosts> 
<host-group id="23" name=”Host Group A”>  

<ip-address-ranges>10.202.</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>10.203.</ip-address-ranges> 

: 
<host-group id=”24” name=”Host Group A1”> 

<ip-address-ranges>... 
: 

</host-group> 
: 

</host-group> 
: 

</inside-hosts> 
<outside-hosts> 

<host-group id=”19” name=”AOL IM”> 
<ip-address-ranges>64.12.24-26.</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>64.12.28-29.</ip-address-ranges> 

: 
</host-group> 

</outside-hosts> 
<host-group id=”65” name=”Top-Level Host Group-1”> 

<ip-address-ranges>32.12.24-26.</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>32.12.28-29.</ip-address-ranges> 

: 
</host-group> 

</host-group-tree> 
</domain> 

 
domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。指定され
るドメインは、すでに存在している必要があります。 

 
その後ろに、host-group-tree 要素が必要です。host-group-tree 要素には、inside-hosts および 
outside-hosts 要素が含まれている必要があります。その場合、これらの要素には host-group 要素の
ネストされたツリーを含めることができます。 

 
注：ホスト グループ ID は 1 より大きく 60000 未満である必要があります。この範囲に含まれない ID 
で指定されたホスト グループは無視されます。 

 
注：この呼び出しが行われる場合、国のホスト グループは置き換えられません。また、ツリーに 
Command & Control Servers ホスト グループが存在する場合、そのグループは置き換えられます。 
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警告：ホスト グループの統計情報は、「ID」をキーとして保存されます。setHostGroups Web サービス 
コールを使用するときは、そのグループの履歴データへのアクセスが禁止される可能性があるため、既存
のホスト グループの「ID」番号を変更しないでください。「ID」番号が 1 つのグループから別のグルー
プに再割り当てされた場合、そのグループの履歴データを取得すると、その「ID」が以前に割り当てられ
ていたホスト グループからのレコードが含まれる可能性があります。 

 
3.7.2 応答 

応答では、単に要求がエコーされ、コールが正常に完了したことを示します。実行されたデフォルトを
示すすべての属性が含まれます。 

 
 
3.8 updateExporters 

 
3.8.1 要求 

要求は、domain 要素の形式をとります。 
 

<domain id="101"> 
<swa-list> 

<swa id="415"> 
<exporter-list auto-add="true"> 

<exporter ip="10.9.1.1" exporter-type=”flow-sensor”> 
<snmp> 

: 
</snmp> 
<interface 

if-index="2"  
name="if-1"  
description="if-1" 
speed-in="1000000000"  
speed-out="1000000000" 
threshold-in="90"  
threshold-out="90" /> 

<interface .. /> 
: 

</exporter> 
</exporter-list> 

</swa> 
<swa id="416"> 

: 
</swa> 
: 

</swa-list> 

</domain> 
 
domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。 

 
swa-list 要素には、id 属性を使用して設定される StealthWatch FlowCollector デバイスを指定する 
swa 要素が含まれている必要があります。 
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各 swa 要素には、次の属性を持つ exporter-list 要素が含まれている必要があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
auto-add sFlow 向け StealthWatch 

FlowCollector は任意のエクスポータから
データを受け入れる必要がある（true）か、
指定したものだけ（false）かを示します。 

ブール値 オプション 

 

exporter-list 要素には、ip 要素を使用して更新または追加対象のエクスポータを指定する exporter 
要素のリストが含まれます。exporter 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
ip 更新するエクスポータの IP アドレス IP アドレス 必須 

exporter-type エクスポータのタイプを指定します。有効な
値は「exporter」および「flowsensor」
です 

文字列 オプション 

Username exporter-type=’flowsensor’ の場合の
通信クレデンシャルのユーザ名 

文字列 オプション 

Password exporter-type=’flowsensor’ の場合の
通信クレデンシャルのパスワード 

文字列 オプション 

hybrid-pair-ip exporter-type=’exporter’ の場合の
ハイブリッド ペアの IP アドレス 

IP アドレス オプション 

ignore-v5-egress exporter-type=’exporter’ の場合にイ
ンターフェイス トラフィック統計情報を計
算するときは、出力値を無視します。 

ブール値 オプション 

 

exporter 要素には、SMC が SNMP プロトコルを使用してエクスポータをポーリングする必要がある
か、また、ポーリングする必要がある場合はその方法を指定する snmp 要素が含まれる場合があります。
この要素は、次の 2 つの形式のうち、いずれかをとります。 

 
SNMP 設定への参照がシステム内にすでに存在する場合： 

 
<snmp enabled="true"> 

<snmp-configuration-ref name="Device Profile #1"/> 
</snmp> 

 

または、このエクスポータだけにインライン SNMP 設定を使用する場合： 
 

<snmp enabled="true"> 
<snmp-configuration 

name="SNMP Config A"  
port="161"  
version="2" 
polling-interval="5" 
community="public"  
use-ifXTable="true"  
use-catos-mib="false"  
username="user1" 
auth-password="password1"  
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priv-password="password2"  
security-level="0" 
auth-method="0"  
priv-method="0" /> 

</snmp> 
 

名前 説明 タイプ 用途 
name 設定に対して指定された名前 文字列 必須 

port SNMP 要求を送信する必要がある 

UDP ポート。 

短整数 オプションデ
フォルトは
「161」です。 

version 使用する SNMP プロトコルのバージョン。 

「1」は SNMP v1、 

「2」は SNMP v2c、 

「3」は SNMP v3 です 

デフォルトは SNMP v1 です。 

「1」、「2」、
または「3」 

オプションデ
フォルトは「1」
です。 

polling-interval ポーリング間隔（分単位）。 

（ポーリングをしない場合は「0」） 

整数 必須 

community コミュニティ ストリング。 

SNMP v1 および 2c のみで使用されます。 

文字列 オプション 

use-if-Xtable エクスポータに対して if-Xtable MIB の
クエリを行う必要があるかどうかを示します。 

ブール値 オプションデ
フォルトは
「false」です 

use-catos-mib エクスポータに対して CatOS MIB のクエ
リを行う必要があるかどうかを示します。 

ブール値 オプションデ
フォルトは
「false」です 

username USM ユーザ名。 

SNMP v3 のみで使用されます。 

文字列 オプション 

auth-method USM 認証プロトコル。 

「0」= MD5 

「1」= SHA 

SNMP v3 のみで使用されます。 

整数 オプション 

priv-method USM プライバシー プロトコル。 

「0」= DES 

「1」= 3DES 

「2」= AES 128 

「3」= AES 192 

「4」= AES 256 

SNMP v3 のみで使用されます。 

整数 オプション 

auth-password USM 認証キー。SNMP v3 のみで使用され
ます。 

文字列 オプション 

priv-password USP プライバシー キー。 

SNMP v3 のみで使用されます。 

文字列 オプション 
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exporter 要素には、その後ろに更新または追加するインターフェイスを示す複数の interface 要素を
含めることができます。これらの要素には次の属性が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
if-index インデックスのインターフェイス ID。 整数 必須 

name 文字列によるインターフェイス名。 文字列 オプション 

description 文字列によるインターフェイスの説明。 文字列 オプション 

speed-in インターフェイスの着信速度（1 秒あたりの
ビット数）。 

整数 オプション 

speed-out インターフェイスの発信速度（1 秒あたりの
ビット数）。 

整数 オプション 

threshold-in インターフェイスの着信しきい値。トラ
フィックがこの着信速度のパーセンテージ
を超えると、[インターフェイス使用率超過
インバウンド（Interface Utilization 

Exceeded Inbound）] アラームが生成さ
れます。 

パーセント オプション 

threshold-out インターフェイスの発信しきい値。トラ
フィックがこの発信速度のパーセンテージ
を超えると、[インターフェイス使用率超過
アウトバウンド（Interface 

Utilization Exceeded Outbound）] 
アラームが生成されます。 

パーセント オプション 

 
 

3.8.2 応答 

応答は空です。 
 
 
3.9 removeExporters 

 
3.9.1 要求 

要求は、domain 要素の形式をとります。 
 

<domain id="101"> 
<swa-list> 

<swa id="415"> 
<exporter-list> 

<exporter ip="10.9.1.1" /> 
: 

</exporter> 
</exporter-list> 

</swa> 
<swa id="416"> 

: 
</swa> 
: 

</swa-list> 
</domain> 
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domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。 

 
swa-list 要素には、id 属性を使用して設定される StealthWatch FlowCollector デバイスを指定する 
swa 要素が含まれている必要があります。 

 

exporter-list 要素には、ip 要素を使用して削除対象のエクスポータを指定する exporter 要素のリストが
含まれます。 

 
exporter 要素には、次の属性（removeExporters の必須属性）が含まれます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
ip エクスポータの IP アドレス IP アドレス 必須 

 
 

3.9.2 応答 

応答は空です。 
 
 
3.10 updateExporterSNMPConfiguration 

 
3.10.1 要求 

要求は、domain 要素の形式をとります。 
 

<domain id="101"> 
<snmp-configuration-list timeout="5000" retries="3"> 

<snmp-configuration 
name="SNMP Config A"  
port="161" version="2" 
polling-interval="5"  
community="public"  
use-ifXTable="true"  
use-catos-mib="false"  
username="user1" 
auth-password="password1"  
priv-password="password2"  
security-level="0" 
auth-method="0"  
priv-method="0" /> 

: 
</snmp-configuration-list> 

</domain> 
 
domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。 
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domain 要素には、snmp-configuration-list 要素が含まれます。snmp-configuration-list 要素には
次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
default-configuration-
name 

デフォルトの SNMP 設定が指定さ
れている場合に、エクスポータのク
エリを実行するときに SMC が使用
する SNMP 設定の名前。 

文字列 オプション 

time-out エクスポータにクエリを行う際、試
行を中止する前に SMC が待機する
時間（ミリ秒単位）。 

整数 オプションで、
デフォルトは
「5000」です 

retries エクスポータへのクエリが失敗した後
に SMC がクエリを試行する回数。 

整数 オプションで、
デフォルトは
「3」です 

 

snmp-configuration-list 要素には、snmp-configuration 要素のリストが含まれます。この場合、
snmp-configuration 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
name 設定に対して指定された名前 文字列 必須 

port SNMP 要求を送信する必要がある UDP 

ポート。 

短整数 オプション。 

デフォルトは
「161」です。 

version 使用する SNMP プロトコルのバージョン。 

「1」は SNMP v1、 

「2」は SNMP v2c、 

「3」は SNMP v3 です 

デフォルトは SNMP v1 です。 

「1」、「2」、
または「3」 

オプション。 

デフォルトは
「1」です。 

polling-interval ポーリング間隔（分単位）。 

（ポーリングをしない場合は「0」） 

整数 必須 

community コミュニティ ストリング。 

SNMP v1 および 2c のみで使用されます。 

文字列 オプション 

use-if-Xtable エクスポータに対して if-Xtable MIB 

のクエリを行う必要があるかどうかを示
します。 

ブール値 オプション。 

デフォルトは
「false」です 

use-catos-mib エクスポータに対して CatOS MIB のクエ
リを行う必要があるかどうかを示します。 

ブール値 オプション。 

デフォルトは
「false」です 

username USM ユーザ名。 

SNMP v3 のみで使用されます。 

文字列 オプション 
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名前 説明 タイプ 用途 
auth-method USM 認証プロトコル。 

「0」= MD5 

「1」= SHA 

SNMP v3 のみで使用されます。 

整数 オプション 

priv-method USM プライバシー プロトコル。 

「0」= DES 

「1」= 3DES 

「2」= AES 128 

「3」= AES 192 

「4」= AES 256 

SNMP v3 のみで使用されます。 

整数 オプション 

auth-password USM 認証キー。SNMP v3 のみで使用され

ます。 

文字列 オプション 

priv-password USP プライバシー キー。 

SNMP v3 のみで使用されます。 

文字列 オプション 

 
 

3.10.2 応答 

応答は空です。 
 
 
3.11 addHostGroup 

 
この Web サービス リクエストは、1 つの新しいホスト グループを追加します。新しいホスト グルー
プは、次のタイプのホスト グループのいずれかとして追加されます。 

 
• 最上位のホスト グループ 
• 内部ホストまたは外部ホストの下位のサブホスト グループ 
• 次のホスト グループを除く、既存のホスト グループのサブホスト グループ。 

o すべてを捕捉 
o コマンドアンドコントロールサーバ 
o 国 

 
3.11.1 要求 

要求は、host-group 要素の形式をとります。 
 

<host-group domain-id="101" id="1" ...> 
<ip-address-ranges>10.201.3.0-10</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>10.202.</ip_address-ranges> 

: 
</host-group> 
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host-group 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
id 目的のホスト グループの ID 整数 オプション 

domain-id 目的のドメインの ID 整数 必須 

Name ホスト グループの名前 文字列 オプション 

parent-id 親の ID。最上位のホスト グループを追加
する場合は省略します 

整数 オプション 

host-baselines このホスト グループ内のホストに個々のポ
リシーがあるかどうかを示します 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

false です 

suppress-excluded-
services 

除外サービスを使用した CI イベントの無
効化を許可します 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

true です 

inverse-suppression このグループのホストがターゲットである場
合は、フラッド アラームおよび CI イベン
トを無効にします 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

true です 

host-trap このホスト グループ内の未使用アドレスを
スキャンするホストの「トラップ」を有効に
します 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

true です 

 
 
host-group 要素には、目的のドメインを指定するため、domain-id 属性が含まれている必要があります。 

 
最上位のホスト グループを追加するには、parent-id 属性を省略します。 

 
内部ホストにホスト グループを追加するには、parent-id を 1 に設定します。 

 
外部ホストにホスト グループを追加するには、parent-id を 0 に設定します。 

 
ホスト グループを別のホスト グループのサブグループとして追加するには、エクスポートされた設定 
XML ファイルを使用して、正しい parent-id 要素を特定します。 

 
ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。 

 
この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループを追加します。 

 
 

3.11.2 応答 

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ホスト グループの id の値が割り当てられ、
返されていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、割
り当てられているデフォルト値が返されます。 
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3.12 addHostGroups 
 
この Web サービス リクエストは、複数の新しいホスト グループを追加します。新しいホスト グループ
は、次のタイプのホスト グループのいずれかとして追加されます。 

 
• 内部ホストまたは外部ホストの下位のサブホスト グループ 
• 次のホスト グループを除く、既存のホスト グループのサブホスト グループ。 

o すべてを捕捉 
o コマンドアンドコントロールサーバ 
o 国 

メモリを考慮し、新しいホスト グループの数は要求 1 つあたり 3000 までにすることをお勧めします。 
 
 

3.12.1 要求 

要求は、host-group 要素の形式をとります。 
 

<sub-group-tree domain-id="101"> 
<host-group id="84"> 

<host-group domain-id="101" id="1" ...> 
<ip-address-ranges>10.201.3.0-10</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>10.202.</ip_address-ranges> 

: 
</host-group> 

: 
</host-group> 

</sub-group-tree> 
: 

 
sub-host-group 要素には次の属性があります。 

名前 説明 タイプ 用途 
domain-id 目的のドメインの ID 整数 必須 

 
 
host-group 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
id 目的のホスト グループの ID 整数 オプション 

domain-id 目的のドメインの ID 整数 オプション 

Name ホスト グループの名前 文字列 オプション 

parent-id 親の ID。最上位のホスト グループを追加
する場合は省略します 

整数 オプション 

host-baselines このホスト グループ内のホストに個々の
ポリシーがあるかどうかを示します 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

false です 

suppress-
excluded-services 

除外サービスを使用した CI イベント
の無効化を許可します 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

true です 
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名前 説明 タイプ 用途 
inverse-suppression このグループのホストがターゲットであ

る場合は、フラッド アラームおよび CI 

イベントを無効にします 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

true です 

host-trap このホスト グループ内の未使用アドレス
をスキャンするホストの「トラップ」を
有効にします 

ブール値 オプションで、
デフォルトは 

true です 

 
 
最上位の host-group 要素には、すでに存在するホスト グループの ID を除き、属性を含める必要はあり
ません。これが、その中で定義されているすべてのホスト グループの親ホスト グループになります。 

 
id 属性にまだ使用されていない ID が含まれている場合、指定された ID が新しいホスト グループに使
用されます。id 属性にすでに使用されている ID が含まれている場合、新しいホスト グループには新
しい ID が割り当てられます。 

 
ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。 

 

この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループを追加します。ホス
ト グループのいずれかで検証エラーが発生すると、ファイル全体が拒否されます。 

 
 

3.12.2 応答 

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ホスト グループの id の値が割り当てられ、
返されていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、割
り当てられているデフォルト値が返されます。 

 
 
 
3.13 addHostGroupIPRange 

 
この Web サービス リクエストは、IP アドレス範囲を既存のホスト グループに追加します。 

 
3.13.1 要求 

要求は、host-group 要素の形式をとります。 
 

<host-group id="34" domain-id="101" ...> 
<ip-address-ranges>10.202.1.<ip-addresses-ranges/> 
<ip-address-ranges>10.203.1.<ip-addresses-ranges/> 
: 

</host-group> 
 
この要求の host-group 要素は、次の属性を受け入れます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
id 目的のホスト グループの ID 整数 必須 

domain-id 目的のドメインの ID 整数 必須 
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host-group 要素には、目的のドメインを指定するため、domain-id 属性が含まれている必要があります。 
 
host-group 要素には、0 以上の ip-address-ranges 要素も含まれます。 
 
ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。 

 
この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループの IP 範囲を追加し
ます。 

 
注：IP アドレス範囲は、国または Command & Control Servers ホスト グループには追加できません。 

 
 

3.13.2 応答 

応答は、host-group 要素全体と、それに対して設定されているすべての ip-address-ranges の XML を返
します。 

 
 
3.14 addHostGroupIPRanges 

 
この Web サービス リクエストは、IP アドレス範囲を複数の既存のホスト グループに追加します。 

 
 

3.14.1 要求 

要求は、複数の host-group 要素の形式をとります。 
 

<multiple-host-groups> 
<host-group id="34" domain-id="101" ...>  

<ip-address-ranges>10.202.1.<ip-addresses-ranges/> 
<ip-address-ranges>10.203.1.<ip-addresses-ranges/> 

: 
</host-group> 

</multiple-host-groups> 
 
この要求の host-group 要素は、次の属性を受け入れます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
id 目的のホスト グループの ID 整数 必須 

domain-id 目的のドメインの ID 整数 必須 
 

host-group 要素には、目的のドメインを指定するため、domain-id 属性が含まれている必要があります。 
 
host-group 要素には、0 以上の ip-address-ranges 要素も含まれます。 
 
ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。 

 
この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループの IP 範囲を追加
します。 
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注：IP アドレス範囲は、国または Command & Control Servers ホスト グループには追加できません。 
 
 

3.14.2 応答 

応答は、host-group 要素全体と、それに対して設定されているすべての ip-address-ranges の XML を返
します。 

 
 
3.15 removeHostGroup 

 
この Web サービス リクエストは、host-group 要素の domain-id 属性および id 属性で指定されたホス
ト グループを削除します。 

 
3.15.1 要求 

要求は、host-group 要素の形式をとります。 
 

<host-group id="34" domain-id="101"> 
</host-group> 

 
この要求の host-group 要素は、次の属性を受け入れます。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
Id 目的のホスト グループの ID 整数 必須 

domain-id 目的のドメインの ID 整数 必須 

 
 

host-group 要素には、目的のドメインを指定するための domain-id 属性と、目的のホスト グループを
指定するための id 属性が含まれている必要があります。 

 
この操作は、domain-id および id で指定されたホスト グループがある場合、それを削除します。 
Command & Control Servers とその下位のホスト グループは削除できないことに注意してください。 

 
3.15.2 応答 

 
応答は空です。 

 
 
3.16 removeHostGroupIPRange 

 
3.16.1 要求 

要求は、host-group 要素の形式をとります。 
 

<host-group id="34" domain-id="101"> 
<ip-address-ranges>10.202.1.</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>10.201.2.1</ip-address-ranges> 
: 

</host-group> 
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host-group 要素には、目的のドメインを指定するための domain-id 属性と、目的のホスト グループを
指定するための id 属性が含まれている必要があります。 

 
この操作は、ip-address-ranges 要素で指定された IP アドレス範囲がある場合、それを削除します。
IP アドレス範囲は、Command & Control Servers の下位のホスト グループからは削除できないことに注
意してください。 

 
3.16.2 応答 

応答は、host-group 要素全体と、それに対して設定されているすべての ip-address-ranges の XML を
返します。 

 
 
3.17 setHostGroupIPRange 

 
3.17.1 要求 

要求は、host-group 要素の形式をとります。 
 

<host-group id="34" domain-id="101"> 
<ip-address-ranges>"10.202.1."</ip-address-ranges> 
<ip-address-ranges>"10.203.1."</ip-address-ranges> 
: 

</host-group> 
 
host-group 要素には、目的のドメインを指定するための domain-id 属性と、目的のホスト グループを
指定するための id 属性が含まれている必要があります。 

 
この操作は、検証が成功すれば、ホスト グループの既存の IP アドレス範囲を ip-address-ranges 要
素で指定された IP アドレス範囲に置き換えます。 

 
注：IP アドレス範囲は、国または Command & Control Servers ホスト グループに対しては定義できま
せん。 

 
 

3.17.2 応答 

応答は、ホスト グループに対して現在設定されている IP アドレス範囲を含む、要求と同じ形式の XML 
を返します。 

 
 
3.18 getDomain 

 
この Web サービス リクエストを使用すると、ユーザは、id 属性によって指定されたドメインの現在
の設定を取得できます。 

 
3.18.1 要求 

要求は、domain 要素の形式をとります。 
 

<domain id="101" /> 
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domain 要素には、次の必須属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
id 目的のドメインの ID 整数 必須 

 
 
この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているドメイン グループを返します。 

 
 

3.18.2 応答 

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ホスト グループの id の値が割り当てられ、
返されていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、
割り当てられているデフォルト値が返されます。 

 
 
3.19 addDomain 

 
この Web サービス リクエストは、新しいドメインを追加します。 

 
3.19.1 要求 

要求は、domain 要素の形式をとります。 
 

<domain name="SMC A" reset-hour="4"> 
<as-configuration ... /> 
<host-group-tree ... /> 
<policy-list ... /> 
<swa-list ... /> 
<external-device-list ... /> 
<swa-id-list ... /> 
<cisco-ise-list ... /> 
<alarm-configuration ... /> 
<service-definitions ... /> 
<application-definitions ... /> 
<intergroup-locking-list ... /> 
<snmp-configuration-list ... /> 
<group-pair-list ... /> 
<map-list ... /> 

</domain> 
 
上記では、参考のため、domain 要素のサブ要素を表示しています。 
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addDomain 要求には、次の属性を使用できます。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
name ドメインの名前 文字列 オプション 

デフォルトは
「Domain_xxx」
で、xxx は生成
されたドメイン 

ID です。 

reset-hour  短整数 必須。有効な値は 

0 ～ 23 です。 

デフォルト値は 

4 です。 

 
 
この操作は、検証が成功すれば、ドメインを追加します。ドメインの id は自動的に割り当てられます。 
 
次に、サブ要素について説明します。 
 
3.19.1.1 自律システム番号の設定 

as-configuration 要素には、internal-as-numbers 要素が含まれます。この要素は、ASN のカンマ
区切りのリストで構成されます。 

 
<as-configuration> 

<internal-as-numbers>10986,12058,,47896,48148,59274</internal-as-numbers> 
</as-configuration> 

 
 

3.19.1.2 ホスト グループ ツリー 

host-group-tree 要素は、inside-hosts 要素、outside-hosts 要素、および最上位のホスト グループ
とされる host-group 要素で構成されます。要求内の Command & Control Servers の host-group 要素
は無視されますが、SMC 上の既存ドメイン内の Command & Control Servers の ホスト グループは、新
しいドメインに自動的に追加されます。最上位のホスト グループは、内部、外部、または Command & 
Control Servers ホスト グループとして識別されません。 

 
host-group 要素の詳細については 3.11 を参照してください。 

 
 

3.19.1.3 ポリシーの設定 

新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出することをお勧
めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポート
された XML に変更を加えることです。 
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3.19.1.4 SWA デバイスの設定 

swa-list 要素には、設定対象の StealthWatch FlowCollector デバイスを指定する swa 要素のリストが含
まれている必要があります。 

 
 

3.19.1.5 SWA Identity デバイスの設定 

swa-id-list 要素には、設定対象の SWA Identity デバイスを指定する swa-id 要素のリストが含まれて
いる必要があります。 

 
<swa-id-list> 

<swa-id 
id="2104" 
name="test" 
ip-address="10.202.1.217"  
username="admin"  
password="xxxxxxxx"  
port="2393" 

/> 
</swa-id-list> 

 
swa-id 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
id 追加時に自動で割り当てられます 整数 必須 

name ユーザが入力した名前 文字列 必須 

ip-address ユーザが入力した IP アドレス 文字列 必須 

username SWA Identity アプライアンスとの認証に
使用される名前 

文字列 必須 

Password SWA Identity アプライアンスとの認証に
使用されるパス 

文字列 必須 

port SWA Identity アプライアンスによって使
用されるポート番号 

整数 オプション 

 
 

3.19.1.6 Cisco ISE の設定 

cisco-ise-list 要素には、設定対象の Cisco ISE アプライアンスを指定する cisco-ise 要素のリス
トが含まれます。追加できる Cisco ISE デバイスの数はライセンスによって制限されているため、こ
の制限を超えるデバイスは無視されます。 

 
<cisco-ise-list> 

<cisco-ise 
id="2143" 
name="Cisco ISE" 
ip-address="10.203.6.2"  
username="choward"  
password="xxxxxxxx" 
time-zone-id="Africa/Cairo" 

/> 
</cisco-ise-list> 
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cisco-ise 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
id 追加時に自動で割り当てられます 整数 必須 

name ユーザが入力した名前 文字列 必須 

ip-address ユーザが入力した IP アドレス 文字列 必須 

username ISE との認証に使用される名前 文字列 必須 

Password ISE との認証に使用されるパス 文字列 必須 

time-zone-id ユーザが入力した設定。 

デフォルトで「etc/UTC」となります。 

シスコによって
指定されたテキ
スト ファイルが
入力されている
コンボ ボックス
からの文字列。 

オプション 

 
 

3.19.1.7 外部デバイスの設定 

external-device-list 要素には、設定対象の外部デバイスを指定する external-device 要素のリスト
が含まれている必要があります。 

<external-device-list> 
<external-device id="122"  

name="ISS/RealSecure  
Test" ip-address="10.203.6.6"  
type="realsecure"> 
<property-list> 

<property key=”value” value=”test”/> 
: 
<property... /> 

</property-list> 
</external-device> 

</external-device-list> 
 
external-device 要素には次の属性があります。 

 
名前 説明 タイプ 用途 
id 外部デバイスの ID 整数 必須 

ip-address ユーザが入力した IP アドレス 文字列 必須 

type 有効な値は 

realsecure 
snort 
syslog 

文字列 必須 

name ユーザが入力した名前 文字列 必須 

property-list タイプごとの、ユーザが設定したプロパティ 名前と値のペア オプション 
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3.19.1.8 アラーム設定 

alarm-configuration 要素は個々のアラームの重大度を変更するために使用されるもので、変更され
るアラームの alarm-severity サブ要素で構成されます。 

 
<alarm-configuration> 

<alarm-severity id="36" value="major" /> 
<alarm-severity id="40" value="critical" /> 

</alarm-configuration> 
 

alarm-severity 要素には次の属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
id アラーム タイプの ID。アラームと ID の

リストについては、4.5 の表を参照してくだ
さい。 

文字列 必須 

value 有効な値は、次に基づいています。
critical 
major  
minor  
trivial 
information 

文字列 必須 

 
 

3.19.1.9 service-definitions 
service-definitions 要素には、1 つのサブ要素が含まれます。続いて、services 要素には、
service 要素が含まれます。新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセク
ション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートさ
れた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。 

 
3.19.1.10 アプリケーション定義 

applications-definitions 要素には、classification-list および application-list の 2 つの
サブ要素が含まれます。新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション
全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた 
XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。 

 
3.19.1.11 ホスト ロックの設定 

ホスト ロックの設定は、intergroup-locking-list 要素を使用して定義します。この要素には、group-

pair 要素が含まれます。新しいドメインを作成するには、目的の設定と似ている設定が含まれるドメイン
をエクスポートし、セクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインに
は単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。 
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3.19.1.12 SNMP の設定 

snmp-configuration-list 要素には、必要な設定それぞれに関する snmp-configuration サブ要素が
含まれます。新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出
することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用
し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。 

 
3.19.1.13 ホスト グループ関係の設定 

ホスト グループ関係の設定は、マップ設定と緊密に結びついています。新しいドメインを作成するに
は、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいの
は、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加
えることです。 

 
 

3.19.2 応答 

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ドメインの id の値が割り当てられ、返され
ていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、割り当て
られているデフォルト値が返されます。 

 
 

3.20 removeDomain 
 
この Web サービス リクエストは、入力された id 属性によって削除対象のドメインとして指定されたド
メインを削除します。 

 
3.20.1 要求 

要求は、domain 要素の形式をとります。 
 

<domain id="101" /> 
 

domain 要素には、次の必須属性があります。 
 
名前 説明 タイプ 用途 
id 目的のドメインの ID 整数 必須 

 
 
domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。 

 
 

3.20.2 応答 
 
応答は空です 
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4 付録 

4.1 日付と時刻でのフィルタリング 
 
要求フィルタ内の日付と時刻でのフィルタリングの一般的な形式は、date-selection 要素で構成されて
います。 

 
<date-selection> 

: 
</date-selection> 

 
次のセクションでは、date-selection 要素に含まれる可能性があるさまざまな構成要素を説明します。 

 
 

4.1.1 時間範囲の選択 

この形式のフィルタリングでは、単に開始時刻と終了時刻の間に含まれるレコードが一致します。 
 
「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）から 2011 年 3 月 10 日午前 5 時（GMT）までのすべてのレコー
ドに一致」 

 
<date-selection> 

<time-range-selection 
start="2011-03-10T04:00:00Z"  
end="2011-03-10T05:00:00Z"/> 

</date-selection> 
 
 

「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より後のすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<time-range-selection start="2011-03-10T04:00:00Z"/> 

</date-selection> 
 
 

「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より前のすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<time-range-selection end="2011-03-10T04:00:00Z"/> 

</date-selection> 
 
start 要素が指定されていない場合、開始時刻は任意の時刻と仮定され、end 要素が指定されていない場
合、終了時刻は要求の時刻（「現在」）と仮定されることに注意してください。 

 
 

4.1.2 タイム ウィンドウの選択 

この形式のフィルタリングでは、要求の時刻（「現在」）で終わるタイム ウィンドウに含まれるすべて
のレコードが一致します。 
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「1 時間前より後のすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<time-window-selection duration="3600000"/> 

</date-selection> 
 
duration 属性は、ミリ秒単位のタイム ウィンドウのサイズです。 

 
 

4.1.3 日付の選択 

この形式のフィルタリングでは、指定された日付に含まれるすべてのレコードが一致します。この文
脈では、1 日は ドメインのリセット時間からリセット時間まで続きます。 

 
「2011 年 3 月 10 日 午前 12 時（GMT）に始まる日（24 時間）のすべてのレコードに一致」 

 
<date-selection> 

<day-selection start="2011-03-10T00:00:00Z"/> 
</date-selection> 

 

「3 日前に始まる日（24 時間）のすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<day-selection days-before="3"/> 

</date-selection> 
 

「今日のすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<day-selection/> 

</date-selection> 
 

start または days-before 属性が指定されていない場合、選択は、最後のリセット時間から現在（「今
日」）までと解釈されることに注意してください。 

 
 

4.1.4 日付範囲の選択 

この形式でのフィルタリングでは、指定された範囲の日付に含まれるすべてのレコードが一致します。
この文脈では、1 日は ドメインのリセット時間からリセット時間まで続きます。 

 
「2011 年 3 月 10 日午前 12 時（GMT）から始まる 7 日間のすべてのレコードに一致」 

 
<date-selection> 

<day-range-selection last-day="2011-03-10T00:00:00Z" day-count="7"/> 
</date-selection> 

 

「過去 7 日間のすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<day-range-selection day-count="7"/> 

</date-selection> 
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start-time が指定されていない場合、選択は、最後のリセット時間から現在（「今日」）までと解釈され
ることに注意してください。 

 
 

4.1.5 アクティブ時間の選択 
 
現時点では、アクティブ時間の選択をサポートする SOAP 要求は、getSecurityEvents のみです。 

 
特定のデータ レコードは、一定の期間アクティブであったという概念を保持します。これらのレコー
ドは、この情報を開始時刻および終了時刻として保持します。 

 
これらの種類のデータを要求するときは、これらのレコードがアクティブであった時間を要求で指定する
ことができ、役立つことがよくあります。そうするには、単に time-range-selection、time-window 

selection または day-selection を active-time-selection 要素で囲みます。 
 
 
「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）から 2011 年 3 月 10 日午前 5 時（GMT）までアクティブであっ
たすべてのレコードに一致」 

 
<date-selection> 

<active-time-selection> 
<time-range-selection 

start="2011-03-10T04:00:00Z"  
end="2011-03-10T05:00:00Z"/> 

</active-time-selection> 
</date-selection> 

 

「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より後にアクティブであったすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<active-time-selection> 

<time-range-selection start="2011-03-10T04:00:00Z"/> 
</active-time-selection>  

</date-selection> 
 

「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より前にアクティブであったすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<active-time-selection> 

<time-range-selection end="2011-03-10T04:00:00Z"/> 
</active-time-selection> 

</date-selection> 
 

「過去 1 時間にアクティブであったすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<active-time-selection> 

<time-window-selection duration="3600000"/> 
</active-time-selection> 

</date-selection> 
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「2011 年 3 月 10 日午前 12 時（GMT）に始まる日（24 時間）にアクティブであったすべてのレコード
に一致」 

 
<date-selection> 

<active-time-selection> 
<day-selection start="2011-03-10T00:00:00Z"/> 

</active-time-selection> 
</date-selection> 

 

「今日アクティブであったすべてのレコードに一致」 
 

<date-selection> 
<active-time-selection> 

<day-selection/> 
</active-time-selection> 

</date-selection> 
 
 

4.1.6 アクティブ開始時刻とアクティブ終了時刻の選択 
 
現時点では、アクティブ開始時刻とアクティブ終了時刻の選択をサポートする SOAP 要求は、
getCiEvents のみです。 

 
開始時刻と終了時刻の両方を含む要求（4.1.4 を参照）も、これらの時刻を個別にフィルタリングし
ます。 

 
 
「2011 年 3 月 10 日午前 12 時（GMT）に始まる日（24 時間）にアクティブになり、過去 1 時間以内に
アクティブでなくなったすべてのレコードに一致」 

 
<date-selection> 

<first-last-time-selection> 
<first> 

<day-selection start="2011-03-10T00:00:00Z"/> 
</first> 
<last> 

<time-window-selection duration="3600000" /> 
</last> 

</first-last-time-selection> 
</date-selection> 

 

first または last 要素が存在しない場合、アクティブになった時刻またはアクティブでなくなった時刻での
制限は行われません。 

 
4.2 デバイスでのフィルタリング 

 
要求フィルタ内のデバイスでのフィルタリングの一般的な形式は、device-selection 要素で構成されて
います。 

 
<device-selection> 

: 
</device-selection> 
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次のセクションでは、device-selection 要素に含まれる可能性があるさまざまな構成要素を説明し
ます。 

 
 

4.2.1 デバイス リストの選択 

この形式のフィルタリングでは、デバイスを列挙し、応答にそのデバイスからのデータが含まれるように
することができます。 

 
「ID 111、112 および 113 のデバイスで観察されたすべてのレコードに一致」 

 
<device-selection> 

<device-list-selection> 
<device device-id="111" /> 
<device device-id="112" /> 
<device device-id="113" /> 

</device-list-selection> 
</device-selection> 

 
 

4.2.2 エクスポータの選択 

この形式でのフィルタリングでは、要求で目的のエクスポータを指定することができます。 
 
「デバイス 111 に接続されているフロー エクスポータ 192.168.1.2 で観察されたすべてのレコードに
一致」 

 
<device-selection> 

<interface-list-selection> 
<interface device-id="111" exporter-ip="192.168.1.2" /> 

</interface-list-selection> 
</device-selection> 

 
 

4.2.3 インターフェイスの選択 

この形式でのフィルタリングでは、要求で目的のインターフェイスを指定することができます。 
 

「デバイス 111 に接続されているフロー エクスポータ 192.168.1.2 上の、インターフェイス #12 に言及
するすべてのレコードに一致」 

 
<device-selection> 

<interface-list-selection> 
<interface 

device-id="111" 
exporter-ip="192.168.1.2"  
interface-id="12" /> 

</interface-list-selection> 
</device-selection> 
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4.3 ホストでのフィルタリング 
 
要求フィルタ内のホストでのフィルタリングの一般的な形式は、host-selection 要素で構成されてい
ます。 

 
<host-selection> 

: 
</host-selection> 

 
次のセクションでは、host-selection 要素に含まれる可能性があるさまざまな構成要素を説明します。 

 
 

4.3.1 ホスト グループの選択 

この形式でのフィルタリングでは、単に特定のホスト グループ内のホストに関連するレコードが一致し
ます。 

 
「ホスト グループ #10 内のホストに言及するすべてのレコードに一致」 

 
<host-selection> 

<host-group-selection host-group-id="10"/> 
</host-selection> 

 
 

4.3.2 IP アドレス範囲の選択 

この形式のフィルタリングでは、特定の範囲の IP アドレスを持つホストに関連するレコードが一致し
ます。 

 
「10.168 で始まる IP アドレスを持つホストに言及するすべてのレコードに一致。」 

 
<host-selection> 

<ip-address-range-selection value="10.168." /> 
</host-selection> 

 
 

4.3.3 IP アドレス リストの選択 

この形式のフィルタリングでは、リストされている IP アドレスのいずれかを持つホストに関連するレ
コードが一致します。 

 
「IP アドレス 192.168.1.10 および 192.168.1.20 を持つホストに言及するすべてのレコードに一致」 

 
<host-selection> 

<ip-address-list-selection> 
<ip-address value="192.168.1.10" /> 
<ip-address value="192.168.1.20" /> 

</ip-address-list-selection> 
</host-selection> 
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4.3.4 IP アドレスの選択 

この形式のフィルタリングでは、指定された IP アドレスを持つホストに関連するレコードが一致しま
す。この形式は、ホスト スナップショットに必要な場合など、1 つのホストのフィルタリングに使用さ
れます。 

 
「IP アドレス 192.168.1.20 を持つホストに言及するすべてのレコードに一致」 

 
<host-selection> 

<ip-address-selection value="192.168.1.10" /> 
</host-selection> 

 
 

4.3.5 VM の選択 

この形式のフィルタリングでは、特定の VM ホストおよび/または特定の VM サーバ上のホストに関連す
るレコードが一致します。これは、vm-list-selection サブ要素の形式をとります。vm-list-

selection には、VM サーバを指定するための 2 つのサブ要素があります。VM ホストを指定するに
は、vmserver-list サブ要素および/または vm-list サブ要素を使用します。vm-list-selection 要素に
は、vmserver-list サブ要素と vm-list サブ要素の両方を含めることができます 

 
「vm-id が 55 または vm-server-id が 52 のホストに言及するすべてのレコードに一致」 

 
<host-selection> 

<vm-list-selection> 
<vmserver-list> 

<vmserver 
id="52" 
device-id="113" 
server-ip-address="10.202.15.68" /> 

</vmserver-list> 
<vm-list> 

<vm 
id="55" 
device-id="113" 
server-ip-address="10.202.15.68" /> 

</vm-list> 
</vm-list-selection> 

</host-selection> 
 

4.3.6 ホスト ペアの選択 

データ レコードには、2 つのホストとそれらの間の何らかの関係に言及するものがあります。データ
の種類には次などがあります。 

 
• フロー 
• CI イベント 

 
このクエリの例は次のようになります。 

 
「ホスト 192.168.1.10 からホスト 192.168.1.20 までに言及するすべてのレコードに一致」 

 
<host-pair-selection direction="BETWEEN_SELECTION_1_SELECTION_2"> 

<selection-1> 
<ip-address-selection value="192.168.1.10" /> 
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</selection-1> 
<selection-2> 

<ip-address-selection value="192.168.1.20" /> 
</selection-2> 

</host-selection> 
 
 

host-pair-selection 要素には、selection-1 および/または selection-2 を含めることができま
す。これらは、ホストの選択を含みます。これらの要素のいずれかが指定されていない場合は、「すべ
てのホスト」として解釈されます。selection-1 および selection-2 には、次が含まれる可能性があ
ります。 

 
• host-group-selection 

詳細については 4.3.1 を参照してください。 
• ip-address-range-selection 

詳細については 4.3.2 を参照してください。 
• ip-address-list-selection 

詳細については 4.3.3 を参照してください。 
• ip-address-selection 

詳細については 4.3.4 を参照してください。 
• vm-list-selection 

詳細については 4.3.5 を参照してください。 
 
次の値を持つ direction 属性 

 
名前 説明 
SELECTION_1_A_SELECTION_2_Z 選択 1 に一致するホストはロール A、かつ 

選択 2 に一致するホストはロール Z 
SELECTION_1_Z_SELECTION_2_A 選択 1 に一致するホストはロール Z、かつ 

選択 2 に一致するホストはロール A  
BETWEEN_SELECTION_1_AND_SELECTION_2 選択 1 に一致するホストはロール A または Z  

論理積 

選択 2 に一致するホストはロール A または Z 
 

ロールの定義は次のとおりです。 
 
レコード ロール A ロール Z 

フロー クライアント サーバ 

アラーム 送信元 ターゲット 

CI イベント 送信元 ターゲット 
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4.4 サービス プロファイルのステータス 
 
サービスプロファイルのステータスは、次の文字列形式にエンコードされます。 

 
1:P28,T1 2:S1,S48,U3 3:P2 5:O902/tcp 

 

文字列は、ホワイト スペースで区切られた最大 5 つのセクションで構成されます。各セクションはス
テータスを表す数字（「1」、「2」、「3」、「4」または「5」）とコロン（「:」）で始まり、その後に
サービスの説明のカンマ（「,」）区切りのリストが続きます。 

 
次の状態があります。 

 
番号 ポリシー 観察の有無 
1 プロファイルで明示的に許可 観察 

2 プロファイルで明示的に許可 観察なし 

3 プロファイルで明示的に不許可 観察 

4 プロファイルで明示的に不許可 観察なし 

5 プロファイルでの指定なし。 

暗黙的に不許可。 

観察 

 

サービスの説明は 1 文字のコード（「S」、「P」、「T」、「U」、「O」）で始まり、その後にさら
なる説明を表す文字列が続きます。 

 
使用可能なサービス コードと説明は次のとおりです。 

 
コード 説明 詳細 
S サービス定義での記述に従ってプロファイ

ルされた TCP または UDP  

サービス定義へのインデックス 

例：S1、S43 

P サービス定義での記述に従ってプロファイ
ルされたプロトコル 

サービス定義へのインデックス 

例：P1、P4 

T TCP の範囲 範囲へのインデックス。 

1：ポート 0 ～ 1024 

2：ポート 1025 ～ 2048 

3：ポート 2049 ～ 4096 

4：ポート 4097 ～ 8192 

5：ポート 8193 ～ 16384 

6：ポート 16385 ～ 32768 

7：ポート 32769 ～ 49152 

8：ポート 49153 ～ 65536 

例：T1、T8 
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コード 説明 詳細 
U UDP の範囲 範囲へのインデックス。 

1：ポート 0 ～ 1024 

2：ポート 1025 ～ 2048 

3：ポート 2049 ～ 4096 

4：ポート 4097 ～ 8192 

5：ポート 8193 ～ 16384 

6：ポート 16385 ～ 32768 

7：ポート 32769 ～ 49152 

8：ポート 49153 ～ 65536 

例：U1、U8 

O プロファイルされていないサービス ポートとプロトコル 

例：902/tcp、udp/1000 

 
 
4.5 アラーム タイプ 

 
注：以前に使用されていたいくつかのアラームは使用されなくなり、このファイルにリストされなくなり
ました。 

 
ID 説明 
1 ホスト ロック違反 

5 SYN フラッド 

6 UDP フラッド 

7 ICMP フラッド 

8 パケット フラッド 

9 大容量のメール 

10 メール リレー 

11 スパム送信元 

12 メール拒否 

13 アクティブなポートを表示 

14 新規ホストがアクティブ状態 

15 上位のターゲット インデックス 

16 上位の合計インデックス 

17 最大フローを開始 

18 新規フローを開始 

19 受信された SYN 

20 上位のファイル共有インデックス 

24 疑わしい UDP アクティビティ 

25 MAC アドレス違反 
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ID 説明 
26 ハーフ オープン攻撃 

28 アクセス 

29 低トラフィック 

30 高トラフィック 

31 ホストのアクティブを確認 

32 懸念事項インデックス 

33 疑わしい長いフロー 

34 トラップされたホスト 

35 ワーム アクティビティ 

36 ワーム伝播 

37 最大フローの提供 

38 新規フローの提供 

39 ホストに対してビーコンを実行 

40 データ損失の疑い 

41 ホストがボットに感染：C&C 行動を試行 

42 ホストがボットに感染：C&C 行動成功 

43 ボットコマンドアンドコントロールサーバ 

44 低速接続フラッド 

45 データ漏洩 

46 コマンド & コントロール 

47 ポリシー違反 

48 疑わしい静かな長いフロー 

49 受信された UDP 

50 受信された ICMP 

51 偵察 

52 データ ホーディング 

53 高 DDoS ターゲット インデックス 

54 高 DDoS ソース インデックス 

55 ポート スキャン 

56 エクスプロイト 

57 異常 

58 ブルート フォース ログイン 

59 ファントムとの通信 

60 過大な SMB ピア 

61 SSH リバース シェル 

62 疑わしいアプリケーションの検出 

63 スキャナ通信 

257 Ping 



SMC Web サービス プログラミング ガイド 

94 

ID 説明 
258 ICMP タイムアウト 

259 タイムアウト UDP 

260 タイムアウト TCP 

261 リセット UDP 

262 リセット TCP 

263 不正なフラグすべて 

264 不正なフラグ SYN FYN 

265 不正な予約済みのフラグ（Sflow のみ） 

266 不正なフラグ RST 

267 不正なフラグ ACK 

268 不正なフラグ URG 

269 不正なフラグ フラグなし 

271 ステルス スキャン UDP 

272 ステルス スキャン TCP 

273 SRC=DES 

276 Addr スキャン TCP 

277 Ping スキャン 

278 特大サイズの Ping パケット 

281 フラグ Pkt が短すぎる 

282 フラグ Pkt が長すぎる 

283 フラグのサイズが異なる 

286 Addr スキャン UDP 

289 ICMP ネット到達不能 

290 ICMP ホスト到達不能 

291 ICMP プロトコル到達不能 

292 ICMP ポート到達不能 

293 ICMP フラグが必要 

294 ICMP SRC ルート失敗 

295 ICMP 宛先ネットワーク不明 

296 ICMP 宛先ホスト不明 

297 ICMP 送信元ホスト孤立 

298 ICMP 宛先ネット管理者 

299 ICMP 宛先ホスト管理者 

300 ICMP ネット到達不能 TOS 

301 ICMP ホスト到達不能 TOS 

302 ICMP 通信管理者 

303 ICMP ホスト優先順位 

304 ICMP 優先順位の遮断 
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ID 説明 
310 フロー拒否 

315 疑わしいデータ ホーディング 

316 ターゲット データ ホーディング 

317 TOR からの接続試行 

318 TOR からの接続成功 

319 内部 TOR 終了の検出 

513 TOR への接続試行 

514 TOR への接続成功 

515 内部 TOR エントリの検出 

516 Bogon アドレスへの接続成功 

517 Bogon アドレスからの接続成功 

518 Bogon アドレスへの接続試行 

519 Bogon アドレスからの接続試行 

4010 FlowCollector のフロー データ損失 

4020 インターフェイス使用率がインバウンドを超過 

4030 インターフェイス使用率がアウトバウンドを超過 

5010 FlowSensor VE 設定エラー 

5011 FlowSensor トラフィック損失 

5012 FlowSensor RAID 障害 

5013 FlowSensor RAID の再構築 

5998 FlowSensor 時間のミスマッチ 

5999 FlowSensor の管理チャネル ダウン 

6010 新規 VM 

6020 V-Motion 

7001 リレーションシップ高トラフィック合計 

7002 リレーションシップ高トラフィック 

7003 リレーションシップ低トラフィック 

7004 リレーションシップ最大フロー 

7005 リレーションシップ新規フロー 

7006 リレーションシップ ラウンド トリップ時間 

7007 リレーションシップ サーバ応答時間 

7008 リレーションシップ TCP 再送率 

7009 リレーションシップ SYN フラッド 

7010 リレーションシップ UDP フラッド 

7011 リレーションシップ ICMP フラッド 

9021 FlowCollector Data Deleted 

9022 FlowCollector データベース使用不可 

9023 FlowCollector データベース チャネル ダウン 
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ID 説明 
9040 FlowCollector Log Retention Reduced 

9050 FlowCollector エクスポータ カウントの超過 

9051 FlowCollector FlowSensor VE カウントの超過 

9052 FlowCollector フロー率の超過 

9100 FlowCollector RAID 障害 

9102 FlowCollector RAID の再構築 

9998 FlowCollector パフォーマンスの低下 

9999 FlowCollector 停止 

60000 FlowCollector 時間の不一致 

60001 Cisco ISE 管理チャンネル ダウン 

60002 FlowCollector 管理チャネル ダウン 

60003 SMC RAID 障害 

60005 SMC RAID の再構築 

60007 SMC ディスク容量低下 

60008 SMC プライマリの重複 

60012 StealthWatch フロー ライセンスの超過 

60013 ライセンスの破損 

60014 ライセンスされていない機能 

60015 SLIC チャネル ダウン 

600016 ID チャネル ダウン 

600017 SMC フェールオーバー チャネル ダウン 

600018 ID コンセントレータ チャネル ダウン 

 
 
4.6 セキュリティ イベントのタイプ 

 
4.6.1 以前のバージョンでは、これらは CI イベントと呼ばれていました 

注：以前に使用されていたいくつかのアラームは使用されなくなり、このファイルにリストされなくなり
ました。 

 
 

ID 説明 
1 ホスト ロック違反 

5 SYN フラッド 

6 UDP フラッド 

7 ICMP フラッド 

8 パケット フラッド 

9 大容量のメール 

10 メール リレー 
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ID 説明 
11 スパム送信元 

12 メール拒否 

13 アクティブなポートを表示 

14 新規ホストがアクティブ状態 

15 上位のターゲット インデックス 

16 上位の合計インデックス 

17 最大フローを開始 

18 新規フローを開始 

19 受信された SYN 

20 上位のファイル共有インデックス 

24 疑わしい UDP アクティビティ 

25 MAC アドレス違反 

26 ハーフ オープン攻撃 

28 アクセス 

29 低トラフィック 

30 高トラフィック 

31 ホストのアクティブを確認 

32 懸念事項インデックス 

33 疑わしい長いフロー 

34 トラップされたホスト 

35 ワーム アクティビティ 

36 ワーム伝播 

37 最大フローの提供 

38 新規フローの提供 

39 ホストに対してビーコンを実行 

40 データ損失の疑い 

41 ホストがボットに感染：C&C行動を試行 

42 ホストがボットに感染：C&C行動成功 

43 ボットコマンドアンドコントロールサーバ 

44 低速接続フラッド 

45 データ漏洩 

46 コマンド & コントロール 

47 ポリシー違反 

48 疑わしい静かな長いフロー 

49 受信された UDP 

50 受信された ICMP 

51 偵察 

52 データ ホーディング 
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ID 説明 
53 高 DDoS ターゲット インデックス 

54 高 DDoS ソース インデックス 

55 ポート スキャン 

56 エクスプロイト 

57 異常 

58 ブルート フォース ログイン 

59 ファントムとの通信 

60 過大な SMB ピア 

61 SSH リバース シェル 

62 疑わしいアプリケーションの検出 

63 スキャナ通信 

257 Ping 

258 ICMP タイムアウト 

259 タイムアウト UDP 

260 タイムアウト TCP 

261 リセット UDP 

262 リセット TCP 

263 不正なフラグすべて 

264 不正なフラグ SYN FYN 

265 不正な予約済みのフラグ（Sflow のみ） 

266 不正なフラグ RST 

267 不正なフラグ ACK 

268 不正なフラグ URG 

269 不正なフラグ フラグなし 

271 ステルス スキャン UDP 

272 ステルス スキャン TCP 

273 SRC=DES 

276 Addr スキャン TCP 

277 Ping スキャン 

278 特大サイズの Ping パケット 

281 フラグ Pkt が短すぎる 

282 フラグ Pkt が長すぎる 

283 フラグのサイズが異なる 

286 Addr スキャン UDP 
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4.7 ICMP のタイプ 
 

ID 説明 
0 エコー応答 

1 予約済み 1 

2 予約済み 2 

3 宛先到達不能 

4 ソース クエンチ 

5 リダイレクト 

6 代替ホスト アドレス 

7 予約済み 7 

8 エコー要求 

9 ルータ アドバタイズメント 

10 ルータ要求 

11 時間超過 

12 パラメータ問題 

13 タイムスタンプ 

14 タイムスタンプ応答 

15 情報要求 

16 情報応答 

17 アドレス マスク要求 

18 アドレス マスク応答 

19 予約済み 19 

20 予約済み 20 

21 予約済み 21 

22 予約済み 22 

23 予約済み 23 

24 予約済み 24 

25 予約済み 25 

26 予約済み 26 

27 予約済み 27 

28 予約済み 28 

29 予約済み 29 

30 トレースルート 

31 データグラム変換エラー 

32 モバイル ホスト リダイレクト 

33 位置確認要求 

34 位置確認応答 

35 モバイル登録要求 
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ID 説明 
36 モバイル登録応答 

37 ドメイン名要求 

38 ドメイン名応答 

39 予約済み 39 

40 Photuris 
 
 

5 SMC Web サービスへのアクセスの例 
 

次に、Web サービス API の非常に単純な使用例を示します 
 
5.1 「wget」の使用 

 
注：v6.X の時点では、SMC によるセッション ベースの認証の変更のため、「wget」オプションには「–auth-no-

challenge」を含める必要があります。そうしないと、SOAP 要求から「401 エラー（不明な認証スキーム）」が発生
します。 

 
5.1.1 「getDomain」要求の例 

 
getDomainRequest.xml サンプル ファイルの内容： 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soapenc:Body> 
<getDomain> 
<domain id="117"/> 

</getDomain> 
</soapenc:Body> 

</soapenc:Envelope> 
 

「bash」シェルのコンテキストにおける「wget」コマンド シンタックス： 
 

wget --post-file=getDomainRequest.xml --http-user=admin –ht --auth-no-challenge \  
http-password=xxxxxxxx --no-check-certificate -O reponseDomain.xml \  
https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/configuration 

 
 
5.1.2 「getHostSnapshot」要求 

 
getHostSnapshot.xml サンプル ファイルの内容： 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soapenc:Body> 
<getHostSnapshot> 

<host-filter domain-id="117"> 
<host-selection> 
<ip-address-selection value="10.203.1.110"/> 

</host-selection> 
</host-filter> 

</getHostSnapshot> 
</soapenc:Body> 

</soapenc:Envelope> 
 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
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「bash」シェルのコンテキストにおける「wget」コマンド シンタックス： 
 

wget --post-file=getHostSnapshot.xml --http-user=admin –ht --auth-no-challenge \  
http-password=xxxxxxxx --no-check-certificate -O reponseHostSnapshot.xml \  
https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/hosts 

 
 

5.2 「curl」の使用 
 
5.2.1 「getHostInformation」要求 

 
getHostInfo.xml サンプル ファイルの内容： 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soapenc:Body> 
<getHostInformation> 

<host-information-filter max-rows="2000" domain-id="117"> 
<date-selection> 
<day-range-selection day-count="1"/> 

</date-selection> 
</host-information-filter> 

</getHostInformation> 
</soapenc:Body> 

</soapenc:Envelope> 
 

「bash」シェルのコンテキストにおける「curl」コマンド シンタックス： 
 

curl --tcp-nodelay -m 1 -o responseHostInfo.xml -u admin:mypsword -k -d@getHostInfo.xml \  
https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/hosts 

 
 

5.2.2 「getSecurityEvents」要求 
 

SecurityEventsReq.xml サンプル ファイルの内容： 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soapenc:Body> 
<getSecurityEvents> 

<security-event-filter domain-id="117"> 
<host-selection> 
<host-pair-selection direction="BETWEEN_SELECTION_1_SELECTION_2"> 

<selection-1> 
<ip-address-list-selection> 
<ip-address value="10.203.1.110"/> 

</ip-address-list-selection> 
</selection-1> 

</host-pair-selection> 
</host-selection> 

</security-event-filter> 
</getSecurityEvents> 

</soapenc:Body> 
</soapenc:Envelope> 

 
「bash」シェルのコンテキストにおける「curl」コマンド シンタックス： 

 
curl --tcp-nodelay -m 1 -o SecurityEventsReq.xml -u admin:mypsword -k -d@CiEventsReq.xml 
\ https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/security 

 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
mailto:-d@getHostInfo.xml
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
mailto:-d@CiEventsReq.xml
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5.3 「python」の使用 
 
5.3.1 「addDomain」要求 

 
この単純な python スクリプトでは、SMC にドメイン設定を復元するのに「getDomain」Web サービス コー
ルによって取得されたファイルを使用しています。 

 
from lxml import etree import 
pycurl 

 
def smcRequest(url,request): 

response_file = open("responseAddDomain.xml","w")  
co = pycurl.Curl() co.setopt(co.UNRESTRICTED_AUTH,1)  
co.setopt(co.URL,url) 
co.setopt(co.POST, 1)  
co.setopt(co.WRITEDATA,response_file)  
co.setopt(co.INFILESIZE,len(request) + 1)  
co.setopt(co.POSTFIELDS, request)  
co.setopt(co.SSL_VERIFYPEER, 0L)  
co.setopt(co.SSL_VERIFYHOST, 0L)  
co.setopt(co.USERPWD,”admin:mypassword”)  
try : 

co.perform() 
except : 

print "POST failed"  
exit(1) 

co.close()  
response_file.close() 

# tidy up the response for human readability 
parsed = etree.parse("responseAddDomain.xml") 
response = etree.tostring(parsed, pretty_print = True)  
response_file = open("responseAddDomain.xml","w")  
response_file.write(response) 
response_file.close()  
return(response) 

 
 

def addDomain(domain_id,domain_file): 
# assume the ‘domain_file’ is from a previous “getDomain” request 

header = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' 
try : 

parsed = etree.parse(domain_file) 
request = header + '\n' + etree.tostring(parsed, pretty_print = True) 

except : 
print "Malformed input file : %s” % domain_file  
exit(1) 

return(request.replace("getDomainResponse","addDomain")) 
 
 

def main(): 
domainID = 117 
xml = addDomain(domainID,”responseDomain.xml”) 
url = "https:smc1.mydomain.com/smc/swsService/configuration”  
response = smcRequest(url,xml) 
print response 

 
if   name   == "  main  ":  

main() 
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exporter-type ······································· 61 
external-device ··································· 75 
external-device-list ·························· 75 
file-sharing-index ······························ 57 
fin ························································· 24 
first-last-time-selection ···········15、28 
first-seen ············································ 34 
flags ····················································· 23 
flow ·················································21、38 
flow-filter ·····································13、14 
flow-list ·············································· 21 
flows ····················································· 38 
flowsensor ············································ 26 
getDomain ···················································· 72 
getFlows ·················································· 13 
getHostGroups ·············································· 58 
getHostInformation ········································· 49 
getHostSnapshot ··········································· 31 
getSecurityEvents ·········································· 27 
has-touched ··········································· 36 
high-traffic ········································· 56 
high-value ······································18、29 
hit-count ········································29、31 
host-baselines ·······························66、68 
host-filter ··········································· 31 
host-group ············ 59、66、68、69、70、73 
host-group-id ·········································8 
host-group-ids ·········· 8、23、30、33、34、 

44、45、46、48、49、54 
host-group-selection ·························· 50 
host-group-tree ······················ 58、60、73 
host-information ····················· 34、53、54 
host-information-filter ····················· 49 
host-information-list ···················34、53 
host-name ··········· 23、30、33、44、45、46、 

47、48、54 

host-note ·············································· 48 
host-note-list ····································· 48 
host-notes-list ··································· 48 
host-pair-selection ················ 15、28、50 
host-selection ·················· 15、28、32、82 
host-snapshot ······································· 32 
host-trap ········································ 66、68 
hybrid-pair-ip ····································· 61 
ICMP タイプ ············································· 16 
ICMP タイプ ············································· 91 
icmp ······················································· 57 
Id ······································· 43、69、70、77 
if-index ······················· 12、25、41、58、63 
ignore-v5-egress ································· 61 
inside-hosts ···························· 59、60、73 
interface ·································· 25、58、63 
interface-list ························· 23、24、58 
interface-selection ······················· 12, 15 
interface-status ··························· 41、42 
intergroup-locking-list ····················· 76 
internal-as-numbers ···························· 73 
inverse-suppression ······················ 66、68 
IP アドレス リストの選択 ··························· 82 
IP アドレスの選択 ····································· 83 
IP アドレス範囲 ········································ 69 
IP アドレス範囲の選択 ······························· 82 
IP プロトコル ··········································· 16 
IP 範囲 ·············································· 69、70 
ip ·························································· 64 
ip-address ········· 23、30、33、34、44、45、 

46、47、48、54 
ip-address-range ································· 71 
ip-address-ranges ······ 67、68、69、70、71 
ip-address-range-selection ··············· 50 
ip-address-selection ·························· 32 
ip-list-selection ······························· 50 
Java Web Start ············································ 9 
last-seen ·············································· 34 
last-time ·································· 22、30、39 
low-traffic ·········································· 56 
low-value ········································ 18、29 
MAC アドレス ··········································· 34 
mac-address ················· 23、34、45、48、54 
max ························································· 56 
max-flows-initiated ···························· 57 
max-flows-served ································· 57 
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maximum-bps ··········································· 42 
maximum-pps ··········································· 42 
maximum-util ········································· 42 
max-rows ··································· 14、27、49 
max-rtt ·················································· 39 
max-srt ·················································· 40 
max-ttl ·················································· 25 
min-rtt ·················································· 39 
min-srt ·················································· 39 
min-ttl ·················································· 25 
MPLS ラベルでのフィルタリング ···········20、21 
mpls-label ············································ 22 
mpls-labels ·····································20、21 
name ················· 45、46、47、48、62、63、73 
nbar ······················································· 26 
network-performance ···························· 18 
new-flows-initiated ···························· 57 
new-flows-served ·································· 57 
operating-system ·································· 52 
operator ··································· 51、52、53 
order-by ················································ 14 
order-by-desc ······································· 14 
os ··························································· 55 
outside-hosts ·························· 59、60、73 
Packets ····································· 23、25、56 
packetshaper ········································· 26 
parent-id ········································66、68 
Password ················································ 61 
Payload ············································23、26 
payload-match-all ································ 21 
payload-match-any ································ 21 
payload-not-match-all ························· 21 
polling-interval ····························62、65 
port ·········································· 23、62、65 
port-number ··········································· 51 
ports ···············································16、28 
priv-method ·····································62、65 
priv-password ·································62、65 
profiled-service ·································· 51 
profiled-service-list ························· 51 
profile-index ·························· 19、20、51 
protocol ··········································39、51 
protocols ·············································· 16 
query ····················································· 21 
removeDomain ·············································· 77 
remove-duplicates ································ 14 
removeExporters ········································ 63 
removeHostGroupIPRange ····················70、71 

reset-hour ············································ 73 
retention ·············································· 12 
retransmits ·········································· 22 
retries ················································· 65 
role ······················································· 39 
rst ························································· 24 
rtt ························································· 27 
security ················································ 35 
security-event ····································· 30 
security-event-filter ························ 27 
security-event-list ···························· 29 
security-list ······································· 35 
server ·························· 22、24、45、47、48 
server-service-list ···························· 51 
service ··········································· 22、39 
service-definitions ······································ 76 
service-id ············································ 22 
service-profile-status ················ 35、54 
services ················································ 15 
services-definitions ·························· 15 
setHostGroupIPRange ································ 71 
setHostGroups ·············································· 59 
SNMP 設定 ··············································· 76 
snmp ······················································· 61 
snmp-configuration ······························ 65 
snmp-configuration-list ········· 64、65、76 
SOAP ························································ 6 
Source ············································· 30、43 
speed-in ················································ 63 
speed-out ·············································· 63 
spi ··························································· 8 
srt ························································· 27 
start-time ······ 22、30、39、44、45、46、48 
status ··················································· 33 
status-list ·········································· 33 
suppress-excluded-services ········· 66、68 
swa id ··················································· 74 
SWA Identity デバイスの設定 ······················· 74 
SWA デバイス ·········································· 73 
swa ··················································· 61、63 
swa-id-list ·········································· 74 
swa-list ···································· 61、63、73 
syn ························································· 23 
syn ························································· 57 
syn-ack ················································· 24 
syns-received ······································· 57 
target ············································· 30、43 
target-index ········································ 56 
TCP/UDP サービス ···································· 15 
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Threshold ········································35、37 
threshold-in ········································· 63 
threshold-out ······································· 63 
time ·········································· 12、49、54 
time-out ················································ 64 
today-list ············································ 41 
Total-bytes ··········································· 37 
total-conn ············································ 39 
Total-data-bytes ·································· 37 
total-hits ············································ 30 
Total-loss ············································ 37 
Total-packets ······································· 37 
total-retrans ······································· 39 
total-traffic ······································· 56 
touched-list ········································· 35 
traffic ································· 17、18、36 55 
traffic-in ············································ 12 
traffic-list ········································· 36 
traffic-out ··········································· 12 
Type ·················································30、44 
udp ························································· 57 
updateExporters ········································ 60 
updateExporterSNMPConfiguration ··············· 64 
use-catos-mib ·························· 62、64、65 
use-if-Xtable ·································62、65 
user ······················································· 49 
user-activity ·························· 44、45、46 
user-activity-list ························44、46 
username ····························· 45、46、62、65 
Username ················································ 61 
Value ···············································34、35 
Vendor ······································· 34、45、48 
Version ············································62、65 
vlan-id ·················································· 22 
vlan-ids ················································ 19 
vmachine-id ·····································23、54 
vmachine-name ·································23、54 
vm-list-selection ································ 50 
vserver-id ······································23、54 
vserver-ip-address ························23、54 
vserver-name ···································23、54 
Web サービス要求 ·······································9 
WSDL 定義 ·················································5 
XML タイプ ················································5 
XML メッセージ タイプ ·································5 
XML ··························································9 
アクセス制御 ··············································6 

アクティブ開始時刻とアクティブ 
終了時刻の選択 ······································ 80 

アクティブ時間の選択 ································ 79 
アドレッシング ··········································· 6 
アプリケーションでのフィルタリング ··········· 17 
アプリケーション定義 ································ 76 
アラームでのフィルタリング ······················· 52 
アラームのタイプ、表 ································ 85 
アラームの設定 ········································· 75 
インターフェイスの選択 ····························· 81 
エクスポータ ······································ 24、57 
エクスポータの選択 ··································· 81 
オペレーティング システム ························· 55 
オペレーティング システムでの 
フィルタリング ······································ 52 

クライアント ポートでのフィルタリング ······· 20 
コンソール、Java ········································ 9 
サービス コード ········································ 85 
サービス プロファイル ······························· 54 
サービス プロファイルのステータス ············· 84 
サービスでのフィルタリング ······················· 15 
サービスでのフィルタリング ······················· 50 
セキュリティ イベント タイプでの 
フィルタリング ······································ 28 

ターゲット インデックス ···························· 35 
タイム ウィンドウの選択 ···························· 78 
データ レコードのタイプ ······························ 5 
デバイス リストの選択 ······························· 81 
デバイスでのフィルタリング ······················· 81 
トラフィック統計情報でのフィルタリング ····· 17 
トランスポート ··········································· 6 
ネットワーク パフォーマンスの 
統計情報でのフィルタリング ···················· 18 

パケット データ ········································ 25 
フィルタのセマンティクス ···························· 8 
プロトコルでのフィルタリング ···················· 16 
プロトコルでのフィルタリング ···················· 51 
ペイロードでのフィルタリング ···················· 20 
ポートでのフィルタリング ·························· 16 
ホスト グループ ID ···································· 60 
ホスト グループ ツリー ······························ 73 
ホスト グループの選択 ······························· 82 
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ホスト グループ関係の設定 ························· 76 
ホスト ペアの選択 ······································ 83 
ホスト ロックの設定 ··································· 76 
ホストでのフィルタリング ·························· 50 
ホストでのフィルタリング ·························· 82 
ポリシーの設定 ········································· 73 
ポリシー統計情報 ······································ 56 
リスク インデックス イベント ······················ 57 
リスク インデックス ··································· 35 
リスク インデックスでのフィルタリング ······· 29 
ロール ····················································· 84 
応答 ···························································· 53 
仮想 LAN ID ·············································· 19 
外部デバイスの設定 ··································· 75 
最上位 ···············································59、66 
時間範囲の選択 ········································· 78 
自律システム番号 ······································· 19 
自律システム番号の設定 ····························· 73 
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1 はじめに

1.1 本書について



このドキュメントの目的は、このバージョンの SMC 製品に存在する StealthWatch Management Console（SMC）Web サービスの動作を説明することです。このガイドでは、Stealthwatch Enterprise v6.10.x および v7.0.x をサポートしています。



1.2 前提条件



読者が次の概念について理解していることを前提としています。



· 拡張マークアップ言語（XML）

· XML スキーマ定義（XSD）

· Web Services Description Language（WSDL）バージョン 1.1

· Simple Object Access Protocol（SOAP）バージョン 1.2



1.3 その他の資料



このドキュメントは SMC Web サービスのユーザのためのガイドですが、SMC Web サービスの全体的な正式な仕様は、次のドキュメントに記載されています。



· SMC Web Service WSDL Definition（sws.wsdl）

· SMC Web Service XML Message Types（sws-message.xsd）

· SMC XML Data Record Types（sws-record.xsd）

· SMC XML Types（sws.xsd）



次のドキュメントには、サーバ側とクライアント側のバージョンがあります。クライアントは、クライアント側のバージョンのドキュメントを使用して初期化する必要があります。すべてのファイルは、次の 2 つのファイルで保存されています。各ファイルへの URL が含まれています。



· Web Services API Schema - クライアント



https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008snF/VhoOCKF_Db3TjxEB.XS2rvc1toedYYFPr41BUUmoxM4



· Web Services - サーバ



https://lancope.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000QWy/a/380000008stX/_LN3Y1NhzFsFBzM78pBnyGolnpEDFM62zbDldkFkOOw







2 概要

2.1 SOAP



SMC Web サービスは、クライアントとサーバと間の XML ペイロードの転送に SOAP を使用するサービス エンドポイントまたはポートにおいて、単一のタイプのバインディングを使用します。SOAP メッセージ内の XML ペイロードに使用されるエンコーディングには、次の制約があります。



· 入力メッセージは 1 つの部品で構成される（soap:body の子は 1 つのみ）

· 部品は要素である

· 要素は操作と同じ名前である

· 要素の複合タイプには属性がない



SOAP WSDL バインディングのスタイルは、「ドキュメント/リテラル ラップ」と呼ばれることがよくあります。これについては後述の例で説明します。



2.2 トランスポート



SMC Web サービスは、SOAP メッセージのトランスポートとして HTTPS（TLS での HTTP）を使用します。



2.3 認証とアクセス制御



SMC Web サービスは、クライアントの認証を HTTP トランスポートに行わせます。具体的には、SMC Web サービスは、HTTP 基本認証を使用します。クライアントは、SMC Web Start クライアントを通じて SMC に設定されている認証情報を使用する必要があります。



そうすると、当該ユーザに割り当てられているデータ ロールおよび機能ロールにより、データおよび操作への SMC Web サービスを介したアクセスが制限されます。



SMC ユーザおよびロールの作成および管理については、SMC のオンライン ヘルプを参照してください。



2.4 アドレッシング



SMC Web サービス WSDL は、ポートの HTTP アドレスを次のように記述します。



<wsdl:port name=”flowsPort” binding=”tns:flowsBinding”>

<soap:address location=”http://WWW.LANCOPE.COM/smc/swsService/flows” />

</wsdl:port>



このサービス ポートに実際にアドレッシングする際は、次の 2 つのことに注意してください。



1. WSDL の URL は HTTP プロトコルを指定していますが、SMC Web サービスは、実際には HTTPS を使用します。

2. WSDL の URL では、WWW.LANCOPE.COM がホストとして指定されています。これを SMC の IP アドレスまたはホスト名に置き換える必要があります。

たとえば、上記で定義したサービス ポートから 192.168.1.100 の SMC にアクセスするには、クライアントが実際に使用する URL は次のようになります。



https://192.168.1.100/smc/swsService/flows





2.5 例



たとえば、クライアントが flowsPort サービス内の getFlows 操作にアクセスするとします。WSDL の関連する部分は次のようになります。



<wsdl:message name=”getFlowsRequest”>

<wsdl:part name=”parameters” element=”getFlows” />

</wsdl:message>



<wsdl:message name=”getFlowsResponse”>

<wsdl:part name=”parameters” element=”getFlowsResponse” />

</wsdl:message>



<wsdl:portType name=”flows”>

<wsdl:operation name=”getFlows”>

<wsdl:input message=”tns:getFlowsRequest” />

<wsdl:output message=”tns:getFlowsResponse” />

</wsdl:operation>

:

:

</wsdl:portType>



<wsdl:binding name=”flowsBinding” type=”tns:flows”>

<soap:binding style=”document”

transport=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/http” />

<wsdl:operation name=”getFlows”>

<wsdl:input>

<soap:body use=”literal” /> 

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body use=”literal” /> 

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

:

:

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name=”swsService”>

<wsdl:port name=”flowsPort” binding=”tns:flowsBinding”>

<soap:address location=”http://WWW.LANCOPE.COM/smc/swsService/flows” />

</wsdl:port>

:

:

wsdl:service>



HTTP POST を要求する URL は次のようになります。



https://192.168.1.100/smc/swsService/flows



要求は次のようになります。



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

<soapenc:Envelope xmlns:soapenc=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>

<soapenc:Body>

<getFlows>

:

<!—request payload XML 

:

</getFlows>

</soapenc:Body>

</soapenc:Envelope>



応答は次のようになります。



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

<soapenc:Envelope xmlns:soapenc=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>

<soapenc:Body>

<getFlowsResponse>

:

<!—response payload XML  

:

</getFlowsResponse>

</soapenc:Body>

</soapenc:Envelope>



2.6 フィルタのセマンティクス



SMC Web サービスへの要求 XML ペイロードはフィルタと呼ばれ、返される結果に適用される制約の記述が含まれています。



フィルタの内容は、一般的に AND ロジックで解釈されることに注意してください。返される結果は、指定された制約をすべて満たしている必要があります。



ただし、特定の状況では、制約のサブセットの一部が OR ロジックに従う場合もあります。その場合、返される結果は指定された制約のうち少なくとも 1 つを満たしている必要があります。このような事例は、後述の参考資料のセクションで取り上げます。



2.7 識別子



SMC Web サービスで使用されている XML ドキュメントは、さまざまなリソースまたはエンティティに対して数字の識別子を使用します。使用される一般的な数字 ID は次のとおりです。



		名前

		説明

		タイプ



		domain-id

		ドメインの ID。

		整数



		device-id

		StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数



		host-group-id

		ホスト グループの ID。

		整数



		host-group-ids

		ホスト グループの ID。これは、ホスト グループ ID のカンマ区切りリストです

		String



		spi

		サービス定義で定義されているサービスの ID。

		整数



		application-id

		アプリケーション定義で定義されているアプリケーションの ID。

		整数







これらの ID を文字列によるリソース名に変換する場合、SMC Web サービスのユーザは次の手順を実行する必要があります。



1. Java Web Start を介して SMC グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を起動します。

2. 左側のツリーから目的のドメインを選択します。

3. 右クリックして [プロパティ（Properties）] を選択します。

4. [エクスポート（Export）] という名前のタブを選択します。

5. [すべての設定のエクスポート（Export All configuration）] オプションが選択されていることを確認します。

6. [エクスポート（Export）] をクリックしてしファイルの場所を選択します。

7. エクスポートされた XML ファイルを自分の使い勝手が良いテキスト エディタで開きます。



エクスポートされた XML ファイルにはドメインの現在の設定が含まれるため、上記の ID を検索するのに使用できます。





2.8 GUI からの SMC Web サービス リクエストの作成



GUI から SMC Web サービス コールに必要な XML ファイルを抽出することができます。この方法では、SMC GUI を使用して XML ファイルを作成し、生成された XML を Web サービス コールを行うコードやスクリプトにカットアンドペーストすることができます。



これを行うには、SMC GUI の実行中に Java Web Start コンソールが表示できる必要があります。

Windows の場合：

1. [スタート（Start）] メニューで [コントロールパネル（Control Panel）] を選択します。

2. [Java] という項目をダブルクリックして、Java コントロール パネルを開きます。

3. [詳細（Advanced）] タブで [Javaコンソール（Java console）] > [コンソールを表示する（Show console）] が有効になっていることを確認します。





Mac OS X の場合：



1. [アプリケーション（Applications）] > [（ユーティリティ）Utilities] > [Java] フォルダを開きます

2. [Java設定（Java Preferences）] アプリケーションを起動します

3. [詳細（Advanced）] タブで [Javaコンソール（Java console）] > [コンソールを表示する（Show console）] が有効になっていることを確認します。







次に Java Web Start を使用して SMC GUI を起動する際には、ロギング情報が表示されたコンソール ウィンドウが表示されます。この情報の一部は、SMC GUI が SMC サーバに対して行うクエリのための XML になります。この XML は、Web サービス コールとなるコードまたはスクリプトにカットアンドペーストできます。









3 参照

3.1 getDSCPTraffic



3.1.1 要求

要求は、dscp-traffic-filter XML 要素の形式をとります



<dscp-traffic-filter domain-id=”104” />



<date-selection>

:

</date-selection>



<device-selection>

<interface-selection

device-id=”602” exporter-

ip=”10.10.10.10” 

interface-id=”2” />

</device-selection>



</dscp-traffic-filter>





dscp-traffic-filter 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		クエリの対象となるドメインの ID。

		整数

		必須







次の各セクションでは、dscp-traffic-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素は、上記の順序で記述する必要があります。<date-selection> サブ要素はオプションですが、<device-selection> サブ要素は必須です。





3.1.1.1	日付と時刻でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを日付と時刻に基づいてフィルタリングすることができます。



<date-selection>

:

</date-selection >



date-selection 要素には、次のサブ要素を含めることができます。



time-range-selection

time-window-selection

day-selection



詳細については、4.1 を参照してください。



注：<date-selection> xml が存在しない場合、日付と時刻のフィルタは、デフォルトで 12 時間有効となります。

3.1.1.2	デバイスでのフィルタリング

要求は、エクスポータまたはインターフェイスの選択に基づいて、返されるレコードをフィルタリングします。次の要素は必須です。



<device-selection>

<interface-selection . . . />

</device-selection >



device-selection 要素には、次のサブ要素を含める必要があります。



· interface-selection 

詳細については 4.2.3 を参照してください。





3.1.2	応答

応答は、0 以上の dscp-traffic 要素を含む 1 つの dscp-traffic-list 要素という形式をとります。



<dscp-traffic-list>

<dscp-traffic

domain-id=”116”

device-id=”130” 

retention=”300”

exporter-ip=”10.10.10.10” 

if-index=”2”

time=”2012-07-12T12:30:00Z”

dscp=”10”

traffic-in”46296” 

traffic-out”47214” />

</dscp-traffic-list>



dscp-traffic 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		トラフィックが報告されたドメインの ID。

		整数

		オプション



		device-id

		このトラフィックを報告した StealthWatch FlowCollector の ID。

		整数

		オプション



		retention

		報告されたトラフィックの継続時間（秒単位）。

		整数

		オプション



		exporter-ip

		このトラフィックを観察したエクスポータ。

		整数

		オプション



		if-index

		このトラフィックを観察したエクスポータのインターフェイス。

		整数

		オプション



		time

		トラフィックが観察された終了時刻。

		ISO8601 日付

		オプション



		dscp

		このトラフィックに関連付けられている DSCP（DiffServ コード ポイント）の値。

		整数

		オプション



		traffic-in

		モニタ対象ネットワーク内の DiffServ 認識ルータのインターフェイスで受信されたトラフィック（bps 単位で報告）。

		長整数型

		オプション



		traffic-out

		モニタ対象ネットワーク内の DiffServ 認識ルータのインターフェイスによって送信されたトラフィック（bps 単位で報告）。

		長整数型

		オプション





3.2 getFlows



3.2.1 要求

要求は、flow-filter XML 要素の形式をとります。



<flow-filter max-rows=”100”

domain-id=”104”

remove-duplicates=”true” 

order-by=”TOTAL_PACKETS” 

order-by-desc=”true” />



<date-selection> 

:

</date-selection> 



<device-selection>

:

</device-selection>



<host-selection>

:

</host-selection>



<services>. . .</services>



<ports>. . .</ports>



<protocols>. . .</protocols>



<applications>. . .</applications>



<traffic>

:

</traffic>



<network-performance>

:

</network-performance>



<as-numbers>. . .</as-numbers>



<dscps>. . .</dscps>



<vlan-ids>. . .</vlan-ids>



<mpls-labels>. . .</mpls-labels>



<client-ports>. . .</client-ports>



<query>

:

</query>



<flow-action>denied</flow-action> 



</flow-filter>





flow-filter 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		クエリの対象となるドメインの ID。

		整数

		必須



		max-rows

		応答で返される行の最大数。

		整数

		オプションで、デフォルトは 2000 です



		remove-duplicates

		フローの重複を削除する機能

		ブール値

		オプションで、デフォルトは false です



		order-by

		有効な値は次のとおりです。

TOTAL_BYTES、

TOTAL_PACKETS、

TOTAL_BYTE_RATE、

TOTAL_PACKET_RATE、



CLIENT_BYTES、

CLIENT_PACKETS、

CLIENT_BYTE_RATE、

CLIENT_PACKET_RATE、



SERVER_BYTES、

SERVER_PACKETS、

SERVER_BYTE_RATE、

SERVER_PACKET_RATE、



RTT_MINIMUM、

RTT_AVERAGE、

RTT_MAXIMUM



SRT_MINIMUM、

SRT_AVERAGE、

SRT_MAXIMUM



CONNECTIONS、

RETRANSMITS

		文字列

		オプション



		order-by-desc

		order-by の値が降順（true）または昇順（false）のいずれで処理されるかを指定します

		ブール値

		order-by が存在する場合は必須です



		include-interface-data

		フロー クエリにインターフェイス データを含めるかどうかを指定できます。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは true です







次の各セクションでは、flow-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素はオプションで、上記の順序で記述する必要があります。





3.2.1.1	日付と時刻でのフィルタリング

注：<date-selection> xml が存在しない場合、日付と時刻のフィルタは、デフォルトで 5 分間有効となります。

要求では、必要に応じ、返されるレコードを日付と時刻に基づいてフィルタリングすることができます。

<date-selection>

:

</date-selection >



date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· time-range-selection

詳細については 4.1.1 を参照してください。

· time-window-selection

詳細については 4.1.2 を参照してください。

· day-selection

詳細については 4.1.3 を参照してください。





3.2.1.2	デバイスでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィルタリングすることができます。



<device-selection>

:

</device-selection >



device-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· device-list-selection

詳細については 4.2.1 を参照してください。

· exporter-selection

詳細については 4.2.2 を参照してください。

· interface-selection

詳細については 4.2.3 を参照してください。





3.2.1.3	ホストでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のホスト、ホスト グループ、VM サーバ、VM、IP アドレス範囲に基づいてフィルタリングすることができます。



<host-selection>

:

</host-selection>



host-selection 要素には、次のサブ要素が含まれている必要があります。



· host-pair-selection

詳細については 4.3.6 を参照してください。





3.2.1.4	サービスでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードをユーザ定義のサービスに基づいてフィルタリングすることができます。



<services exclude="false">1,2,3,4,26</services>



services 要素には、SPI（サービス プロファイル ID）のカンマ区切りのリストが含まれます。エクスポートされた設定を確認することにより、SPI を判別することができます。services-definitions 要素を検索し、次に、確認対象の services 要素で、サービスの name 属性 を検索します。関連付けられている profile 属性には、そのフィルタに必要な SPI が含まれています。



services 要素は次の属性をサポートします。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		指定されたサービスを伴うフローを含める（=false）か除外する（=true）かを指定します

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です







注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたサービスのうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定されたサービスのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。



注：フローがユーザ定義のサービスのいずれとも一致しない場合、フローに割り当てられる SPI は、RAW プロトコル番号に定数「60000」を付加したものになります。ICMP タイプでフィルタリングする場合は、SPI は ICMP タイプに定数 60256 を付加したものになります。



次に、例を示します。

プロトコル 3pc（プロトコル番号 = 34）でのフィルタリング



<services>60034</services>



ICMP タイプ、エコー応答（ICMP タイプ = 0）でのフィルタリング



<services>60256</services>



3.2.1.5	ポートでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを UDP/TCP ポートに基づいてフィルタリングすることができます。



<ports exclude=”true”>53/tcp,53/udp</ports>



ports 要素には、ポートとプロトコルの値のカンマ区切りのリストが含まれます。プロトコル部分の値は、TCP または UDP のいずれかです。ポートの値は、実際のポート番号です。



ports 要素は次の属性をサポートします。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		指定されたポートやプロトコルを伴うフローを含める（=false）か除外する（=true）かを指定します。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です









注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたポートまたはプロトコルのうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、ポートまたはプロトコルのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。





3.2.1.6	プロトコルでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを IP プロトコルに基づいてフィルタリングすることができます。



<protocols exclude=”true”>6,34,114</protocols>



protocols 要素には、プロトコル番号のカンマ区切りのリストが含まれます。プロトコル番号の値は、実際の raw 値です。



protocols 要素は次の属性をサポートします。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		指定されたプロトコルを伴うフローを含める（=false）か除外する（=true）かを指定します。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です









注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたプロトコルのうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定されたプロトコルのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。





3.2.1.7	アプリケーションでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードをユーザ定義のアプリケーションに基づいてフィルタリングすることができます。



<applications exclude="false">129,165,124</applications>



applications 要素には、アプリケーション ID のカンマ区切りのリストが含まれます。エクスポートされた設定を確認することにより、アプリケーション ID を判別することができます。application-list 要素を検索し、次に確認対象の application 要素の name 属性を検索します。関連付けられている id 属性には、このフィルタに必要なアプリケーション ID が含まれています。



applications 要素は次の属性をサポートします。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		指定されたアプリケーションを伴うフローを含める（=false）か除外する（=true）かを指定します

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です







注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたアプリケーションのうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定されたアプリケーションのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。





3.2.1.8	トラフィック統計情報でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードをトラフィック統計情報に基づいてフィルタリングすることができます。



<traffic>

<client>

<bytes-range low-value="100" high-value="20000" />

<packets-range low-value="100" high-value="20000" />

</client> 

<server>

<bytes-range high-value="20000" />

<packets-range low-value="100" high-value="20000" /> 

</server>

<total>

<bytes-range low-value="100" />

<packets-range low-value="100" high-value="20000" />

</total>

</traffic>



traffic 要素には、クライアント、サーバ、または合計のフローにおけるバイト数およびパケット数に対する制約が含まれます。各制約には、次の属性を 1 つ以上含める必要があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		low-value

		制約の下限。

		整数

		オプション



		high-value

		制約の上限。

		整数

		オプション







属性は、次のように解釈されます。



· low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。

· high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。

· 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。





3.2.1.9	ネットワーク パフォーマンス統計情報でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードをネットワーク パフォーマンス統計情報に基づいてフィルタリングすることができます。



<network-performance>

<total-connections low-value="1" high-value="2" />

<total-retransmissions low-value="1" high-value="2" />

<round-trip-time>

<min low-value="1" high-value="2" />

<avg low-value="1" high-value="2" />

<max low-value="1" high-value="2" />

</round-trip-time>

<server-response-time>

<min low-value="1" high-value="2" />

<avg low-value="1" high-value="2" />

<max low-value="1" high-value="2" />

</server-response-time>

</network-performance>



network performance 要素には、各フローで保持されるパフォーマンス統計情報に対する制約が含まれます。各制約には、次の属性を 1 つ以上含める必要があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		low-value

		制約の下限。

		整数

		オプション



		high-value

		制約の上限。

		整数

		オプション







属性は、次のように解釈されます。



· low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。

· high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。

· 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。

注：時間の値の単位はミリ秒です。





3.2.1.10	自律システム番号（ASN）でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを ASN に基づいてフィルタリングすることができます。



<as-numbers exclude="true">11</as-numbers>



as-numbers 要素には、目的の ASN のカンマ区切りのリストのみが含まれます。

as-numbers 要素は次の属性をサポートします。

		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		その ASN を含める（=false）か除外する（=true）かを指定します。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です







注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定された ASN のうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された ASN のいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。



注：この制約は、device-selection で選択されたデバイスが NetFlow アプライアンス向け StealthWatch FlowCollector である場合のみ使用する必要があります。そうしないと、エラーが返されます。





3.2.1.11	Diffserv コード ポイント（DSCP）でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを DSCP に基づいてフィルタリングすることができます。



<dscps>28,18,12</dscps>



dscps 要素には、目的の DSCP のカンマ区切りのリストのみが含まれます。

dscps 要素は次の属性をサポートします。

		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		その DSCP を含める（=false）か除外する（=true）かを指定します。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です







注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定された DSCP のうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された DSCP のいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。







3.2.1.12	仮想 LAN ID でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを 仮想 LAN ID に基づいてフィルタリングすることができます。



<vlan-ids>1,2,3</vlan-ids>



vlan-ids 要素には、目的の ASN のカンマ区切りのリストのみが含まれます。

vlan-ids 要素は次の属性をサポートします。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		その VLAN ID を含める（=false）か除外する（=true）かを指定します。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です







注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定された VLAN ID のうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された VLAN ID のいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。





3.2.1.13	MPLS ラベルでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを MPLS ラベルに基づいてフィルタリングすることができます



<mpls-labels>9321,45782</mpls-labels>



mpls-labels 要素には、目的の MPLS ラベルのカンマ区切りのリストのみが含まれます。

mpls-labels 要素は次の属性をサポートします。

		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		その MPLS ラベルを含める（=false）か除外する（=true）かを指定します。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です







注：excluded 属性が「false」の場合、フローは、指定された MPLS ラベルのうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定された MPLS ラベルのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。







3.2.1.14	クライアント ポートでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードをクライアント ポートに基づいてフィルタリングすることができます。



<client-ports>53921,65421</client-ports>



client-ports 要素には、目的のクライアント ポートのカンマ区切りのリストのみが含まれます。



client-ports 要素は次の属性をサポートします。

		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exclude

		そのクライアント ポートを含める
（=false）か除外する（=true）かを指定します。

		ブール値

		オプションで、デフォルトは「false」です







注：exclude 属性が「false」の場合、フローは、指定されたクライアント ポートのうち少なくとも 1 つと一致する場合に制約に一致すると見なされます。exclude 属性が「true」の場合、フローは、指定されたクライアント ポートのいずれとも一致しない場合に制約に一致すると見なされます。





3.2.1.15	ペイロードでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードをペイロードに基づいてフィルタリングすることができます。



<query>

<payload-match-all>get</payload-match-all>

<payload-match-any>ssh</payload-match-any>

<payload-not-match-all>dns</payload-not-match-all>

</query>



query 要素は、上記のサンプルで示すように、ペイロード内の照合テキストのため、以下の 3 つのサブ要素をサポートします。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		payload-match-all

		この要素は、照合要求内の各文字列について表示されます。フローが選択されるには、フロー内にすべての文字列が存在する必要があります

		文字列

		オプション



		payload-match-any

		この要素は、照合要求内の各文字列について表示されます。文字列のうちいずれか 1 つでも一致すると、そのフローは選択されます

		文字列

		オプション



		payload-not-match-all

		この要素は、照合要求内の各文字列について表示されます。フローが無視されるには、すべての文字列が同じ順序で一致している必要があります

		文字列

		オプション







注：クエリでは、クライアントとサーバ両方のペイロードが検査されます。

3.2.1.16	フロー アクション

要求では、必要に応じ、返されるレコードを Cisco ASA の次の flow-action アクションに基づいてフィルタリングすることができます。permitted または denied。



<flow-action>permitted</flow-action>



flow-action 要素には、permitted または denied の 2 つの値のうち、いずれか 1 つのみが含まれます。





3.2.2 応答

応答は、0 以上の flow 要素が含まれる flow-list 要素という形式をとります。



<flow-list>

<flow>

<client>

:

</client>

<server>

:

</server>

<application>..</application>

<rtt. . ./>

<src. . ./> 

</flow>

</flow-list>





flow 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		キューを識別する一意の番号。

		長整数型

		必須



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		start-time

		このフローが開始した時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		last-time

		このフローがアクティブであると観察された最後の時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		active-duration

		フローがアクティブであった秒数。

		整数

		オプション



		protocol

		プロトコル番号

		整数

		必須



		service-id

		サービス定義によるドメインに対する定義に従ってこのフローが使用しているサービスの ID。

		整数

		必須



		application-id

		アプリケーション定義によるドメインに対する定義に従ってこのフローが使用しているアプリケーション。

		整数

		必須



		service

		このフローで使用されるサービスを定義する UDP または TCP ポート番号。

		整数

		必須



		connections

		フローで発生した TCP 接続の数。

		整数

		オプション



		retransmits

		フローで再送信された TCP パケットの数。

		整数

		オプション



		vlan-id

		フローに関連付けられている仮想 LAN を識別する番号。

		整数

		オプション



		mpls-label

		フローに関連付けられているマルチプロトコル ラベル スイッチング ラベル。

		整数

		オプション



		total-bytes

		クライアントとサーバの両方から送信されたペイロード バイト数合計。

		長整数型

		オプション









client および server サブ要素の両方が存在し、次のように表示されます。



<client> or <server>

<flags. . ./>

<payload. . ./>

<interface-list>

<interface. . ./>

:

</interface-list>

</client> or </server>



client および server サブ要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		xlate-ip-address

		ホストの変換された IP アドレス（ネットワーク アドレス変換デバイスによる変更）

		文字列

		オプション



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		オプション



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループのホスト グループ ID のカンマ区切りのリスト。

		文字列

		必須



		vserver-id

		このホストが存在している VM サーバの ID。

		整数

		オプション



		vserver-ip-address

		このホストが存在している VM サーバの IP アドレス。

		文字列

		オプション



		vserver-name 

		このホストが存在している VM サーバの名前。

		文字列

		オプション



		vmachine-id

		ホストに関連付けられている仮想マシンの ID。

		整数

		オプション



		vmachine-name

		ホストに関連付けられている仮想マシンの名前。

		文字列

		オプション



		mac-address

		このホストについて観察された MAC アドレス。

		文字列

		オプション



		port

		ホストがパケットを受信するために使用した最後の TCP または UDP ポート番号。

		整数

		必須



		xlate-port

		変換されたホストが使用するポート。

		整数

		必須



		bytes

		ホストによって送信されたバイト数。

		長整数型

		必須



		packets

		ホストによって送信されたパケット数。

		Packets

		必須



		asn

		クライアントまたはサーバに関連付けられている ASN。

注：この属性は、NetFlow 向け StealthWatch FlowCollector によってフローが観察された場合のみ、意味のある値を持ちます。

		長整数型

		オプション







client および server サブ要素、flags サブ要素、interface-list サブ要素、および payload サブ要素には、3 つのサブ要素が含まれる可能性があります。これらについては次のセクションで説明します。



3.2.2.1	Flags

各 client および server 要素には、次の属性を持つ flags サブ要素も含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		syn

		ホストから送信された、SYN ヘッダー フラグが設定された TCP パケットの数。

		整数

		オプション



		syn-ack

		ホストから送信された、SYN および ACK ヘッダー フラグが設定された TCP パケットの数。

		整数

		オプション



		rst

		ホストから送信された、RST ヘッダー フラグが設定された TCP パケットの数。

		整数

		オプション



		fin

		ホストから送信された、FIN ヘッダー フラグが設定された TCP パケットの数。

		整数

		オプション











3.2.2.2	エクスポータ

client および server 要素はいずれも、特定の方向に対するこのフローを観察したインターフェイスを示す interface-list 要素を含めることができます。



<flow

id="120448"

domain-id="117" 

device-id="118"

start-time="2011-04-07T11:48:30Z" 

last-time="2011-04-07T11:48:30Z"

active-duration="0" 

protocol="17" 

service-id="64" 

application-id="170" 

service="1027">

<client

ip-address="11.11.166.53" host-group-ids="61627" 

country="US" port="63081" bytes="4314800" 

packets="700" asn="46554">

<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" />

<interface-list>

<interface

exporter-ip="10.10.10.10" 

if-index="1" 

direction="OUTBOUND" 

bytes="1401408" 

packets="216" />

<interface

exporter-ip="10.10.10.10" 

if-index="2" 

direction="OUTBOUND" 

bytes="4314800" 

packets="700" />

</interface-list>

</client>

<server

ip-address="12.12.173.120" host-group-ids="61627" 

country="US" port="1027" bytes="1401408" 

packets="216" asn="47440">

<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" />

<interface-list>

<interface

exporter-ip="10.10.10.10" 

if-index="1" 

direction="INBOUND" 

bytes="4314800" 

packets="700"

dscp="0" />

<interface

exporter-ip="10.10.10.10"

if-index="2" direction="INBOUND" 

bytes="1401408" packets="216" dscp="0" />

</interface-list>

</server>

</flow>



interface 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		exporter-ip

		このフローを観察した NetFlow または sFlow エクスポータの IP アドレス。

		文字列

		必須



		if-index

		このフローが通過したインターフェイスのインデックス番号。

		整数

		必須



		dscp

		クライアントまたはサーバに関連付けられている DSCP。

注：この属性は、NetFlow 向け StealthWatch FlowCollector によってフローが観察された場合のみ、意味のある値を持ちます。

		整数

		オプション



		direction

		direction の値は、データがインターフェイスによって受信された場合の「INBOUND」またはデータがインターフェイスによって送信された場合の「OUTBOUND」の 2 つのうちのいずれかです。

		文字列

		オプション



		bytes

		インターフェイスによって送信されたバイトの総数

		長整数型

		オプション



		packets

		インターフェイスによって送信されたパケットの総数

		長整数型

		オプション



		min-ttl

		このホストからの最初のパケットがルーティングされる可能性があるホストまたはリンクの最小の番号。

		整数

		オプション



		max-ttl

		このホストからの最初のパケットがルーティングされる可能性があるホストまたはリンクの最大の番号。

		整数

		オプション



		flow-action

		エクスポータ タイプが Cisco ASA である場合に存在し、値は「permitted」または「denied」のいずれかです。

		文字列

		オプション







3.2.2.3	パケット データ

フローからサンプリングされた実際のパケット データを記述するフローには、追加のデータが存在する場合があります。



<flow

id ="80049"

domain-id="117" 

device-id="118"

start-time="2011-04-07T08:10:34Z" 

last-time="2011-04-07T08:15:16Z"

active-duration="282000" 

protocol="6"

service-id="3" 

application-id="39" 

service="80" 

connections="1" 

retransmits="0">

<client

ip-address="10.201.3.25" 

host-group-ids="155,1545" 

country="XR"

port="58014" 

bytes="1174" 

packets="7">

<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" />

<payload>

<![CDATA[POST/hc/request.rep HTTP/]]>

</payload>

</client>

<server

ip-address="208.89.13.133" 

host-group-ids="61627"

host-name="server.iad.liveperson.net" 

country="US"

port="80" 

bytes="0" 

packets="0">

<flags syn="0" syn-ack="0" rst="0" fin="0" />

<payload>

<![CDATA[HTTP/1.1 200 OK..Date: Thu]]>

</payload>

</server>

<application flowsensor="23" />

<rtt min="19" avg="19" max="19" />

<srt min="2" avg="2" max="2" />

</flow>



client および server 要素の両方に、当該ホストから観察された最初のパケットからの最初の 26 バイトを含む payload 要素が含まれています。データは ASCII 形式で提供されます。





3.2.2.4	アプリケーション データ

application 要素は flow 要素のサブ要素で、次の属性を含めることができます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		flowsensor

		Flowsensor のアプリケーション検出プロセスによって検出されたアプリケーションの ID。

		整数

		オプション



		nbar

		CISCO Netflow データを調べることにより検出されたアプリケーションの ID。

		整数

		オプション



		packetshaper

		PacketShaper アプライアンスによって送信されたデータを調べることにより検出されたアプリケーションの ID。

		整数

		オプション







注：上記で返される ID は、アプリケーション検出の送信元には明示的です。





3.2.2.5	パフォーマンス統計情報

rtt要素と srt 要素は、いずれも flow 要素のサブ要素です。

これらの要素には、それぞれ次の属性を含めることができます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		Min

		最短時間の平均（ミリ秒単位）。

		整数

		オプション



		Max

		最長時間の平均（ミリ秒単位）

		整数

		オプション



		Avg

		平均時間（ミリ秒単位）

		整数

		オプション









3.3 getSecurityEvents



注：「getCiEvents」は廃止され、v6.5 の「getSecurityEvents」に置き換えられました。getCiEvents のサービスは、将来のリリースではサポートされません。

3.3.1 要求

要求は、security-event-filter XML 要素の形式をとります。



<security-event-filter max-rows="2000" domain-id="104">

<date-selection>

:

</date-selection>

<device-selection>

:

</device-selection>

<host-selection>

:

</host-selection>

<types> .. </types>

<ports> .. </ports>

<hit-count .. />

<ci-points .. />

</security-event-filter>



security-event-filter 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		クエリの対象となるドメインの ID。

		整数

		必須



		max-rows

		応答で返される行の最大数。

		整数

		オプションで、デフォルトは 2000 です







次の各セクションでは、security-event-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素はオプションで、上記の順序で記述する必要があります。





3.3.1.1	日付と時刻でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを時刻に基づいてフィルタリングすることができます。



<date-selection>

:

</date-selection >



date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· active-time-selection

詳細については 4.1.5 を参照してください。

· first-last-time-selection

詳細については 4.1.6 を参照してください。





3.3.1.2	デバイスでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィルタリングすることができます。



<device-selection>

:

</device-selection >



· device-list-selection

詳細については 4.2.1 を参照してください。





3.3.1.3	ホストでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のホストに基づいてフィルタリングすることができます。



<host-selection>

:

</host-selection >



host-selection 要素には、host-pair-selection を含めることができます。詳細については 4.3.6 を参照してください。





3.3.1.4	セキュリティ イベント タイプでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードをセキュリティ イベント タイプに基づいてフィルタリングすることができます。



<types>50,49,2,20,23,44</types>



types 要素は、単にセキュリティ イベント タイプ ID のカンマ区切りのリストです。セキュリティ イベントと対応する ID のリストについては、4.6 を参照してください。





3.3.1.5	ポートでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを UDP または TCP ポートに基づいてフィルタリングすることができます。



<ports>33-55/udp,77/tcp</ports>

ports 要素には、ポートとプロトコルの値のカンマ区切りのリストが含まれます。プロトコル部分の値は、TCP または UDP のいずれかです。ポートの値は、実際のポート番号です。





3.3.1.6	ヒット カウントでのフィルタリング



要求では、必要に応じ、返されるレコードを発生したヒットの件数に基づいてフィルタリングすることができます。



<hit-count low-value="10" high-value="200" />



hit-count サブ要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		low-value

		制約の下限。

		整数

		オプション



		high-value

		制約の上限。

		整数

		オプション







属性は、次のように解釈されます。



· low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。

· high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。

· 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。





3.3.1.7	リスク インデックスでのフィルタリング



要求では、必要に応じ、返されるレコードをリスク インデックスに基づいてフィルタリングすることができます。



<ci-points low-value="3" high-value="4" />



ci-points サブ要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		low-value

		制約の下限。

		整数

		オプション



		high-value

		制約の上限。

		整数

		オプション







属性は、次のように解釈されます。



· low-value が存在しない場合、制約は high-value 未満と解釈されます。

· high-value が存在しない場合、制約は low-value 超と解釈されます。

· 両方の属性が存在する場合、制約は 2 つの値の間と解釈されます。





3.3.2	応答

応答は、0 以上の security-event 要素が含まれる security-event-list 要素という形式をとります。



<security-event-list>

<security-event

domain-id="117" 

device-id="118"

start-time="2011-04-07T04:01:56Z" 

last-time="2011-04-07T16:43:56Z"

ci-points="492984" 

total-hits="988">

<source

ip-address="128.9.160.132" 

host-group-ids="61627" 

host-name="jar.isi.edu" 

country="US" />

<target

ip-address="209.182.184.0" 

host-group-ids="1519" 

country="US" />

<details-list>

<details type="21" hit-count="984" ci-points="49984" />

<details type="1" hit-count="4" ci-points="0" />

</details-list>

</security-event>

<security-event>

:

</security-event>

:

</security-event-list>



security-event 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		Id

		セキュリティ イベントに割り当てられる一意の ID。実際の出力には含まれません

		整数

		オプション



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		start-time

		このセキュリティ イベントが開始した時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		last-time

		このセキュリティ イベントがアクティブであると観察された最後の時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		ci-points

		セキュリティ イベントによって生成されたリスク インデックス ポイントの合計数。

		整数

		必須



		total-hits

		セキュリティ イベント中に発生したヒットの合計数。

		整数

		必須







source および target サブ要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須







details-list 要素には、セキュリティ イベントをタイプ別に分類する details 要素が 1 つ以上含まれています。details 要素には、ぞれぞれ次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		type

		セキュリティ イベント タイプの ID。

詳細については 4.6 を参照してください。

		整数

		必須



		hit-count

		この特定のセキュリティ イベント タイプのヒット数。

		整数

		必須



		ci-points

		この特定のセキュリティ イベント タイプのリスク インデックス ポイント。

		整数

		必須











3.4 getHostSnapshot



3.4.1 要求

要求は、host-filter XML 要素の形式をとります。



<host-filter domain-id="104">

<date-selection>

:

</date-selection>

<device-selection>

:

</device-selection>

<host-selection>

:

</host-selection>

</host-filter>



host-filter 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		クエリの対象となるドメインの ID。

		整数

		必須







次の各セクションでは、host-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素はオプションで、上記の順序で記述する必要があります。





3.4.1.1	日付と時刻でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを時刻に基づいてフィルタリングすることができます。



<date-selection>

:

</date-selection >



date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· day-selection

詳細については 4.1.3 を参照してください。

3.4.1.2	デバイスでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィルタリングすることができます。



<device-selection>

:

</device-selection >



device-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· device-list-selection

詳細については 4.2.1 を参照してください。





3.4.1.3	ホストでのフィルタリング

要求では、目的のホストを指定する必要があります。



<host-selection>

<ip-address-selection value="10.202.4.131"/>

</host-selection >



host-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· ip-address-selection

詳細については 4.3.4 を参照してください。





3.4.2 応答

応答は、host-snapshot 要素の形式をとります。



<host-snapshot

domain-id="117"

ip-address="10.202.15.73" 

host-group-ids="154,1545"

host-name="vcenter.lancope.local" 

country="XR"

time="2011-04-07T17:47:40Z">

<status-list>

:

</status-list>

<host-information-list>

:

</host-information-list>

<security-list>

:

</security-list>

<touched-list>

:

</touched-list>

<traffic-list>

:

</traffic-list>

<ci-events>

:

</ci-events>

<flows>

:

</flows>

<exporters>

:

</exporters>

<alarm-counts-list>

:

</alarm-counts-list>

<alarm-list>

:

</alarm-list> 

<identity-session-list> 

:

</identity-session-list>

<user-activity-list>

:

</user-activity-list>

<dhcp-lease-list>

:

</dhcp-lease-list>

<host-note-list>

:

</host-notes-list>

</host-snapshot>



host-snapshot 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		time

		要求が出されたときのタイムスタンプ

		ISO8601 日付

		







オプションのサブ要素には、フィルタで指定された時間におけるホストの動作に関するさまざまな情報が含まれます。これらについては、後述のセクションで説明します。





3.4.2.1	ステータス

応答には、次のように status-list 要素が含まれる場合があります。



<status-list>

<status

domain-id="104" 

device-id="117" 

value="active"

first-seen="2010-12-12T20:09:45Z" 

last-seen="2011-02-06T18:21:00Z">

<mac-address value="00:1e:13:80:d0:c0" vendor="Unknown Vendor”/>

</status>

<status ..>

:

</status>

:

</status-list>



status 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		value

		ホストの現在のステータス。

		「active」、「inactive」または「phantom」の列挙

		必須



		first-seen

		ホストが最初に観察された時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		last-seen

		ホストが最後に観察された時刻。

		ISO8601 日付

		必須







必要に応じ、次の属性を含む mac-address サブ要素が存在する場合があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		value

		このホストについて観察された MAC アドレス。

		文字列

		オプション



		vendor

		この MAC アドレスを割り当てられているベンダーの名前。

		文字列

		オプション









3.4.2.2	ホスト情報

応答には、次のように host-information-list 要素が含まれる場合があります。



<host-information-list>

<host-information

domain-id="117" 

device-id="118"

ip-address="10.202.15.73" 

host-group-ids="154,1545" 

host-name="vcenter.lancope.local" 

country="XR">

<service-profile-status>

<server>1:S60256,S60264,S3,O12489/tcp</server>

<client>1:S4,S1,S29,S48,S23,S36,S14,S34,S3</client>

</service-profile-status>

<application-activity> 

<server>,186,170,169,168,</server>

<client>,51,186,171,187,184,185,190,188,58,</client>

</application-activity>

<os>1897979539</os>

</host-information>

<host-information ..>

:

</host-information>

:

</host-information-list>



host-information 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		service-profile-status

		サーバまたはクライアントのいずれかとしてのこのホストについて観察されたサービス。

形式の詳細については 4.4 を参照してください

		文字列

		オプション



		application-activity

		サーバまたはクライアントのいずれかとしてのこのホストについて観察されたアプリケーション。

		文字列

		オプション



		os

		オペレーティング システムのコード

		文字列

		オプション









3.4.2.3	セキュリティ

応答には、次のように security-list 要素が含まれる場合があります。



<security-list>

<security domain-id="104" device-id="117"

<concern-index value="8875685" threshold="1000000"/>

<target-index value="15910" threshold="50000"/ >

<file-sharing-index value="91161000" threshold="500000"/>

</security>

<security ..>

:

</security>

:

</security-list>



security 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須







security 要素の各サブ要素は、ホストのリスク インデックス、ターゲット インデックス、およびファイル共有インデックスのステータスを示し、次の属性を含みます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		value

		インデックスの現在の値。

		整数

		必須



		threshold

		インデックスについて現在有効となっているアラームのしきい値。

		整数

		必須









3.4.2.4	調査済み

応答には、次のように touched-list 要素が含まれる場合があります。



<touched-list>

<touched

domain-id="115" 

device-id="252"

been-touched="false" 

has-touched="true/>

</touched>

<touched ..>

:

</touched>

:

</touched-list>



touched 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		been-touched

		このホストが高リスク インデックスを持つホストと通信したかどうかを示します。

		ブール値

		必須



		has-touched

		このホストが高リスク インデックスを持っているかどうか、また、他のホストと通信したかどうかを示します。

		ブール値

		必須









3.4.2.5	トラフィック

応答には、次のように traffic-list 要素が含まれる場合があります。



<traffic-list>

<traffic domain-id="117" device-id="118">

<five-min threshold="100000000" udp-percent="2">

<in max-bps="119976" />

<out max-bps="8424" />

</five-min>

<day threshold="3000000000" data-loss-threshold="0">

<in

total-bytes="4656110" 

total-packets="5633"

total-data-bytes="4431414" />

<out

total-bytes="739394" 

total-packets="3682" 

total-data-bytes="593242" 

data-loss="0" />

</day>

</traffic>

</traffic-list>





traffic 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須









traffic 要素には、five-min および day の 2 つのサブ要素が含まれます。



5-min 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		threshold

		[5 分間のトラフィック大（High Traffic in 5 min）] の現在の値

		整数

		必須



		udp-percent

		UDP プロトコルを使用したトラフィックのパーセンテージ

		整数

		必須







5-min 要素には、in および out の 2 つのサブ要素が含まれます。これらにはそれぞれ、次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		max-bps

		過去 24 時間に 5 分間隔でホストが受信（in）または送信（out）した 1 秒あたりのビット数の最高数

		整数

		オプション









day 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		しきい値

		[24 時間の合計トラフィック大（High Total Traffic in 24 hrs）] の現在の値

		整数

		必須



		data-loss-threshold

		[データ損失の疑い（Suspect Data Loss）] アラームのしきい値。ポリシーで設定されます。

		整数

		オプション







day 要素には、in および out の 2 つのサブ要素が含まれます。これらにはそれぞれ、次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		Total-bytes

		ホストが過去 24 時間に送信（out）または受信（in）したバイト数の合計（IP および TCP ヘッダーを含む）。

		整数

		オプション



		Total-packets

		

		整数

		必須



		Total-data-bytes

		ホストが過去 24 時間に送信（out）または受信（in）したペイロード情報のバイト数の合計。

		整数

		必須



		Total-loss

		最後にアーカイブされて以降、対応するアプライアンス上のホストが損失した疑いがあるデータの累積量。

		整数

		オプション、「out」要素のみ









3.4.2.6	CI イベント

応答には、次のように ci-events 要素が含まれる場合があります。



<ci-events>

<source-high-ci-list>

<ci-event ..>

:

</ci-event>

:

</source-high-ci-list>

<source-list>

<ci-event ..>

:

</ci-event>

:

</source-list>

<target-list>

<ci-event ..>

:

</ci-event>

:

</target-list>

</ci-events>



ci-events 要素には、3.3.2 で説明した形式の、CI イベントのリストを含む 3 つのサブ要素が含まれる場合があります。





3.4.2.7	フロー

応答には、次のように flows 要素が含まれる場合があります。



<flows>

<most-recent>

<flow 

connected="10.202.25.46"

connected-host-group-ids="154,1545" 

start-time="2011-04-07T21:34:16Z" 

last-time="2011-04-07T21:34:16Z"

protocol="tcp" 

service="https" 

service-id="4" 

bytes-sent="4506"

bytes-received="2324" 

pkts-sent="20"

pkts-received="22" 

average-bps="0" 

role="Server" total-conn="1" 

total-retrans="1" min-rtt="1"

max-rtt="1" 

avg-rtt="1" 

min-srt="3" 

max-srt="3" 

avg-srt="3"

</flow>

:

</most-recent>

<highest-traffic>

<flow ..>

:

</flow>

:

</highest-traffic>

</flows>



flow 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		connected

		フロー内の他のホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		connected-host-group-ids

		他のホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		connected-vm

		フロー中に従属ホストが通信に使用したホストの IP アドレス

		文字列

		オプション



		start-time

		このフローが開始した時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		last-time

		このフローがアクティブであると観察された最後の時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		protocol

		フローで使用されている IP プロトコル。

		文字列

		必須



		service

		フローで使用されているサービス。

		文字列

		必須



		service-id

		フローで使用されているサービス。

		文字列

		必須



		bytes-sent

		このホストによって送信されたバイト数。

		整数

		必須



		bytes-received

		このホストによって受信されたバイト数。

		整数

		必須



		pkts-sent

		このホストによって送信されたバイト数。

		整数

		必須



		pkts-received

		このホストによって受信されたバイト数。

		整数

		必須



		average-bps

		フロー内のホスト間のトラフィックの平均レート（1 秒あたりのビット数）。

		整数

		必須



		role

		フローにおけるこのホストのロール。

		「Client」、「Server」または「Undetermined」の列挙

		必須



		total-conn

		フローで発生した最初の SYN から最後の ACK までの TCP 接続の数。

		長整数型

		オプション



		total-retrans

		フローで再送信された TCP パケットの割合

		長整数型

		オプション



		min-rtt

		すべての TCP 接続がフローで発生するために要した最小ラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）

		長整数型

		オプション



		max-rtt

		すべての TCP 接続がフローで発生するために要した最大ラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）

		長整数型

		オプション



		avg-rtt

		すべての TCP 接続がフローで発生するために要した平均ラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）

		長整数型

		オプション



		min-srt

		フロー内のすべての TCP 接続の中で、最初のクライアント要求から最初のサーバ応答までにかかった最短サーバ応答時間（ミリ秒単位）

		長整数型

		オプション



		max-srt

		フロー内のすべての TCP 接続の中で、最初のクライアント要求から最初のサーバ応答までにかかった最大サーバ応答
時間。

		長整数型

		オプション



		avg-srt

		フロー内のすべての TCP 接続の中で、最初のクライアント要求から最初のサーバ応答までにかかった平均サーバ応答
時間（ミリ秒単位）。

		長整数型

		オプション









3.4.2.8	エクスポータ

応答には、次のように exporters 要素が含まれる場合があります。



<exporters>

<closest-interface-list>

<closest-interface

domain-id="115" 

device-id="252"

exporter-ip="11.9.102.4" 

if-index="833" 

confidence="100"/>

<closest-interface ../>

:

</closest-interface-list>

<active-source-list>

<interface-status

domain-id="115" 

device-id="252"

exporter-ip="11.8.1.101" 

if-index="9">

<inbound

current-bps="662" 

maximum-bps="1293" 

average-bps="0" 

current-pps="0" 

maximum-pps="0" 

average-pps="0" 

current-util="0" 

maximum-util="0/>

<outbound

current-bps="662" 

maximum-bps="0" 

average-bps="0" 

current-pps="0" 

maximum-pps="0" 

average-pps="0" 

current-util="0" 

maximum-util="0/>

</interface-status>

<interface-status ..>

:

</interface-status>

:

</active-source-list>

<active-dest-list>

<interface-status ..>

:

</interface-status>

:

</active-dest-list>

<today-list>

<interface-status ..>

:

</interface-status>

:

</today-list>

</exporters>



exporters 要素には、次のサブ要素が含まれます。



· closest-interface-list

どのエクスポータおよびインターフェイスがホストに最も近いかの判定。

· active-source-list

このホストを送信元とする着信トラフィックがあったインターフェイスのリスト。

· active-dest-list

宛先として発信トラフィックでこのホストを観察したインターフェイスのリスト。

· today-list

このホストからまたはこのホストからのトラフィックがあったインターフェイスのリスト。



closest-interface-list 要素には、それぞれ次の属性を持つ 1 つ以上の closest-interface 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		exporter-ip

		このホストを観察したエクスポータの IP アドレス。

		文字列

		必須



		if-index

		このホストに対するトラフィックを転送したインターフェイスのインデックス番号。

		整数

		必須



		confidence

		最も近いインターフェイスの判別の信頼性のレベル（%）。

		整数

		必須







active-source-list、active-dest-list、および today-list はすべて、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の interface-status 要素を含みます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		exporter-ip

		このホストを観察したエクスポータの IP アドレス。

		文字列

		必須



		if-index

		このホストに対するトラフィックを転送したインターフェイスのインデックス番号。

		整数

		必須







さらに、interface-status 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の inbound および outbound 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		current-bps

		インターフェイスを通過する現在のトラフィック レート（1 秒あたりのビット数）。

		整数

		必須



		maximum-bps

		要求された期間にインターフェイスを通過した最も高いトラフィック レート（1 秒あたりのビット数）。

		整数

		必須



		average-bps

		要求された期間にインターフェイスを通過したトラフィック レートの平均（1 秒あたりのビット数）。

		整数

		必須



		current-pps

		インターフェイスを通過する現在のパケット レート（1 秒あたりのパケット数）。

		整数

		必須



		maximum-pps

		要求された期間にインターフェイスを通過した最も高いパケット レート（1 秒あたりのパケット数）。

		整数

		必須



		average-pps

		要求された期間にインターフェイスを通過したパケット レートの平均（1 秒あたりのパケット数）。

		整数

		必須



		current-util

		現在のインターフェイス使用率（%）。

		倍精度浮動小数点型

		必須



		maximum-util

		要求された期間で最大のインターフェイス使用率（%）。

		倍精度浮動小数点型

		必須









3.4.2.9	アラーム カウント

応答には、次のように alarm-counts-list 要素が含まれる場合があります。



<alarm-counts-list>

<alarm-counts domain-id="104" device-id="117" source="13" target="0">

<details alarm-type="7" source="11" target="0/>">

<details alarm-type="16" source="2" target="0/>">

:

</alarm-counts>

<alarm-counts ..>

:

</alarm-counts>

:

</alarm-counts-list>



alarm-counts-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の alarms-counts 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		source

		このホストがソースであった場合に、要求された期間にアクティブであったアラームの数。

		整数

		必須



		target

		このホストがターゲットであった場合に、要求された期間にアクティブであったアラームの数。

		整数

		必須







alarm-counts 要素の各 details サブ要素は、カウントをアラーム タイプごとに分けるもので、次の属性を持っています。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		alarm-type

		アラーム タイプの ID。

		整数

		必須



		source

		このホストがソースであった場合に、要求された期間にアクティブであったアラームの数。

		整数

		必須



		target

		このホストがターゲットであった場合に、要求された期間にアクティブであったアラームの数。

		整数

		必須









3.4.2.10	アラーム

応答には、次のように alarm-list 要素が含まれる場合があります。



<alarm-list>

<alarm

domain-id="101" device-id="103"

id="2V-13BN-VMSF-XY9K-K"

type="35"

start-time="2011-03-09T23:34:00Z" 

end-time="2011-03-10T00:19:00Z"

active="false">

<source ip-address="192.168.1.40" 

host-group-ids="11,28" 

country="US"/>

<target ip-address="192.168.1.50" 

host-group-ids="11,25" 

country="XR"/>

</alarm>

<alarm ..>

:

</alarm>

:

</alarm-list>



alarm-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の alarm 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		id

		アラームのグローバルに固有な ID。

		文字列

		必須



		type

		アラーム タイプの ID。

詳細については 4.5 を参照してください。

		整数

		必須



		start-time

		アラームが開始した時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		end-time

		アラームが終了した時刻。

		ISO8601 日付

		オプション



		active

		要求時にアラームがアクティブであったかどうかを示します。

		ブール値

		必須







alarm 要素には、それぞれが次の属性を持つ source および/または target サブ要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須









3.4.2.11	アイデンティティ セッション

応答には、次のように identity-session-list 要素が含まれる場合があります。



<identity-session-list>

<identity-session

domain-id="101" 

device-id="170"

ip-address="192.168.3.100" 

host-group-ids="11,15"

host-name="some.hostname.local." 

country="XR"

start-time="2011-03-10T12:31:26Z" 

end-time="2011-03-10T18:06:28Z"

active="false" 

username="bob" 

vlan="v-1234" 

device-type="phone"

ad-domain="ms-domain" 

vpn-ip="10.202.1.96">

<mac-address value="00:ab:cd:ef:12:34" vendor="Acme Inc."/>

<network-access-device ip-address="192.168.1.10"

name="ms-activedirectory" interface=”interface-name” />

<user-groups identity=”group1” security=”group2” />

<server ip-address=”10.202.1.1” name=”dev” />

</identity-session>

</identity-session-list>





identity-session-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の identity-session 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った Cisco ISE アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		start-time

		セッションが開始した時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		end-time

		セッションが終了した時刻。

		ISO8601 日付

		オプション



		active

		要求時にセッションがアクティブであったかどうかを示します。

		ブール値

		必須



		username

		このセッションで使用されたユーザ名。

		文字列

		必須



		vlan

		ユーザの割り当てられた VLAN

		文字列

		オプション



		device-type

		NAC プロファイラによって検出されたエンドポイントのデバイス タイプ

		文字列

		オプション



		ad-domain

		ユーザの Active Directory ドメイン

		文字列

		オプション







identity-session 要素には、セッションに使用される認証サーバと Windows ドメインを示す 4 つのサブ要素が含まれます。



mac-address 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		value

		DHCP リースを要求しているホストの MAC アドレス。

		文字列

		必須



		vendor

		MAC アドレスが割り当てられているベンダーの名前。

		文字列

		オプション







network-access-device 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip-address

		エンドポイントのネットワーク接続デバイスの IP アドレス。

		文字列

		オプション



		name

		エンドポイントのネットワーク接続デバイスの DNS 名。

		文字列

		オプション



		interface

		そのときのエンドポイントのネットワーク接続ポート。

		文字列

		オプション







user-groups 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		identity

		ユーザのプロビジョニングされたグループ（たとえば、LDAP の OU など）

		文字列

		オプション



		security

		ユーザの TrustSec SGT グループ

		文字列

		オプション







server 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip-address

		認証データをプロビジョニングするサーバの IP アドレス。

		文字列

		オプション



		name

		認証データをプロビジョニングするサーバに与えられた名前。

		文字列

		オプション











3.4.2.12	ユーザ アクティビティ

応答には、次のように user-activity-list 要素が含まれる場合があります。



<user-activity-list>

<user-activity

domain-id="101" 

device-id="170"

ip-address="192.168.3.100" 

host-group-ids="11,15"

host-name="some.hostname.local." 

country="XR"

start-time="2011-03-10T12:31:26Z" 

end-time="2011-03-10T18:06:28Z"

active="false" 

username="bob">

<server ip-address="192.168.1.10" name="ms-activedirectory"/>

<domain name="AD" controller="MSACTDIR"/>

</user-activity>

<user-activity ..>

:

</user-activity>

:

</user-activity-list>



user-activity-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の user-activity 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch IDentity アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		start-time

		ログイン セッションが開始した時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		end-time

		ログイン セッションが終了した時刻。

		ISO8601 日付

		オプション



		active

		要求時にセッションがアクティブであったかどうかを示します。

		ブール値

		必須



		user-name

		このセッションで使用されたユーザ名。

		文字列

		必須







user-activity 要素には、セッションに使用される認証サーバと Windows ドメインを示す 2 つのサブ要素が含まれます。server 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip-address

		認証データをプロビジョニングするサーバの IP アドレス。

		文字列

		必須



		name

		認証データをプロビジョニングするサーバに与えられた名前。

		文字列

		必須







domain 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		name

		ユーザがログインした Windows ドメインの名前。

		文字列

		オプション



		controller

		ユーザがログインしたドメインに関連付けられている Windows ドメイン コントローラの名前。

		文字列

		オプション









3.4.2.13	DHCP リース

応答には、次のように dhcp-lease-list 要素が含まれる場合があります。



<dhcp-lease-list>

<dhcp-lease

domain-id="101" 

device-id="391"

ip-address="192.168.3.100" 

host-group-ids="11"

host-name="some.hostname.local." 

country="XR"

start-time="2011-12-11T05:45:57Z" 

end-time="2011-12-18T05:48:13Z"

active="false">

<server name="dhcptest1"/>

<client mac-address="00:ab:cd:ef:12:34" vendor="Acme Inc."/>

</dhcp-lease>

<dhcp-lease ..>

:

</dhcp-lease>

:

<dhcp-lease-list>



dhcp-lease-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の dhcp-lease 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch IDentity アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		start-time

		DHCP リースが開始した時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		end-time

		DHCP リースが終了した時刻。

		ISO8601 日付

		オプション



		active

		要求時に DHCP リースがアクティブであったかどうかを示します。

		ブール値

		必須







dhcp-lease 要素には、DHCP リースを割り当てるサーバと、リースを要求するユーザを示す 2 つのサブ要素が含まれます。server 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		name

		DHCP リースを割り当てるサーバに与えられた名前。

		文字列

		必須







client 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		mac-address

		DHCP リースを要求しているホストの MAC アドレス。

		文字列

		必須



		vendor

		MAC アドレスが割り当てられているベンダーの名前。

		文字列

		オプション









3.4.2.14	ホストのコメント

応答には、次のように host-notes-list 要素が含まれる場合があります。



<host-note-list>

<host-note

domain-id="104"

ip-address="10.202.4.131" 

host-group-ids="11" 

country="XR",

time="2011-02-05T20:10:18Z",

user="admin">This host needs to be tracked.</host-note>

<host-note ..>

:

</host-note>

:

</host-note-list>



host-note-list 要素には、それぞれが次の属性を持つ 1 つ以上の host-note 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		time

		注記が追加された時刻。

		ISO8601 日付

		必須



		user

		ホスト注記を追加したユーザの名前

		文字列

		必須







host-note 要素のテキスト コンテンツは、注記の実際のテキストです。



3.5 getHostInformation



3.5.1 要求

要求は、host-information-filter XML 要素の形式をとります。



<host-information-filter domain-id="101">

<date-selection>

:

</date-selection>

<device-selection>

:

</device-selection>

<host-selection>

:

</host-selection>

<server-service-list ..>

</server-service-list>

<server-application-list ..>

</server-application-list>

<client-service-list ..>

</client-service-list>

<client-application-list ..>

</client-application-list>

<operating-system ..>..</operating-system>

<alarms ..>..</alarms>

<alerts ..>..</alerts>

<ci-events ..>..</ci-events>

</host-information-filter>



host-information-filter 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		クエリの対象となるドメインの ID。

		整数

		必須



		max-rows

		応答で返される行の最大数。

		整数

		オプションで、デフォルトは 2000 です







次の各セクションでは、host-information-filter のサブ要素について説明します。これらのサブ要素はオプションで、上記の順序で記述する必要があります。





3.5.1.1	日付と時刻でのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを時刻に基づいてフィルタリングすることができます。



<date-selection>

:

</date-selection >



date-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· day-range-selection

詳細については 4.1.4 を参照してください。

3.5.1.2	デバイスでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のデバイスに基づいてフィルタリングすることができます。



<device-selection>

:

</device-selection >



device-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· device-list-selection

詳細については 4.2.1 を参照してください。



3.5.1.3	ホストでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、返されるレコードを関連付けられた 1 つまたは複数のホスト、ホスト グループ、VM サーバ、VM、IP アドレス範囲に基づいてフィルタリングすることができます。



<host-selection>

:

</host-selection >



host-selection 要素には、次のサブ要素のいずれかが含まれている必要があります。



· host-group-selection

詳細については 4.3.1 を参照してください。

· ip-address-range-selection

詳細については 4.3.2 を参照してください。

· ip-list-selection

詳細については 4.3.3 を参照してください。

· vm-list-selection

詳細については 4.3.5 を参照してください

· host-pair-selection

詳細については 4.3.6 を参照してください。





3.5.1.4	サービスでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、クライアントおよび/またはサーバであるホストについて観察される TCP/UDP サービスに基づいて返されるレコードをフィルタリングすることができます



<server-service-list operator=”AND”>

<profiled-service-list>

<profiled-service profile-index="93" />

<profiled-service profile-index="76" />

</profiled-service-list>

<custom-service-list>

<custom-service protocol="tcp" port-number="123-456" />

<custom-service protocol="udp" port-number="100-102" />

</custom-service-list>

</server-service-list>

<client-service-list operation=”OR”>

<profiled-service-list>

<profiled-service profile-index="93" />

<profiled-service profile-index="76" />

</profiled-service-list>

<custom-service-list>

<custom-service protocol="tcp" port-number="123-456" />

<custom-service protocol="udp" port-number="100-102" />

</custom-service-list>

</client-service-list>



server-service-list および client-service-list 要素には、次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		operator

		ホストが指定されたサービスと照合される方法を指定します。

		「AND」または「OR」の列挙

		必須







server-service-list および client-service-list には、目的のサービスを 2 つの方法のいずれかで指定する 2 つのリスト要素が含まれます。



profiled-service-list 要素には、profiled-service 要素が含まれます。この要素は、ドメインのサービス定義による定義に従ってサービスを指定するもので、次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		profile-index

		ドメインのサービス定義で指定されたインデックス。

		整数

		必須







custom-service-list 要素には、custom-service 要素が含まれます。この要素は、プロトコルおよびポート/ポート範囲を使用してサービスを指定するもので、次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		protocol

		サービスのプロトコル。

		「tcp」または「udp」の列挙

		必須



		port-number

		このサービスに関連付けられているポートまたはポート範囲。

例：「8080」、「100-200」

		文字列

		必須









3.5.1.5	プロトコルでのフィルタリング

ここでは、プロトコルでのフィルタリングは、別途の XML タグではなく profiled-service 要素を使用して行います。



たとえば、プロトコル 4 のフィルタを追加するには、raw プロトコル番号に定数 60000 を足し、profiled-service 要素の profile-index を 60004 にします。



ICMP タイプでフィルタリングするには、raw ICMP タイプに定数 60256 を追加します。ICMP タイプのリストについては、4.7 を参照してください。

3.5.1.6	オペレーティング システムでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、ホストが使用しているオペレーティング システムに基づいて返されるレコードをフィルタリングすることができます。



<operating-system operator="AND">503331,1493595250</operating-system >



operating-system 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		operator

		ホストが指定された OS と照合される方法を指定します。

		「AND」または「OR」の列挙

		必須







operating-system 要素には、目的のオペレーティング システム コードのカンマ区切りのリストのみが含まれます。



注：この制約は、device-selection で選択されたデバイスが sFlow アプライアンス向け FlowCollector である場合のみ使用する必要があります。





3.5.1.7	アラームでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、ホストに対してアクティブであったアラームのタイプに基づいて返されるレコードをフィルタリングすることができます。



<alarms operator="AND">1,20,7</alarms>



alarms 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		operator

		ホストが指定されたアラーム タイプと照合される方法を指定します。

		「AND」または「OR」の列挙

		必須







alarms 要素には、目的のアラーム タイプ ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。詳細については 4.5 を参照してください。





3.5.1.8	アラートでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、ホストに対してアクティブであったアラートのタイプに基づいて返されるレコードをフィルタリングすることができます。



<alerts>2,9,27</alarms>



alerts 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		operator

		ホストが指定されたアラート タイプと照合される方法を指定します。

		「AND」または「OR」の列挙

		必須





alerts 要素には、目的のアラート タイプ ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。詳細については、を参照してください。





3.5.1.9	CI イベントでのフィルタリング

要求では、必要に応じ、ホストに対してアクティブであった CI イベントのタイプに基づいて返されるレコードをフィルタリングすることができます。



<ci-events>33,37,43</ci-events>



ci-events 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		operator

		指定された CI イベント タイプにホストを照合する方法を指定します。

		「AND」または「OR」の列挙

		必須







ci-events 要素には、目的の CI イベント タイプ ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。詳細については 4.6 を参照してください。



3.5.2 応答

応答は、0 以上の host-information 要素が含まれる host-information-list 要素という形式をとります。



<host-information-list>

<host-information

domain-id="102" 

device-id="104"

ip-address="10.202.10.20" 

host-group-ids="11"

host-name="somehostname.something.com" 

country="XR"

time="2011-08-11T20:19:34Z"

mac-address="00:0b:db:08:a8:79">

<service-profile-status>

:

</service-profile-status>

<application-activity>

:

</application-activity>

<os>..</os>

<traffic>

:

</traffic>

<total-traffic ../>

<high-traffic ../>

<low-traffic ../>

<concern-index ../>

<target-index ../>

<file-sharing-index ../>

<new-flows-initiated ../>

<new-flows-served ../>

<max-flows-initiated ../>

<max-flows-served ../>

<syns-received ../>

<syns ../>

<udp ../>

<icmp ../>

<ci-events> . . </ci-event>

<closest-interface ../>

<interface-list>

:

</interface-list>

</host-information>

<host-information>

:

</host-information>

:

</host-information-list>



host-information 要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		このホストが属するドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		ip-address

		ホストの IP アドレス。

		文字列

		必須



		host-name

		ホストの名前。

		文字列

		オプション



		country

		ホストが属する国。

		文字列

		必須



		host-group-ids

		ホストが属するホスト グループの ID。

		文字列

		必須



		vserver-id

		このホストが存在している VM サーバの ID。

		整数

		オプション



		vserver-ip-address

		このホストが存在している VM サーバの IP アドレス。

		文字列

		オプション



		vserver-name

		このホストが存在している VM サーバの名前。

		文字列

		オプション



		vmachine-id

		ホストに関連付けられている仮想マシンの ID。

		整数

		オプション



		vmachine-name

		ホストに関連付けられている仮想マシンの名前。

		文字列

		オプション



		time

		この観察に関連付けられている時刻

		ISO8601 日付

		必須



		mac-address

		このホストについて観察された MAC アドレス。

		文字列

		オプション









オプションのサブ要素には、フィルタで指定された時間におけるホストの動作に関するさまざまな情報が含まれます。





3.5.2.1	サービス プロファイル

応答には次のように、サーバまたはクライアントとしてのホストについて観察されたサービスを示す service-profile-status 要素が含まれる場合があります。



<service-profile-status>

<server>1:S16,S22</server>

<client>1:S12,S23,S27,S80</client>

</service-profile-status>



形式の詳細については 4.4 を参照してください。





3.5.2.2	アプリケーション アクティビティ

応答には次のように、サーバまたはクライアントとしてのホストについて観察されたアプリケーションを示す application-activity 要素が含まれる場合があります。



<application-activity>

<server>,169,</server>

<client>,51,171,169,184,168,81,175,39,53,41,44,</client>

</application-activity>



server または client サブ要素には、[サービスとアプリケーションの設定（Services and Applications Configuration）] ダイアログで定義されたアプリケーション ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。





3.5.2.3	アラーム

応答には次のように、ホストについて観察されたアラームを示す alarms 要素が含まれる場合があります。



<alarms>24,32</alarms>



alarms 要素には、関連するホスト アラーム ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。有効なアラーム ID のリストについては、4.5 の表を参照してください





3.5.2.4	アラート

応答には次のように、ホストについて観察されたアラートを示す alerts 要素が含まれる場合があります。



<alerts>5,22,28</alerts>



alerts 要素には、アラート ID のカンマ区切りのリストのみが含まれます。有効なアラート ID の詳細については、の表を参照してください。





3.5.2.5	オペレーティング システム

応答には次のように、ホストについて観察されたオペレーティング システムを示す os 要素が含まれる場合があります。



<os>1897979539</os>



注：この要素は、sFlow アプライアンス向け FlowCollector が観察を行った場合のみ存在します。





3.5.2.6	トラフィック統計

応答には次のように、ホストについて観察された着信および発信トラフィックを示す traffic 要素が含まれます。



<traffic>

<in bytes="281869267" packets="1955487" max="64720"></in>

<out bytes="338649938" packets="2299743" max="64760"></out>

</traffic>



注：この要素は、sFlow アプライアンス向け FlowCollector が観察を行った場合のみ存在します。

traffic 要素には、次の属性を含む in および out 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		bytes

		ホストでの 1 日のインバウンド/アウトバウンド ペイロードの合計バイト数。

		長整数型

		必須



		packets

		ホストでの 1 日のインバウンド/アウトバウンド IP パケットの合計数。

		長整数型

		必須



		max

		1 日に観察された最大のインバウンド/アウトバウンド トラフィック レート（1 秒あたりのビット数）。

		整数

		必須









3.5.2.7	ポリシー統計情報

応答には次のように、複数のアラームについてトラッキングされた統計情報を示す複数の要素が含まれます。



<total-traffic max="620519205"/>

<data-loss max="1262"/>

<high-traffic max="126212" average="84379"/>

<low-traffic max="3874" average="84379"/>

<concern-index max="0"/>

<target-index max="0"/>

<file-sharing-index max="0"/>

<new-flows-initiated max="0" average="0"/>

<new-flows-served max="0" average="0"/>

<max-flows-initiated max="0" average="0"/>

<max-flows-served max="0" average="0"/>

<syns-received max="0" average="0"/>

<syns max="0" average="0"/>

<udp max="0" average="0"/>

<icmp max="0" average="0"/>

各要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		max

		1 日に観察されたその統計の最大値。

		長整数型

		必須



		average

		1 日に観察されたその統計の平均値。

		長整数型

		オプション









次の表は、各要素によって 1 日にトラッキングされる統計情報を示します。



		エレメント名

		説明

		単位



		total-traffic

		ホストでの 1 日の両方向のトラフィックの量。

		バイト



		high-traffic

		ホストでの一定期間における最大の両方向のトラフィック レート。

		ビット/秒



		data-loss

		ホストが損失した疑いがあるデータの累積量。

		バイト



		low-traffic

		ホストでの一定期間における最小の発信/着信トラフィック レート。

		ビット/秒



		concern-index

		ホストのリスク インデックス値。

		ポイント



		target-index

		ホストのターゲット インデックス値。

		ポイント



		file-sharing-index

		ホストのファイル共有インデックス値。

		ポイント



		new-flows-initiated

		5 分間にホストで開始された新しいフローの最大数。

		カウント



		new-flows-served

		5 分間にホストに提供された（別のホスト グループで開始された）新しいフローの最大数。

		カウント



		max-flows-initiated

		5 分ごとに測定される、ホストによって開始されたアクティブ フローの最大数。

		カウント



		max-flows-served

		5 分ごとに測定される、ホストに提供された（別のホスト グループで開始された）アクティブ フローの最大数。

		カウント



		syns-received

		ホストでの 5 分間のインバウンド SYN パケットのレート。

		5 分あたりのパケット数



		syns

		ホストでの 5 分間のアウトバウンド SYN パケットのレート。

		5 分あたりのパケット数



		udp

		ホストでの 5 分間のアウトバウンド UDP パケットのレート。

		5 分あたりのパケット数



		icmp

		ホストでの 5 分間のアウトバウンド ICMP パケットのレート。

		5 分あたりのパケット数









3.5.2.8	リスク インデックス イベント

応答には、次のように ci-event 要素が含まれる場合があります。これは、リスク インデックスのポイントに寄与したリスク イベントのカンマ区切りリストです。



<ci-events>

Addr_Scan/udp, Suspect_UDP_Activity/udp, ICMP_Port_Unreach,

</ci-events>



3.5.2.9	エクスポータ

応答には、次の要素が含まれる場合があります。



<closest-interface

domain-id="102" 

device-id="104"

exporter-ip="10.202.4.72" 

if-index="1" confidence="98/>

<interface-list>

<interface

domain-id="102" 

device-id="104"

exporter-ip="10.202.4.72" 

if-index="1"/>

<interface ../>

:

</interface-list>



closest-interface 要素には次の属性が含まれます。





		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		exporter-ip

		このホストを観察したエクスポータの IP アドレス。

		文字列

		必須



		if-index

		このホストに対するトラフィックを転送したインターフェイスのインデックス番号。

		整数

		必須



		confidence

		最も近いインターフェイスの判別の信頼性のレベル（%）。

		整数

		必須







interface-list 要素には、それぞれ次の属性を持つ 1 つ以上の interface 要素が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		観察が行われたドメインの ID。

		整数

		必須



		device-id

		この観察を行った StealthWatch FlowCollector アプライアンスの ID。

		整数

		必須



		exporter-ip

		このホストを観察したエクスポータの IP アドレス。

		文字列

		必須



		if-index

		このホストに対するトラフィックを転送したインターフェイスのインデックス番号。

		整数

		必須









3.6 getHostGroups



この Web サービス リクエストでは、ユーザは、特定のドメインに対し現在のホスト グループの構造を取得することができます。

3.6.1 要求

要求は、domain XML 要素の形式をとります。



<domain id="115" />



domain 要素には、目的のドメインを指定するため、1 つの id 属性が含まれます。



3.6.2 応答

応答は、host-group-tree 要素の形式をとります。



<domain id="115"> 

<host-group-tree>

<inside-hosts>

<host-group id="23" name="Host Group A">

<ip-address-ranges>10.202.</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>10.203.</ip-address-ranges>

:

<host-group id="24" name="Host Group A1">

<ip-address-ranges>...

:

</host-group>

:

</host-group>

:

</inside-hosts>

<outside-hosts>

<host-group id="19" name="AOL IM">

<ip-address-ranges>64.12.24-26.</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>64.12.28-29.</ip-address-ranges>

:

</host-group>

</outside-hosts>

<host-group id="62001" name="Command &amp; Control Servers" />

<host-group id="65" name="Top-Level Host Group-1">

<ip-address-ranges>32.12.24-26.</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>32.12.28-29.</ip-address-ranges>

:

</host-group>

</host-group-tree>

</domain>



host-group-tree 要素には、inside-hosts および outside-hosts 要素が含まれている必要があります。host-group-tree には、「Command & Control Servers」という名前の host-group 要素も含まれます。次に、これらの要素には host-group elements のネストされたツリーを含めることができます。



inside-hosts 要素と outside-hosts 要素の属性は、host-group 要素と同じです。これらの属性は、上記のサンプルでは簡潔にするため省略しています。



最上位のホスト グループは、「Command & Control Servers」という名前の host-group 要素の後ろに配置された host-group 要素です。



3.7 setHostGroups



このコールでは、ユーザは、特定のドメインに対し現在のホスト グループの構造を置き換えることができます。



3.7.1 要求

要求は、domain 要素の形式をとります。



<domain id=”115”>

<host-group-tree>

<inside-hosts>

<host-group id="23" name=”Host Group A”> 

<ip-address-ranges>10.202.</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>10.203.</ip-address-ranges>

:

<host-group id=”24” name=”Host Group A1”>

<ip-address-ranges>...

:

</host-group>

:

</host-group>

:

</inside-hosts>

<outside-hosts>

<host-group id=”19” name=”AOL IM”>

<ip-address-ranges>64.12.24-26.</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>64.12.28-29.</ip-address-ranges>

:

</host-group>

</outside-hosts>

<host-group id=”65” name=”Top-Level Host Group-1”>

<ip-address-ranges>32.12.24-26.</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>32.12.28-29.</ip-address-ranges>

:

</host-group>

</host-group-tree>

</domain>



domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。指定されるドメインは、すでに存在している必要があります。



その後ろに、host-group-tree 要素が必要です。host-group-tree 要素には、inside-hosts および outside-hosts 要素が含まれている必要があります。その場合、これらの要素には host-group 要素のネストされたツリーを含めることができます。



注：ホスト グループ ID は 1 より大きく 60000 未満である必要があります。この範囲に含まれない ID で指定されたホスト グループは無視されます。



注：この呼び出しが行われる場合、国のホスト グループは置き換えられません。また、ツリーに Command & Control Servers ホスト グループが存在する場合、そのグループは置き換えられます。



警告：ホスト グループの統計情報は、「ID」をキーとして保存されます。setHostGroups Web サービス コールを使用するときは、そのグループの履歴データへのアクセスが禁止される可能性があるため、既存のホスト グループの「ID」番号を変更しないでください。「ID」番号が 1 つのグループから別のグループに再割り当てされた場合、そのグループの履歴データを取得すると、その「ID」が以前に割り当てられていたホスト グループからのレコードが含まれる可能性があります。



3.7.2 応答

応答では、単に要求がエコーされ、コールが正常に完了したことを示します。実行されたデフォルトを示すすべての属性が含まれます。





3.8 updateExporters



3.8.1 要求

要求は、domain 要素の形式をとります。



<domain id="101">

<swa-list>

<swa id="415">

<exporter-list auto-add="true">

<exporter ip="10.9.1.1" exporter-type=”flow-sensor”>

<snmp>

:

</snmp>

<interface

if-index="2" 

name="if-1" 

description="if-1"

speed-in="1000000000" 

speed-out="1000000000" threshold-in="90" 

threshold-out="90" />

<interface .. />

:

</exporter>

</exporter-list>

</swa>

<swa id="416">

:

</swa>

:

</swa-list>

</domain>



domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。



swa-list 要素には、id 属性を使用して設定される StealthWatch FlowCollector デバイスを指定する swa 要素が含まれている必要があります。



各 swa 要素には、次の属性を持つ exporter-list 要素が含まれている必要があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		auto-add

		sFlow 向け StealthWatch FlowCollector は任意のエクスポータからデータを受け入れる必要がある（true）か、指定したものだけ（false）かを示します。

		ブール値

		オプション







exporter-list 要素には、ip 要素を使用して更新または追加対象のエクスポータを指定する exporter 要素のリストが含まれます。exporter 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip

		更新するエクスポータの IP アドレス

		IP アドレス

		必須



		exporter-type

		エクスポータのタイプを指定します。有効な値は「exporter」および「flowsensor」です

		文字列

		オプション



		Username

		exporter-type=’flowsensor’ の場合の通信クレデンシャルのユーザ名

		文字列

		オプション



		Password

		exporter-type=’flowsensor’ の場合の通信クレデンシャルのパスワード

		文字列

		オプション



		hybrid-pair-ip

		exporter-type=’exporter’ の場合のハイブリッド ペアの IP アドレス

		IP アドレス

		オプション



		ignore-v5-egress

		exporter-type=’exporter’ の場合にインターフェイス トラフィック統計情報を計算するときは、出力値を無視します。

		ブール値

		オプション







exporter 要素には、SMC が SNMP プロトコルを使用してエクスポータをポーリングする必要があるか、また、ポーリングする必要がある場合はその方法を指定する snmp 要素が含まれる場合があります。この要素は、次の 2 つの形式のうち、いずれかをとります。



SNMP 設定への参照がシステム内にすでに存在する場合：



<snmp enabled="true">

<snmp-configuration-ref name="Device Profile #1"/>

</snmp>



または、このエクスポータだけにインライン SNMP 設定を使用する場合：



<snmp enabled="true">

<snmp-configuration

name="SNMP Config A" 

port="161" 

version="2"

polling-interval="5"

community="public" 

use-ifXTable="true" 

use-catos-mib="false" 

username="user1"

auth-password="password1" 

priv-password="password2" 

security-level="0"

auth-method="0" 

priv-method="0" />

</snmp>



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		name

		設定に対して指定された名前

		文字列

		必須



		port

		SNMP 要求を送信する必要がある UDP ポート。

		短整数

		オプションデフォルトは「161」です。



		version

		使用する SNMP プロトコルのバージョン。

「1」は SNMP v1、

「2」は SNMP v2c、

「3」は SNMP v3 です

デフォルトは SNMP v1 です。

		「1」、「2」、または「3」

		オプションデフォルトは「1」です。



		polling-interval

		ポーリング間隔（分単位）。

（ポーリングをしない場合は「0」）

		整数

		必須



		community

		コミュニティ ストリング。

SNMP v1 および 2c のみで使用されます。

		文字列

		オプション



		use-if-Xtable

		エクスポータに対して if-Xtable MIB のクエリを行う必要があるかどうかを示します。

		ブール値

		オプションデフォルトは「false」です



		use-catos-mib

		エクスポータに対して CatOS MIB のクエリを行う必要があるかどうかを示します。

		ブール値

		オプションデフォルトは「false」です



		username

		USM ユーザ名。

SNMP v3 のみで使用されます。

		文字列

		オプション



		auth-method

		USM 認証プロトコル。

「0」= MD5

「1」= SHA

SNMP v3 のみで使用されます。

		整数

		オプション



		priv-method

		USM プライバシー プロトコル。

「0」= DES

「1」= 3DES

「2」= AES 128

「3」= AES 192

「4」= AES 256

SNMP v3 のみで使用されます。

		整数

		オプション



		auth-password

		USM 認証キー。SNMP v3 のみで使用されます。

		文字列

		オプション



		priv-password

		USP プライバシー キー。

SNMP v3 のみで使用されます。

		文字列

		オプション







exporter 要素には、その後ろに更新または追加するインターフェイスを示す複数の interface 要素を含めることができます。これらの要素には次の属性が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		if-index

		インデックスのインターフェイス ID。

		整数

		必須



		name

		文字列によるインターフェイス名。

		文字列

		オプション



		description

		文字列によるインターフェイスの説明。

		文字列

		オプション



		speed-in

		インターフェイスの着信速度（1 秒あたりのビット数）。

		整数

		オプション



		speed-out

		インターフェイスの発信速度（1 秒あたりのビット数）。

		整数

		オプション



		threshold-in

		インターフェイスの着信しきい値。トラフィックがこの着信速度のパーセンテージを超えると、[インターフェイス使用率超過インバウンド（Interface Utilization Exceeded Inbound）] アラームが生成されます。

		パーセント

		オプション



		threshold-out

		インターフェイスの発信しきい値。トラフィックがこの発信速度のパーセンテージを超えると、[インターフェイス使用率超過アウトバウンド（Interface Utilization Exceeded Outbound）] アラームが生成されます。

		パーセント

		オプション









3.8.2 応答

応答は空です。





3.9 removeExporters



3.9.1 要求

要求は、domain 要素の形式をとります。



<domain id="101">

<swa-list>

<swa id="415">

<exporter-list>

<exporter ip="10.9.1.1" />

:

</exporter>

</exporter-list>

</swa>

<swa id="416">

:

</swa>

:

</swa-list>

</domain>



domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。



swa-list 要素には、id 属性を使用して設定される StealthWatch FlowCollector デバイスを指定する swa 要素が含まれている必要があります。



exporter-list 要素には、ip 要素を使用して削除対象のエクスポータを指定する exporter 要素のリストが含まれます。



exporter 要素には、次の属性（removeExporters の必須属性）が含まれます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		ip

		エクスポータの IP アドレス

		IP アドレス

		必須









3.9.2 応答

応答は空です。





3.10 updateExporterSNMPConfiguration



3.10.1 要求

要求は、domain 要素の形式をとります。



<domain id="101">

<snmp-configuration-list timeout="5000" retries="3">

<snmp-configuration

name="SNMP Config A" 

port="161" version="2"

polling-interval="5" 

community="public" 

use-ifXTable="true" 

use-catos-mib="false" 

username="user1"

auth-password="password1" 

priv-password="password2" 

security-level="0"

auth-method="0" 

priv-method="0" />

:

</snmp-configuration-list>

</domain>



domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。



domain 要素には、snmp-configuration-list 要素が含まれます。snmp-configuration-list 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		default-configuration-name

		デフォルトの SNMP 設定が指定されている場合に、エクスポータのクエリを実行するときに SMC が使用する SNMP 設定の名前。

		文字列

		オプション



		time-out

		エクスポータにクエリを行う際、試行を中止する前に SMC が待機する時間（ミリ秒単位）。

		整数

		オプションで、デフォルトは「5000」です



		retries

		エクスポータへのクエリが失敗した後に SMC がクエリを試行する回数。

		整数

		オプションで、デフォルトは「3」です







snmp-configuration-list 要素には、snmp-configuration 要素のリストが含まれます。この場合、snmp-configuration 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		name

		設定に対して指定された名前

		文字列

		必須



		port

		SNMP 要求を送信する必要がある UDP ポート。

		短整数

		オプション。
デフォルトは「161」です。



		version

		使用する SNMP プロトコルのバージョン。

「1」は SNMP v1、

「2」は SNMP v2c、

「3」は SNMP v3 です

デフォルトは SNMP v1 です。

		「1」、「2」、または「3」

		オプション。
デフォルトは「1」です。



		polling-interval

		ポーリング間隔（分単位）。

（ポーリングをしない場合は「0」）

		整数

		必須



		community

		コミュニティ ストリング。

SNMP v1 および 2c のみで使用されます。

		文字列

		オプション



		use-if-Xtable

		エクスポータに対して if-Xtable MIB のクエリを行う必要があるかどうかを示します。

		ブール値

		オプション。
デフォルトは「false」です



		use-catos-mib

		エクスポータに対して CatOS MIB のクエリを行う必要があるかどうかを示します。

		ブール値

		オプション。
デフォルトは「false」です



		username

		USM ユーザ名。

SNMP v3 のみで使用されます。

		文字列

		オプション



		auth-method

		USM 認証プロトコル。

「0」= MD5

「1」= SHA

SNMP v3 のみで使用されます。

		整数

		オプション



		priv-method

		USM プライバシー プロトコル。

「0」= DES

「1」= 3DES

「2」= AES 128

「3」= AES 192

「4」= AES 256

SNMP v3 のみで使用されます。

		整数

		オプション



		auth-password

		USM 認証キー。SNMP v3 のみで使用されます。

		文字列

		オプション



		priv-password

		USP プライバシー キー。

SNMP v3 のみで使用されます。

		文字列

		オプション









3.10.2 応答

応答は空です。





3.11 addHostGroup



この Web サービス リクエストは、1 つの新しいホスト グループを追加します。新しいホスト グループは、次のタイプのホスト グループのいずれかとして追加されます。



· 最上位のホスト グループ

· 内部ホストまたは外部ホストの下位のサブホスト グループ

· 次のホスト グループを除く、既存のホスト グループのサブホスト グループ。

· すべてを捕捉

· コマンドアンドコントロールサーバ

· 国



3.11.1 要求

要求は、host-group 要素の形式をとります。



<host-group domain-id="101" id="1"	...>

<ip-address-ranges>10.201.3.0-10</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>10.202.</ip_address-ranges>

:

</host-group>



host-group 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		目的のホスト グループの ID

		整数

		オプション



		domain-id

		目的のドメインの ID

		整数

		必須



		Name

		ホスト グループの名前

		文字列

		オプション



		parent-id

		親の ID。最上位のホスト グループを追加する場合は省略します

		整数

		オプション



		host-baselines

		このホスト グループ内のホストに個々のポリシーがあるかどうかを示します

		ブール値

		オプションで、デフォルトは false です



		suppress-excluded-services

		除外サービスを使用した CI イベントの無効化を許可します

		ブール値

		オプションで、デフォルトは true です



		inverse-suppression

		このグループのホストがターゲットである場合は、フラッド アラームおよび CI イベントを無効にします

		ブール値

		オプションで、デフォルトは true です



		host-trap

		このホスト グループ内の未使用アドレスをスキャンするホストの「トラップ」を有効にします

		ブール値

		オプションで、デフォルトは true です









host-group 要素には、目的のドメインを指定するため、domain-id 属性が含まれている必要があります。



最上位のホスト グループを追加するには、parent-id 属性を省略します。



内部ホストにホスト グループを追加するには、parent-id を 1 に設定します。



外部ホストにホスト グループを追加するには、parent-id を 0 に設定します。



ホスト グループを別のホスト グループのサブグループとして追加するには、エクスポートされた設定 XML ファイルを使用して、正しい parent-id 要素を特定します。



ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。



この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループを追加します。





3.11.2 応答

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ホスト グループの id の値が割り当てられ、返されていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、割り当てられているデフォルト値が返されます。









3.12 addHostGroups



この Web サービス リクエストは、複数の新しいホスト グループを追加します。新しいホスト グループは、次のタイプのホスト グループのいずれかとして追加されます。



· 内部ホストまたは外部ホストの下位のサブホスト グループ

· 次のホスト グループを除く、既存のホスト グループのサブホスト グループ。

· すべてを捕捉

· コマンドアンドコントロールサーバ

· 国

メモリを考慮し、新しいホスト グループの数は要求 1 つあたり 3000 までにすることをお勧めします。





3.12.1 要求

要求は、host-group 要素の形式をとります。



<sub-group-tree domain-id="101">

<host-group id="84">

<host-group domain-id="101" id="1"	...>

<ip-address-ranges>10.201.3.0-10</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>10.202.</ip_address-ranges>

:

</host-group>

:

</host-group>

</sub-group-tree>

:



sub-host-group 要素には次の属性があります。

		名前

		説明

		タイプ

		用途



		domain-id

		目的のドメインの ID

		整数

		必須









host-group 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		目的のホスト グループの ID

		整数

		オプション



		domain-id

		目的のドメインの ID

		整数

		オプション



		Name

		ホスト グループの名前

		文字列

		オプション



		parent-id

		親の ID。最上位のホスト グループを追加する場合は省略します

		整数

		オプション



		host-baselines

		このホスト グループ内のホストに個々のポリシーがあるかどうかを示します

		ブール値

		オプションで、デフォルトは false です



		suppress-excluded-services

		除外サービスを使用した CI イベントの無効化を許可します

		ブール値

		オプションで、デフォルトは true です



		inverse-suppression

		このグループのホストがターゲットである場合は、フラッド アラームおよび CI イベントを無効にします

		ブール値

		オプションで、デフォルトは true です



		host-trap

		このホスト グループ内の未使用アドレスをスキャンするホストの「トラップ」を有効にします

		ブール値

		オプションで、デフォルトは true です









最上位の host-group 要素には、すでに存在するホスト グループの ID を除き、属性を含める必要はありません。これが、その中で定義されているすべてのホスト グループの親ホスト グループになります。



id 属性にまだ使用されていない ID が含まれている場合、指定された ID が新しいホスト グループに使用されます。id 属性にすでに使用されている ID が含まれている場合、新しいホスト グループには新しい ID が割り当てられます。



ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。



この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループを追加します。ホスト グループのいずれかで検証エラーが発生すると、ファイル全体が拒否されます。





3.12.2 応答

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ホスト グループの id の値が割り当てられ、返されていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、割り当てられているデフォルト値が返されます。







3.13 addHostGroupIPRange



この Web サービス リクエストは、IP アドレス範囲を既存のホスト グループに追加します。



3.13.1 要求

要求は、host-group 要素の形式をとります。



<host-group id="34" domain-id="101" ...>

<ip-address-ranges>10.202.1.<ip-addresses-ranges/>

<ip-address-ranges>10.203.1.<ip-addresses-ranges/>

:

</host-group>



この要求の host-group 要素は、次の属性を受け入れます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		目的のホスト グループの ID

		整数

		必須



		domain-id

		目的のドメインの ID

		整数

		必須







host-group 要素には、目的のドメインを指定するため、domain-id 属性が含まれている必要があります。



host-group 要素には、0 以上の ip-address-ranges 要素も含まれます。



ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。



この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループの IP 範囲を追加します。



注：IP アドレス範囲は、国または Command & Control Servers ホスト グループには追加できません。





3.13.2 応答

応答は、host-group 要素全体と、それに対して設定されているすべての ip-address-ranges の XML を返します。





3.14 addHostGroupIPRanges



この Web サービス リクエストは、IP アドレス範囲を複数の既存のホスト グループに追加します。





3.14.1 要求

要求は、複数の host-group 要素の形式をとります。



<multiple-host-groups>

<host-group id="34" domain-id="101" ...>　

<ip-address-ranges>10.202.1.<ip-addresses-ranges/>

<ip-address-ranges>10.203.1.<ip-addresses-ranges/>

:

</host-group>

</multiple-host-groups>



この要求の host-group 要素は、次の属性を受け入れます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		目的のホスト グループの ID

		整数

		必須



		domain-id

		目的のドメインの ID

		整数

		必須







host-group 要素には、目的のドメインを指定するため、domain-id 属性が含まれている必要があります。



host-group 要素には、0 以上の ip-address-ranges 要素も含まれます。



ip-address-ranges 要素には、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を示す文字列が含まれます。



この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているホスト グループの IP 範囲を追加します。



注：IP アドレス範囲は、国または Command & Control Servers ホスト グループには追加できません。





3.14.2 応答

応答は、host-group 要素全体と、それに対して設定されているすべての ip-address-ranges の XML を返します。





3.15 removeHostGroup



この Web サービス リクエストは、host-group 要素の domain-id 属性および id 属性で指定されたホスト グループを削除します。



3.15.1 要求

要求は、host-group 要素の形式をとります。



<host-group id="34" domain-id="101">

</host-group>



この要求の host-group 要素は、次の属性を受け入れます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		Id

		目的のホスト グループの ID

		整数

		必須



		domain-id

		目的のドメインの ID

		整数

		必須









host-group 要素には、目的のドメインを指定するための domain-id 属性と、目的のホスト グループを指定するための id 属性が含まれている必要があります。



この操作は、domain-id および id で指定されたホスト グループがある場合、それを削除します。

Command & Control Servers とその下位のホスト グループは削除できないことに注意してください。



3.15.2 応答



応答は空です。





3.16 removeHostGroupIPRange



3.16.1 要求

要求は、host-group 要素の形式をとります。



<host-group id="34" domain-id="101">

<ip-address-ranges>10.202.1.</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>10.201.2.1</ip-address-ranges>

:

</host-group>



host-group 要素には、目的のドメインを指定するための domain-id 属性と、目的のホスト グループを指定するための id 属性が含まれている必要があります。



この操作は、ip-address-ranges 要素で指定された IP アドレス範囲がある場合、それを削除します。IP アドレス範囲は、Command & Control Servers の下位のホスト グループからは削除できないことに注意してください。



3.16.2 応答

応答は、host-group 要素全体と、それに対して設定されているすべての ip-address-ranges の XML を返します。





3.17 setHostGroupIPRange



3.17.1 要求

要求は、host-group 要素の形式をとります。



<host-group id="34" domain-id="101">

<ip-address-ranges>"10.202.1."</ip-address-ranges>

<ip-address-ranges>"10.203.1."</ip-address-ranges>

:

</host-group>



host-group 要素には、目的のドメインを指定するための domain-id 属性と、目的のホスト グループを指定するための id 属性が含まれている必要があります。



この操作は、検証が成功すれば、ホスト グループの既存の IP アドレス範囲を ip-address-ranges 要素で指定された IP アドレス範囲に置き換えます。



注：IP アドレス範囲は、国または Command & Control Servers ホスト グループに対しては定義できません。





3.17.2 応答

応答は、ホスト グループに対して現在設定されている IP アドレス範囲を含む、要求と同じ形式の XML を返します。





3.18 getDomain



この Web サービス リクエストを使用すると、ユーザは、id 属性によって指定されたドメインの現在の設定を取得できます。



3.18.1 要求

要求は、domain 要素の形式をとります。



<domain id="101" />



domain 要素には、次の必須属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		目的のドメインの ID

		整数

		必須









この操作は、検証が成功すれば、host-group 要素で指定されているドメイン グループを返します。





3.18.2 応答

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ホスト グループの id の値が割り当てられ、返されていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、割り当てられているデフォルト値が返されます。





3.19 addDomain



この Web サービス リクエストは、新しいドメインを追加します。



3.19.1 要求

要求は、domain 要素の形式をとります。



<domain name="SMC A" reset-hour="4">

<as-configuration ... />

<host-group-tree ... />

<policy-list ... />

<swa-list ... />

<external-device-list ... />

<swa-id-list ... />

<cisco-ise-list ... />

<alarm-configuration ... />

<service-definitions ... />

<application-definitions ... />

<intergroup-locking-list ... />

<snmp-configuration-list ... />

<group-pair-list ... />

<map-list ... />

</domain>



上記では、参考のため、domain 要素のサブ要素を表示しています。



addDomain 要求には、次の属性を使用できます。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		name

		ドメインの名前

		文字列

		オプション

デフォルトは「Domain_xxx」で、xxx は生成されたドメイン ID です。



		reset-hour

		

		短整数

		必須。有効な値は 0 ～ 23 です。

デフォルト値は 4 です。









この操作は、検証が成功すれば、ドメインを追加します。ドメインの id は自動的に割り当てられます。



次に、サブ要素について説明します。



3.19.1.1	自律システム番号の設定

as-configuration 要素には、internal-as-numbers 要素が含まれます。この要素は、ASN のカンマ区切りのリストで構成されます。



<as-configuration>

<internal-as-numbers>10986,12058,,47896,48148,59274</internal-as-numbers>

</as-configuration>





3.19.1.2	ホスト グループ ツリー

host-group-tree 要素は、inside-hosts 要素、outside-hosts 要素、および最上位のホスト グループとされる host-group 要素で構成されます。要求内の Command & Control Servers の host-group 要素は無視されますが、SMC 上の既存ドメイン内の Command & Control Servers の ホスト グループは、新しいドメインに自動的に追加されます。最上位のホスト グループは、内部、外部、または Command & Control Servers ホスト グループとして識別されません。



host-group 要素の詳細については 3.11 を参照してください。





3.19.1.3	ポリシーの設定

新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。





3.19.1.4	SWA デバイスの設定

swa-list 要素には、設定対象の StealthWatch FlowCollector デバイスを指定する swa 要素のリストが含まれている必要があります。





3.19.1.5	SWA Identity デバイスの設定

swa-id-list 要素には、設定対象の SWA Identity デバイスを指定する swa-id 要素のリストが含まれている必要があります。



<swa-id-list>

<swa-id

id="2104"

name="test"

ip-address="10.202.1.217" 

username="admin" 

password="xxxxxxxx" 

port="2393"

/>

</swa-id-list>



swa-id 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		追加時に自動で割り当てられます

		整数

		必須



		name

		ユーザが入力した名前

		文字列

		必須



		ip-address

		ユーザが入力した IP アドレス

		文字列

		必須



		username

		SWA Identity アプライアンスとの認証に使用される名前

		文字列

		必須



		Password

		SWA Identity アプライアンスとの認証に使用されるパス

		文字列

		必須



		port

		SWA Identity アプライアンスによって使用されるポート番号

		整数

		オプション









3.19.1.6	Cisco ISE の設定

cisco-ise-list 要素には、設定対象の Cisco ISE アプライアンスを指定する cisco-ise 要素のリストが含まれます。追加できる Cisco ISE デバイスの数はライセンスによって制限されているため、この制限を超えるデバイスは無視されます。



<cisco-ise-list>

<cisco-ise

id="2143"

name="Cisco ISE"

ip-address="10.203.6.2" 

username="choward" 

password="xxxxxxxx"

time-zone-id="Africa/Cairo"

/>

</cisco-ise-list>



cisco-ise 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		追加時に自動で割り当てられます

		整数

		必須



		name

		ユーザが入力した名前

		文字列

		必須



		ip-address

		ユーザが入力した IP アドレス

		文字列

		必須



		username

		ISE との認証に使用される名前

		文字列

		必須



		Password

		ISE との認証に使用されるパス

		文字列

		必須



		time-zone-id

		ユーザが入力した設定。

デフォルトで「etc/UTC」となります。

		シスコによって指定されたテキスト ファイルが入力されているコンボ ボックスからの文字列。

		オプション









3.19.1.7	外部デバイスの設定

external-device-list 要素には、設定対象の外部デバイスを指定する external-device 要素のリストが含まれている必要があります。

<external-device-list>

<external-device id="122" 

name="ISS/RealSecure 

Test" ip-address="10.203.6.6" 

type="realsecure">

<property-list>

<property key=”value” value=”test”/>

:

<property... />

</property-list>

</external-device>

</external-device-list>



external-device 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		外部デバイスの ID

		整数

		必須



		ip-address

		ユーザが入力した IP アドレス

		文字列

		必須



		type

		有効な値は realsecure snort

syslog

		文字列

		必須



		name

		ユーザが入力した名前

		文字列

		必須



		property-list

		タイプごとの、ユーザが設定したプロパティ

		名前と値のペア

		オプション









3.19.1.8	アラーム設定

alarm-configuration 要素は個々のアラームの重大度を変更するために使用されるもので、変更されるアラームの alarm-severity サブ要素で構成されます。



<alarm-configuration>

<alarm-severity id="36" value="major" />

<alarm-severity id="40" value="critical" />

</alarm-configuration>



alarm-severity 要素には次の属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		アラーム タイプの ID。アラームと ID のリストについては、4.5 の表を参照してください。

		文字列

		必須



		value

		有効な値は、次に基づいています。critical

major 

minor 

trivial

information

		文字列

		必須









3.19.1.9	service-definitions

service-definitions 要素には、1 つのサブ要素が含まれます。続いて、services 要素には、service 要素が含まれます。新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。



3.19.1.10	アプリケーション定義

applications-definitions 要素には、classification-list および application-list の 2 つのサブ要素が含まれます。新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。



3.19.1.11	ホスト ロックの設定

ホスト ロックの設定は、intergroup-locking-list 要素を使用して定義します。この要素には、group-pair 要素が含まれます。新しいドメインを作成するには、目的の設定と似ている設定が含まれるドメインをエクスポートし、セクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。



3.19.1.12	SNMP の設定

snmp-configuration-list 要素には、必要な設定それぞれに関する snmp-configuration サブ要素が含まれます。新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。



3.19.1.13	ホスト グループ関係の設定

ホスト グループ関係の設定は、マップ設定と緊密に結びついています。新しいドメインを作成するには、ドメインをエクスポートし、このセクション全体を抽出することをお勧めします。さらによいのは、新しいドメインには単にエクスポートされた XML を使用し、エクスポートされた XML に変更を加えることです。





3.19.2 応答

応答は、要求と同じ形式で XML を返します。応答では、ドメインの id の値が割り当てられ、返されていることに注意してください。要求で入力されていないオプションの要素には、応答では、割り当てられているデフォルト値が返されます。





3.20 removeDomain



この Web サービス リクエストは、入力された id 属性によって削除対象のドメインとして指定されたドメインを削除します。



3.20.1 要求

要求は、domain 要素の形式をとります。



<domain id="101" />



domain 要素には、次の必須属性があります。



		名前

		説明

		タイプ

		用途



		id

		目的のドメインの ID

		整数

		必須









domain 要素には、目的のドメインを指定するため、id 属性が含まれている必要があります。





3.20.2 応答



応答は空です





4 付録

4.1 日付と時刻でのフィルタリング



要求フィルタ内の日付と時刻でのフィルタリングの一般的な形式は、date-selection 要素で構成されています。



<date-selection>

:

</date-selection>



次のセクションでは、date-selection 要素に含まれる可能性があるさまざまな構成要素を説明します。





4.1.1 時間範囲の選択

この形式のフィルタリングでは、単に開始時刻と終了時刻の間に含まれるレコードが一致します。



「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）から 2011 年 3 月 10 日午前 5 時（GMT）までのすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<time-range-selection

start="2011-03-10T04:00:00Z" 

end="2011-03-10T05:00:00Z"/>

</date-selection>





「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より後のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<time-range-selection start="2011-03-10T04:00:00Z"/>

</date-selection>





「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より前のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<time-range-selection end="2011-03-10T04:00:00Z"/>

</date-selection>



start 要素が指定されていない場合、開始時刻は任意の時刻と仮定され、end 要素が指定されていない場合、終了時刻は要求の時刻（「現在」）と仮定されることに注意してください。





4.1.2 タイム ウィンドウの選択

この形式のフィルタリングでは、要求の時刻（「現在」）で終わるタイム ウィンドウに含まれるすべてのレコードが一致します。



「1 時間前より後のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<time-window-selection duration="3600000"/>

</date-selection>



duration 属性は、ミリ秒単位のタイム ウィンドウのサイズです。





4.1.3 日付の選択

この形式のフィルタリングでは、指定された日付に含まれるすべてのレコードが一致します。この文脈では、1 日は ドメインのリセット時間からリセット時間まで続きます。



「2011 年 3 月 10 日 午前 12 時（GMT）に始まる日（24 時間）のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<day-selection start="2011-03-10T00:00:00Z"/>

</date-selection>



「3 日前に始まる日（24 時間）のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<day-selection days-before="3"/>

</date-selection>



「今日のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<day-selection/>

</date-selection>



start または days-before 属性が指定されていない場合、選択は、最後のリセット時間から現在（「今日」）までと解釈されることに注意してください。





4.1.4 日付範囲の選択

この形式でのフィルタリングでは、指定された範囲の日付に含まれるすべてのレコードが一致します。この文脈では、1 日は ドメインのリセット時間からリセット時間まで続きます。



「2011 年 3 月 10 日午前 12 時（GMT）から始まる 7 日間のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<day-range-selection last-day="2011-03-10T00:00:00Z" day-count="7"/>

</date-selection>



「過去 7 日間のすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<day-range-selection day-count="7"/>

</date-selection>



start-time が指定されていない場合、選択は、最後のリセット時間から現在（「今日」）までと解釈されることに注意してください。





4.1.5 アクティブ時間の選択



現時点では、アクティブ時間の選択をサポートする SOAP 要求は、getSecurityEvents のみです。



特定のデータ レコードは、一定の期間アクティブであったという概念を保持します。これらのレコードは、この情報を開始時刻および終了時刻として保持します。



これらの種類のデータを要求するときは、これらのレコードがアクティブであった時間を要求で指定することができ、役立つことがよくあります。そうするには、単に time-range-selection、time-window selection または day-selection を active-time-selection 要素で囲みます。





「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）から 2011 年 3 月 10 日午前 5 時（GMT）までアクティブであったすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<active-time-selection>

<time-range-selection

start="2011-03-10T04:00:00Z" 

end="2011-03-10T05:00:00Z"/>

</active-time-selection>

</date-selection>



「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より後にアクティブであったすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<active-time-selection>

<time-range-selection start="2011-03-10T04:00:00Z"/>

</active-time-selection>　

</date-selection>



「2011 年 3 月 10 日午前 4 時（GMT）より前にアクティブであったすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<active-time-selection>

<time-range-selection end="2011-03-10T04:00:00Z"/>

</active-time-selection>

</date-selection>



「過去 1 時間にアクティブであったすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<active-time-selection>

<time-window-selection duration="3600000"/>

</active-time-selection>

</date-selection>



「2011 年 3 月 10 日午前 12 時（GMT）に始まる日（24 時間）にアクティブであったすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<active-time-selection>

<day-selection start="2011-03-10T00:00:00Z"/>

</active-time-selection>

</date-selection>



「今日アクティブであったすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<active-time-selection>

<day-selection/>

</active-time-selection>

</date-selection>





4.1.6 アクティブ開始時刻とアクティブ終了時刻の選択



現時点では、アクティブ開始時刻とアクティブ終了時刻の選択をサポートする SOAP 要求は、getCiEvents のみです。



開始時刻と終了時刻の両方を含む要求（4.1.4 を参照）も、これらの時刻を個別にフィルタリングします。





「2011 年 3 月 10 日午前 12 時（GMT）に始まる日（24 時間）にアクティブになり、過去 1 時間以内にアクティブでなくなったすべてのレコードに一致」



<date-selection>

<first-last-time-selection>

<first>

<day-selection start="2011-03-10T00:00:00Z"/>

</first>

<last>

<time-window-selection duration="3600000" />

</last>

</first-last-time-selection>

</date-selection>



first または last 要素が存在しない場合、アクティブになった時刻またはアクティブでなくなった時刻での制限は行われません。



4.2 デバイスでのフィルタリング



要求フィルタ内のデバイスでのフィルタリングの一般的な形式は、device-selection 要素で構成されています。



<device-selection>

:

</device-selection>



次のセクションでは、device-selection 要素に含まれる可能性があるさまざまな構成要素を説明します。





4.2.1 デバイス リストの選択

この形式のフィルタリングでは、デバイスを列挙し、応答にそのデバイスからのデータが含まれるようにすることができます。



「ID 111、112 および 113 のデバイスで観察されたすべてのレコードに一致」



<device-selection>

<device-list-selection>

<device device-id="111" />

<device device-id="112" />

<device device-id="113" />

</device-list-selection>

</device-selection>





4.2.2 エクスポータの選択

この形式でのフィルタリングでは、要求で目的のエクスポータを指定することができます。



「デバイス 111 に接続されているフロー エクスポータ 192.168.1.2 で観察されたすべてのレコードに一致」



<device-selection>

<interface-list-selection>

<interface device-id="111" exporter-ip="192.168.1.2" />

</interface-list-selection>

</device-selection>





4.2.3 インターフェイスの選択

この形式でのフィルタリングでは、要求で目的のインターフェイスを指定することができます。



「デバイス 111 に接続されているフロー エクスポータ 192.168.1.2 上の、インターフェイス #12 に言及するすべてのレコードに一致」



<device-selection>

<interface-list-selection>

<interface

device-id="111"

exporter-ip="192.168.1.2" 

interface-id="12" />

</interface-list-selection>

</device-selection>





4.3 ホストでのフィルタリング



要求フィルタ内のホストでのフィルタリングの一般的な形式は、host-selection 要素で構成されています。



<host-selection>

:

</host-selection>



次のセクションでは、host-selection 要素に含まれる可能性があるさまざまな構成要素を説明します。





4.3.1 ホスト グループの選択

この形式でのフィルタリングでは、単に特定のホスト グループ内のホストに関連するレコードが一致します。



「ホスト グループ #10 内のホストに言及するすべてのレコードに一致」



<host-selection>

<host-group-selection host-group-id="10"/>

</host-selection>





4.3.2 IP アドレス範囲の選択

この形式のフィルタリングでは、特定の範囲の IP アドレスを持つホストに関連するレコードが一致します。



「10.168 で始まる IP アドレスを持つホストに言及するすべてのレコードに一致。」



<host-selection>

<ip-address-range-selection value="10.168." />

</host-selection>





4.3.3 IP アドレス リストの選択

この形式のフィルタリングでは、リストされている IP アドレスのいずれかを持つホストに関連するレコードが一致します。



「IP アドレス 192.168.1.10 および 192.168.1.20 を持つホストに言及するすべてのレコードに一致」



<host-selection>

<ip-address-list-selection>

<ip-address value="192.168.1.10" />

<ip-address value="192.168.1.20" />

</ip-address-list-selection>

</host-selection>





4.3.4 IP アドレスの選択

この形式のフィルタリングでは、指定された IP アドレスを持つホストに関連するレコードが一致します。この形式は、ホスト スナップショットに必要な場合など、1 つのホストのフィルタリングに使用されます。



「IP アドレス 192.168.1.20 を持つホストに言及するすべてのレコードに一致」



<host-selection>

<ip-address-selection value="192.168.1.10" />

</host-selection>





4.3.5 VM の選択

この形式のフィルタリングでは、特定の VM ホストおよび/または特定の VM サーバ上のホストに関連するレコードが一致します。これは、vm-list-selection サブ要素の形式をとります。vm-list-selection には、VM サーバを指定するための 2 つのサブ要素があります。VM ホストを指定するには、vmserver-list サブ要素および/または vm-list サブ要素を使用します。vm-list-selection 要素には、vmserver-list サブ要素と vm-list サブ要素の両方を含めることができます



「vm-id が 55 または vm-server-id が 52 のホストに言及するすべてのレコードに一致」



<host-selection>

<vm-list-selection>

<vmserver-list>

<vmserver

id="52"

device-id="113"

server-ip-address="10.202.15.68" />

</vmserver-list>

<vm-list>

<vm

id="55"

device-id="113"

server-ip-address="10.202.15.68" />

</vm-list>

</vm-list-selection>

</host-selection>



4.3.6 ホスト ペアの選択

データ レコードには、2 つのホストとそれらの間の何らかの関係に言及するものがあります。データの種類には次などがあります。



· フロー

· CI イベント



このクエリの例は次のようになります。



「ホスト 192.168.1.10 からホスト 192.168.1.20 までに言及するすべてのレコードに一致」



<host-pair-selection direction="BETWEEN_SELECTION_1_SELECTION_2">

<selection-1>

<ip-address-selection value="192.168.1.10" />

</selection-1>

<selection-2>

<ip-address-selection value="192.168.1.20" />

</selection-2>

</host-selection>





host-pair-selection 要素には、selection-1 および/または selection-2 を含めることができます。これらは、ホストの選択を含みます。これらの要素のいずれかが指定されていない場合は、「すべてのホスト」として解釈されます。selection-1 および selection-2 には、次が含まれる可能性があります。



· host-group-selection

詳細については 4.3.1 を参照してください。

· ip-address-range-selection

詳細については 4.3.2 を参照してください。

· ip-address-list-selection

詳細については 4.3.3 を参照してください。

· ip-address-selection

詳細については 4.3.4 を参照してください。

· vm-list-selection

詳細については 4.3.5 を参照してください。



次の値を持つ direction 属性



		名前

		説明



		SELECTION_1_A_SELECTION_2_Z

		選択 1 に一致するホストはロール A、かつ

選択 2 に一致するホストはロール Z



		SELECTION_1_Z_SELECTION_2_A

		選択 1 に一致するホストはロール Z、かつ

選択 2 に一致するホストはロール A 



		BETWEEN_SELECTION_1_AND_SELECTION_2

		選択 1 に一致するホストはロール A または Z 

論理積

選択 2 に一致するホストはロール A または Z







ロールの定義は次のとおりです。



		レコード

		ロール A

		ロール Z



		フロー

		クライアント

		サーバ



		アラーム

		送信元

		ターゲット



		CI イベント

		送信元

		ターゲット









4.4 サービス プロファイルのステータス



サービスプロファイルのステータスは、次の文字列形式にエンコードされます。



1:P28,T1 2:S1,S48,U3 3:P2 5:O902/tcp



文字列は、ホワイト スペースで区切られた最大 5 つのセクションで構成されます。各セクションはステータスを表す数字（「1」、「2」、「3」、「4」または「5」）とコロン（「:」）で始まり、その後にサービスの説明のカンマ（「,」）区切りのリストが続きます。



次の状態があります。



		番号

		ポリシー

		観察の有無



		1

		プロファイルで明示的に許可

		観察



		2

		プロファイルで明示的に許可

		観察なし



		3

		プロファイルで明示的に不許可

		観察



		4

		プロファイルで明示的に不許可

		観察なし



		5

		プロファイルでの指定なし。

暗黙的に不許可。

		観察







サービスの説明は 1 文字のコード（「S」、「P」、「T」、「U」、「O」）で始まり、その後にさらなる説明を表す文字列が続きます。



使用可能なサービス コードと説明は次のとおりです。



		コード

		説明

		詳細



		S

		サービス定義での記述に従ってプロファイルされた TCP または UDP 

		サービス定義へのインデックス

例：S1、S43



		P

		サービス定義での記述に従ってプロファイルされたプロトコル

		サービス定義へのインデックス

例：P1、P4



		T

		TCP の範囲

		範囲へのインデックス。

1：ポート 0 ～ 1024

2：ポート 1025 ～ 2048

3：ポート 2049 ～ 4096

4：ポート 4097 ～ 8192

5：ポート 8193 ～ 16384

6：ポート 16385 ～ 32768

7：ポート 32769 ～ 49152

8：ポート 49153 ～ 65536

例：T1、T8



		U

		UDP の範囲

		範囲へのインデックス。

1：ポート 0 ～ 1024

2：ポート 1025 ～ 2048

3：ポート 2049 ～ 4096

4：ポート 4097 ～ 8192

5：ポート 8193 ～ 16384

6：ポート 16385 ～ 32768

7：ポート 32769 ～ 49152

8：ポート 49153 ～ 65536

例：U1、U8



		O

		プロファイルされていないサービス

		ポートとプロトコル

例：902/tcp、udp/1000









4.5 アラーム タイプ



注：以前に使用されていたいくつかのアラームは使用されなくなり、このファイルにリストされなくなりました。



		ID

		説明



		1

		ホスト ロック違反



		5

		SYN フラッド



		6

		UDP フラッド



		7

		ICMP フラッド



		8

		パケット フラッド



		9

		大容量のメール



		10

		メール リレー



		11

		スパム送信元



		12

		メール拒否



		13

		アクティブなポートを表示



		14

		新規ホストがアクティブ状態



		15

		上位のターゲット インデックス



		16

		上位の合計インデックス



		17

		最大フローを開始



		18

		新規フローを開始



		19

		受信された SYN



		20

		上位のファイル共有インデックス



		24

		疑わしい UDP アクティビティ



		25

		MAC アドレス違反



		26

		ハーフ オープン攻撃



		28

		アクセス



		29

		低トラフィック



		30

		高トラフィック



		31

		ホストのアクティブを確認



		32

		懸念事項インデックス



		33

		疑わしい長いフロー



		34

		トラップされたホスト



		35

		ワーム アクティビティ



		36

		ワーム伝播



		37

		最大フローの提供



		38

		新規フローの提供



		39

		ホストに対してビーコンを実行



		40

		データ損失の疑い



		41

		ホストがボットに感染：C&C 行動を試行



		42

		ホストがボットに感染：C&C 行動成功



		43

		ボットコマンドアンドコントロールサーバ



		44

		低速接続フラッド



		45

		データ漏洩



		46

		コマンド & コントロール



		47

		ポリシー違反



		48

		疑わしい静かな長いフロー



		49

		受信された UDP



		50

		受信された ICMP



		51

		偵察



		52

		データ ホーディング



		53

		高 DDoS ターゲット インデックス



		54

		高 DDoS ソース インデックス



		55

		ポート スキャン



		56

		エクスプロイト



		57

		異常



		58

		ブルート フォース ログイン



		59

		ファントムとの通信



		60

		過大な SMB ピア



		61

		SSH リバース シェル



		62

		疑わしいアプリケーションの検出



		63

		スキャナ通信



		257

		Ping



		258

		ICMP タイムアウト



		259

		タイムアウト UDP



		260

		タイムアウト TCP



		261

		リセット UDP



		262

		リセット TCP



		263

		不正なフラグすべて



		264

		不正なフラグ SYN FYN



		265

		不正な予約済みのフラグ（Sflow のみ）



		266

		不正なフラグ RST



		267

		不正なフラグ ACK



		268

		不正なフラグ URG



		269

		不正なフラグ フラグなし



		271

		ステルス スキャン UDP



		272

		ステルス スキャン TCP



		273

		SRC=DES



		276

		Addr スキャン TCP



		277

		Ping スキャン



		278

		特大サイズの Ping パケット



		281

		フラグ Pkt が短すぎる



		282

		フラグ Pkt が長すぎる



		283

		フラグのサイズが異なる



		286

		Addr スキャン UDP



		289

		ICMP ネット到達不能



		290

		ICMP ホスト到達不能



		291

		ICMP プロトコル到達不能



		292

		ICMP ポート到達不能



		293

		ICMP フラグが必要



		294

		ICMP SRC ルート失敗



		295

		ICMP 宛先ネットワーク不明



		296

		ICMP 宛先ホスト不明



		297

		ICMP 送信元ホスト孤立



		298

		ICMP 宛先ネット管理者



		299

		ICMP 宛先ホスト管理者



		300

		ICMP ネット到達不能 TOS



		301

		ICMP ホスト到達不能 TOS



		302

		ICMP 通信管理者



		303

		ICMP ホスト優先順位



		304

		ICMP 優先順位の遮断



		310

		フロー拒否



		315

		疑わしいデータ ホーディング



		316

		ターゲット データ ホーディング



		317

		TOR からの接続試行



		318

		TOR からの接続成功



		319

		内部 TOR 終了の検出



		513

		TOR への接続試行



		514

		TOR への接続成功



		515

		内部 TOR エントリの検出



		516

		Bogon アドレスへの接続成功



		517

		Bogon アドレスからの接続成功



		518

		Bogon アドレスへの接続試行



		519

		Bogon アドレスからの接続試行



		4010

		FlowCollector のフロー データ損失



		4020

		インターフェイス使用率がインバウンドを超過



		4030

		インターフェイス使用率がアウトバウンドを超過



		5010

		FlowSensor VE 設定エラー



		5011

		FlowSensor トラフィック損失



		5012

		FlowSensor RAID 障害



		5013

		FlowSensor RAID の再構築



		5998

		FlowSensor 時間のミスマッチ



		5999

		FlowSensor の管理チャネル ダウン



		6010

		新規 VM



		6020

		V-Motion



		7001

		リレーションシップ高トラフィック合計



		7002

		リレーションシップ高トラフィック



		7003

		リレーションシップ低トラフィック



		7004

		リレーションシップ最大フロー



		7005

		リレーションシップ新規フロー



		7006

		リレーションシップ ラウンド トリップ時間



		7007

		リレーションシップ サーバ応答時間



		7008

		リレーションシップ TCP 再送率



		7009

		リレーションシップ SYN フラッド



		7010

		リレーションシップ UDP フラッド



		7011

		リレーションシップ ICMP フラッド



		9021

		FlowCollector Data Deleted



		9022

		FlowCollector データベース使用不可



		9023

		FlowCollector データベース チャネル ダウン



		9040

		FlowCollector Log Retention Reduced



		9050

		FlowCollector エクスポータ カウントの超過



		9051

		FlowCollector FlowSensor VE カウントの超過



		9052

		FlowCollector フロー率の超過



		9100

		FlowCollector RAID 障害



		9102

		FlowCollector RAID の再構築



		9998

		FlowCollector パフォーマンスの低下



		9999

		FlowCollector 停止



		60000

		FlowCollector 時間の不一致



		60001

		Cisco ISE 管理チャンネル ダウン



		60002

		FlowCollector 管理チャネル ダウン



		60003

		SMC RAID 障害



		60005

		SMC RAID の再構築



		60007

		SMC ディスク容量低下



		60008

		SMC プライマリの重複



		60012

		StealthWatch フロー ライセンスの超過



		60013

		ライセンスの破損



		60014

		ライセンスされていない機能



		60015

		SLIC チャネル ダウン



		600016

		ID チャネル ダウン



		600017

		SMC フェールオーバー チャネル ダウン



		600018

		ID コンセントレータ チャネル ダウン









4.6 セキュリティ イベントのタイプ



4.6.1	以前のバージョンでは、これらは CI イベントと呼ばれていました

注：以前に使用されていたいくつかのアラームは使用されなくなり、このファイルにリストされなくなりました。





		ID

		説明



		1

		ホスト ロック違反



		5

		SYN フラッド



		6

		UDP フラッド



		7

		ICMP フラッド



		8

		パケット フラッド



		9

		大容量のメール



		10

		メール リレー



		11

		スパム送信元



		12

		メール拒否



		13

		アクティブなポートを表示



		14

		新規ホストがアクティブ状態



		15

		上位のターゲット　インデックス



		16

		上位の合計インデックス



		17

		最大フローを開始



		18

		新規フローを開始



		19

		受信された SYN



		20

		上位のファイル共有インデックス



		24

		疑わしい UDP アクティビティ



		25

		MAC アドレス違反



		26

		ハーフ オープン攻撃



		28

		アクセス



		29

		低トラフィック



		30

		高トラフィック



		31

		ホストのアクティブを確認



		32

		懸念事項インデックス



		33

		疑わしい長いフロー



		34

		トラップされたホスト



		35

		ワーム アクティビティ



		36

		ワーム伝播



		37

		最大フローの提供



		38

		新規フローの提供



		39

		ホストに対してビーコンを実行



		40

		データ損失の疑い



		41

		ホストがボットに感染：C&C行動を試行



		42

		ホストがボットに感染：C&C行動成功



		43

		ボットコマンドアンドコントロールサーバ



		44

		低速接続フラッド



		45

		データ漏洩



		46

		コマンド & コントロール



		47

		ポリシー違反



		48

		疑わしい静かな長いフロー



		49

		受信された UDP



		50

		受信された ICMP



		51

		偵察



		52

		データ ホーディング



		53

		高 DDoS ターゲット インデックス



		54

		高 DDoS ソース インデックス



		55

		ポート スキャン



		56

		エクスプロイト



		57

		異常



		58

		ブルート フォース ログイン



		59

		ファントムとの通信



		60

		過大な SMB ピア



		61

		SSH リバース シェル



		62

		疑わしいアプリケーションの検出



		63

		スキャナ通信



		257

		Ping



		258

		ICMP タイムアウト



		259

		タイムアウト UDP



		260

		タイムアウト TCP



		261

		リセット UDP



		262

		リセット TCP



		263

		不正なフラグすべて



		264

		不正なフラグ SYN FYN



		265

		不正な予約済みのフラグ（Sflow のみ）



		266

		不正なフラグ RST



		267

		不正なフラグ ACK



		268

		不正なフラグ URG



		269

		不正なフラグ フラグなし



		271

		ステルス スキャン UDP



		272

		ステルス スキャン TCP



		273

		SRC=DES



		276

		Addr スキャン TCP



		277

		Ping スキャン



		278

		特大サイズの Ping パケット



		281

		フラグ Pkt が短すぎる



		282

		フラグ Pkt が長すぎる



		283

		フラグのサイズが異なる



		286

		Addr スキャン UDP









4.7	ICMP のタイプ



		ID

		説明



		0

		エコー応答



		1

		予約済み 1



		2

		予約済み 2



		3

		宛先到達不能



		4

		ソース クエンチ



		5

		リダイレクト



		6

		代替ホスト アドレス



		7

		予約済み 7



		8

		エコー要求



		9

		ルータ アドバタイズメント



		10

		ルータ要求



		11

		時間超過



		12

		パラメータ問題



		13

		タイムスタンプ



		14

		タイムスタンプ応答



		15

		情報要求



		16

		情報応答



		17

		アドレス マスク要求



		18

		アドレス マスク応答



		19

		予約済み 19



		20

		予約済み 20



		21

		予約済み 21



		22

		予約済み 22



		23

		予約済み 23



		24

		予約済み 24



		25

		予約済み 25



		26

		予約済み 26



		27

		予約済み 27



		28

		予約済み 28



		29

		予約済み 29



		30

		トレースルート



		31

		データグラム変換エラー



		32

		モバイル ホスト リダイレクト



		33

		位置確認要求



		34

		位置確認応答



		35

		モバイル登録要求



		36

		モバイル登録応答



		37

		ドメイン名要求



		38

		ドメイン名応答



		39

		予約済み 39



		40

		Photuris









5 SMC Web サービスへのアクセスの例



次に、Web サービス API の非常に単純な使用例を示します



5.1 「wget」の使用



注：v6.X の時点では、SMC によるセッション ベースの認証の変更のため、「wget」オプションには「–auth-no-challenge」を含める必要があります。そうしないと、SOAP 要求から「401 エラー（不明な認証スキーム）」が発生します。



5.1.1 「getDomain」要求の例



getDomainRequest.xml サンプル ファイルの内容：



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soapenc:Body>

<getDomain>

<domain id="117"/>

</getDomain>

</soapenc:Body>

</soapenc:Envelope>



「bash」シェルのコンテキストにおける「wget」コマンド シンタックス：



wget --post-file=getDomainRequest.xml --http-user=admin –ht --auth-no-challenge \ 
http-password=xxxxxxxx --no-check-certificate -O reponseDomain.xml \ 
https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/configuration





5.1.2 「getHostSnapshot」要求



getHostSnapshot.xml サンプル ファイルの内容：



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soapenc:Body>

<getHostSnapshot>

<host-filter domain-id="117">

<host-selection>

<ip-address-selection value="10.203.1.110"/>

</host-selection>

</host-filter>

</getHostSnapshot>

</soapenc:Body>

</soapenc:Envelope>



「bash」シェルのコンテキストにおける「wget」コマンド シンタックス：



wget --post-file=getHostSnapshot.xml --http-user=admin –ht --auth-no-challenge \ 
http-password=xxxxxxxx --no-check-certificate -O reponseHostSnapshot.xml \ 
https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/hosts





5.2 「curl」の使用



5.2.1 「getHostInformation」要求



getHostInfo.xml サンプル ファイルの内容：



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soapenc:Body>

<getHostInformation>

<host-information-filter max-rows="2000" domain-id="117">

<date-selection>

<day-range-selection day-count="1"/>

</date-selection>

</host-information-filter>

</getHostInformation>

</soapenc:Body>

</soapenc:Envelope>



「bash」シェルのコンテキストにおける「curl」コマンド シンタックス：



curl --tcp-nodelay -m 1 -o responseHostInfo.xml -u admin:mypsword -k -d@getHostInfo.xml \ 
https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/hosts





5.2.2 「getSecurityEvents」要求



SecurityEventsReq.xml サンプル ファイルの内容：



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenc:Envelope xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soapenc:Body>

<getSecurityEvents>

<security-event-filter domain-id="117">

<host-selection>

<host-pair-selection direction="BETWEEN_SELECTION_1_SELECTION_2">

<selection-1>

<ip-address-list-selection>

<ip-address value="10.203.1.110"/>

</ip-address-list-selection>

</selection-1>

</host-pair-selection>

</host-selection>

</security-event-filter>

</getSecurityEvents>

</soapenc:Body>

</soapenc:Envelope>



「bash」シェルのコンテキストにおける「curl」コマンド シンタックス：



curl --tcp-nodelay -m 1 -o SecurityEventsReq.xml -u admin:mypsword -k -d@CiEventsReq.xml

\ https://smc1.mydomain.com/smc/swsService/security



5.3 「python」の使用



5.3.1 「addDomain」要求



この単純な python スクリプトでは、SMC にドメイン設定を復元するのに「getDomain」Web サービス コールによって取得されたファイルを使用しています。



from lxml import etree import pycurl



def smcRequest(url,request):

response_file = open("responseAddDomain.xml","w") 

co = pycurl.Curl() co.setopt(co.UNRESTRICTED_AUTH,1) 

co.setopt(co.URL,url)

co.setopt(co.POST, 1) 

co.setopt(co.WRITEDATA,response_file) 

co.setopt(co.INFILESIZE,len(request) + 1) 

co.setopt(co.POSTFIELDS, request) 

co.setopt(co.SSL_VERIFYPEER, 0L) 

co.setopt(co.SSL_VERIFYHOST, 0L) 

co.setopt(co.USERPWD,”admin:mypassword”) 

try :

co.perform()

except :

print "POST failed" 

exit(1)

co.close() 

response_file.close()

# tidy up the response for human readability

parsed = etree.parse("responseAddDomain.xml")

response = etree.tostring(parsed, pretty_print = True) 

response_file = open("responseAddDomain.xml","w") 

response_file.write(response)

response_file.close() 

return(response)





def addDomain(domain_id,domain_file):

# assume the ‘domain_file’ is from a previous “getDomain” request header = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'

try :

parsed = etree.parse(domain_file)

request = header + '\n' + etree.tostring(parsed, pretty_print = True)

except :

print "Malformed input file : %s” % domain_file 

exit(1)

return(request.replace("getDomainResponse","addDomain"))





def main():

domainID = 117

xml = addDomain(domainID,”responseDomain.xml”)

url = "https:smc1.mydomain.com/smc/swsService/configuration” 

response = smcRequest(url,xml)

print response



if   name   == "  main  ": 

main()
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