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第 1 章

Firepower Threat Defense REST APIについて

HTTPS経由で Firepower Threat Defense REpresentational State Transfer（REST）アプリケーショ
ンプログラミングインターフェイス（API）を使用すると、クライアントプログラムを使用
して FTDデバイスと通信できます。RESTAPIは、JavaScript Object Notation（JSON）形式を使
用してオブジェクトを表します。

Firepower Device Managerには、プログラムで使用可能なすべてのリソースおよび JSONオブ
ジェクトを説明するAPIエクスプローラが含まれます。エクスプローラは各オブジェクトの属
性と値のペアについて詳細情報を提供するため、さまざまなHTTPメソッドを試して各リソー
スに必要なコーディングを理解することができます。APIエクスプローラでは、各リソースに
必要な URLの例も示します。

https://developer.cisco.com/site/ftd-api-reference/では、参照情報と例をオンラインで検索すること
もできます。

APIには独自のバージョン番号があります。APIの 1つのバージョン用に設計されたクライア
ントが将来のバージョンでエラーなく動作したり、プログラムへの変更が不要である保証はあ

りません。

•このプログラミングガイドの対象読者（1ページ）
•サポートされる HTTPメソッド（1ページ）
• APIのベース URL（2ページ）
• Firepower Threat Defense REST APIのバージョン履歴（2ページ）

このプログラミングガイドの対象読者
このガイドは、プログラミングの一般的な知識と、REST APIおよび JSONの一定の理解があ
ることを前提に書かれています。これらのテクノロジーになじみがない場合は、最初に REST
APIの一般的なガイドをお読みください。

サポートされる HTTPメソッド
次の HTTPメソッドのみを使用できます。他のメソッドはサポートされません。
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• GET：システムからデータを読み取ります。

• POST：新しいオブジェクトを作成します。

• PUT：既存のオブジェクトを変更します。PUTを使用する場合は、JSONオブジェクト全
体を含める必要があります。オブジェクト内の個々の属性を選択的に更新することはでき

ません。

• DELETE：ユーザ定義オブジェクトを削除します。

APIのベース URL
指定した FTDデバイスのベース URLを決定する最も簡単な方法は、APIエクスプローラで
GETメソッドを試し、結果から URLのオブジェクト部分を削除することです。

たとえば、GET /object/networksを実行して、返される出力の要求 URLの下に、次に示すよう
なものを見ることができます。

https://ftd.example.com/api/fdm/v1/object/networks

URLのサーバ名の部分は、FTDデバイスのホスト名または IPアドレスで、「ftd.example.com」
の代わりに使用デバイスによって異なります。この例では、パスから /object/networksを削除し
てベース URLを取得します。

https://ftd.example.com/api/fdm/v1/

リソースのすべての呼び出しは、要求 URLのベースとしてこの URLを使用します。

URLの要素「v」はAPIバージョンです。通常、これはソフトウェアバージョンに応じて変化
します。たとえば、FTDバージョン 6.3.0のAPIバージョンは v2です。そのため、ベースURL
は次のようになります。

https://ftd.example.com/api/fdm/v2/

APIエクスプローラで、ページの一番下にスクロールすると、ベースURL（サーバ名を除く）
および APIのバージョンに関する情報を見ることができます。

Firepower Threat Defense REST APIのバージョン履歴
次の表に、APIバージョンと関連付けられている FTDリリースの一覧を示します。

変更内容FTDバージョン
REST APIバージョ
ン

これは FTD REST APIの最初のリリースです。6.2.3v1

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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変更内容FTDバージョン
REST APIバージョ
ン

バージョン 2では、FTD 6.3.0で利用できるすべての新
機能のリソースが追加されています。これで、RADIUS
サーバを使用する APIアクセス向けに外部認証を設定
できるようになりました。また、APIの v1で利用でき
るモデルへの変更が予想されています。このバージョ

ンでは、API URLの v1を v2に変更する必要がありま
す。新しいモデルに対して現在使用しているすべての

リソースコールを評価してください。

6.3.0v2
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第 2 章

APIエクスプローラ

REST APIについて学習するには、APIエクスプローラを使用します。さまざまなメソッドや
それらが正しく構成されていることを確認するためのリソースをテストすることもできます。

出発点として JSONモデルをコピーし、コードに貼り付けることができます。

APIエクスプローラの目的は、APIについての学習を手助けすることです。APIエクスプロー
ラ経由の呼び出しのテストでは、通常の操作を妨げる可能性があるアクセスロックの作成が必

要です。非実稼働デバイスで APIエクスプローラを使用することをお勧めします。

ヒント

• APIエクスプローラを開く（5ページ）
• APIエクスプローラでの方法の検索（6ページ）
•リソースに関するドキュメンテーションの表示（7ページ）
•オブジェクト ID（objId）と親 IDの検索（8ページ）

APIエクスプローラを開く
APIエクスプローラでは、プログラムで使用可能なすべてのリソースおよび JSONオブジェク
トが説明されます。エクスプローラは各オブジェクトの属性と値のペアについて詳細情報を提

供するため、さまざまなHTTPメソッドを試して各リソースに必要なコーディングを理解する
ことができます。

手順

ステップ 1 ブラウザを使用して、システムのホームページ（例：https://ftd.example.com）を開きます。

ステップ 2 を使用して、Firepower Device Managerにログインします。

ステップ 3 /#/Api-explorerを指すように URLを編集します（たとえば、
https://ftd.example.com/#/api-explorer）。
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APIエクスプローラでの方法の検索
APIエクスプローラを開始すると、リソースグループの一覧が表示されます。これらのグルー
プには、APIで利用可能なリソースが含まれます。次の図は、小さなリストの例を示していま
す。

これらのグループ名はリンクです。リンクをクリックしてグループを開くと、グループのリ

ソースで使用できるメソッドを確認できます。各グループの右側には次のコマンドも含まれて

います。

• [表示/非表示（Show/Hide）]ではグループが開閉します。これは、グループ名をクリック
するのと同じです。展開すると最初は単にメソッドを示します（[操作の一覧表示（List
Operations）]と同じ）が、システムは（閉じる前の）最後の展開状態を記憶するため、同
じ展開レベルで再度開きます。

• [操作の一覧表示（List Operations）]は、グループの各リソースで利用可能なHTTPメソッ
ドを示します。情報には、リソースごとのユニバーサルリソースロケータ（URL）テン
プレートの相対パスが含まれます。パス変数は、標準の規則によって示されます：

{variable}。カッコを含む {variable}は適切な値に置き換える必要があります。この相対パ
スにベース URLを追加する必要があります。APIのベース URL（2ページ）を参照し
てください。

そのメソッドの完全なドキュメントを参照するには、操作の URLテンプレートをクリッ
クします。

• [操作の展開（Expand Operations）]では、グループ内の利用可能なすべての HTTPメソッ
ドおよびリソースが開きます。

一部のグループには、多数の子リソースがあります。たとえば、DataInterfaceManagementAccess
グループには、/devicesettings/default/managementaccessに対する GET、POST、および DELETE
操作、/devicesettings/default/managementaccess/{objId}に対する GETおよび PUT操作が含まれ
ます。

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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リソースに関するドキュメンテーションの表示
各リソースの属性は APIエクスプローラに記載されています。

手順

ステップ 1 関心のある特定のリソースおよびメソッドまでドリルダウンします。

ステップ 2 [応答クラス（Response Class）]セクションで、[モデル（Model）]タブをクリックします。

モデルには、属性が説明およびデータ型とともにリストされます。GETの場合、ページング
オプションも返される可能性があります。応答で返されたより多くのオブジェクトが存在する

場合は、次および前のオブジェクトの集合への URLが取得されます。

たとえば、次のグラフィックはPOST /object/tcpportsのメソッドおよびリソースを示しており、
[モデル（Model）]タブが選択されています。デフォルトでは [サンプル値（Example Value）]
タブが選択されているため、ドキュメンテーションを表示するためには常に [モデル（Model）]
をクリックする必要があります。

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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オブジェクト ID（objId）と親 IDの検索
一部のリソースでは、URLに次のようなオブジェクト IDまたは関連する親オブジェクト ID
が必要です。

• PUT /object/networks/{objId}

• GET /policy/intrusionpolicies/{parentId}/intrusionrules

ほとんどの場合、リソース階層の 1レベル上で GETメソッドを使用すると、オブジェクトま
たは親 IDを入手できます。オブジェクト/親 IDは、与えられたオブジェクトのidパラメータの
UUIDです。

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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たとえば、GET /object/networksは、現在定義されているすべてのネットワークオブジェクト
のリストを返します。目的のオブジェクトに到達するまでリスト中のページに複数のコールを

実行したり、limitクエリパラメータを含めてコールで返されるオブジェクト数を増加させる
必要があることがあります。各オブジェクトは次の形式であり、オブジェクト IDは強調表示
しています。

{
"version": "9bbb9e5d-8115-11e7-8cb4-772d7eb1894d",
"name": "any-ipv4",
"description": null,
"subType": "NETWORK",
"value": "0.0.0.0/0",
"isSystemDefined": true,
"id": "9bbbc56e-8115-11e7-8cb4-01865c95f930",
"type": "networkobject",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks/

9bbbc56e-8115-11e7-8cb4-01865c95f930"
}

いくつかのケースでは、{objId}は階層のトップレベルで発生します。これらのケースでは、
オブジェクト IDに任意の値を入力し、同じ結果が得られることがあります。他のケースでは、
有効なオブジェクトのタイプに関する情報をオブジェクトモデルドキュメントで確認します。

IDは有効なタイプの 1つです。これらは常に GETコールです。たとえば、GET
/operational/systeminfo/{objId}や GET /operational/featureinfo/{objId}です。

（注）

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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第 3 章

RESTAPIを使用するための一般的なプロセ
ス

一般的に、クライアントは次の反復的なプロセスを使用して FTDデバイスと通信します。

1. アクセストークンを取得してAPI呼び出しを認証します。APIクライアント認証プロセス
の概要（13ページ）を参照してください。

2. 単にデータを読み取る場合を除き、JSONペイロードをビルドします。

3. リソースのユニバーサルリソースロケータ（URL）に対する HTTPS呼び出しを使用して
JSONペイロードを送信します。

4. 返された JSON応答を使用します。

5. 設定変更を行う場合は、変更を展開します。設定変更の導入（49ページ）を参照してく
ださい。

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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第 4 章

OAuthを使用したREST APIクライアントの
認証

FTDRESTAPIは、Oauth 2.0を使用してAPIクライアントからの呼び出しを認証します。OAuth
はアクセストークンベースの方法であり、FTDはスキーマに JSON Webトークンを使用しま
す。関連する規格は次のとおりです。

• RFC6749、OAuth 2.0認証フレームワーク、https://tools.ietf.org/html/rfc6749。

• RFC7519、JSON Webトークン（JWT）、https://tools.ietf.org/html/rfc7519。

ここでは、必要なトークンを取得して使用する方法について説明します。

• APIクライアント認証プロセスの概要（13ページ）
•パスワード付与アクセストークンの要求（15ページ）
•カスタムアクセストークンの要求（17ページ）
• APIコールでのアクセストークンの使用（19ページ）
•アクセストークンの更新（20ページ）
•アクセストークンの無効化（21ページ）

APIクライアント認証プロセスの概要
FTDデバイスを使用して APIクライアントを認証する方法のエンドツーエンドビューを以下
に示します。

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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手順

ステップ 1 必要な任意の方法を使用して APIクライアントユーザを認証します。

クライアントにはユーザを認証する責任があるため、クライアントが FTDデバイスにアクセ
スして変更する権限を持っていることを確認します。認証権限に基づいた差別化機能を提供す

る場合は、それをクライアントに構築する必要があります。

Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド
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たとえば、読み取り専用アクセスを許可する場合は、必要な認証サーバ、ユーザアカウントな

どを設定する必要があります。その後、読み取り専用権限を持つユーザがクライアントにログ

インすると、GETコールのみを発行するようにする必要があります。APIv1では、このタイプ
の変数アクセスは FTDデバイス自体では制御できません。API v2以降では、外部ユーザを使
用していて、ユーザ認証に基づいてコールを調整していない場合、ユーザ認証と試行したコー

ル間に不一致があるとエラーが表示されます。

v1の場合、デバイスと通信するときは、[管理者（admin）]ユーザアカウントを FTDデバイ
スで使用する必要があります。[管理者（admin）]アカウントは、ユーザ設定可能なすべての
オブジェクトに対する完全な読み取り/書き込み権限を持っています。

ステップ 2 [管理者（admin）]アカウントを使用して、ユーザ名/パスワードに基づくパスワードが付与さ
れたアクセストークンを要求します。

パスワード付与アクセストークンの要求（15ページ）を参照してください。

ステップ 3 必要に応じて、クライアントのカスタムアクセストークンを要求します。

カスタムトークンを使用すると、有効期間を明示的に要求し、トークンにサブジェクト名を割

り当てることができます。カスタムアクセストークンの要求（17ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 4 [認証：べアラー（Authorization: Bearer）]ヘッダーでAPIコールのアクセストークンを使用し
ます。

APIコールでのアクセストークンの使用（19ページ）を参照してください。

ステップ 5 アクセストークンの有効期限が切れる前にトークンを更新します。

アクセストークンの更新（20ページ）を参照してください。

ステップ 6 完了したら、トークンの有効期限が切れていない場合は無効にします。

アクセストークンの無効化（21ページ）を参照してください。

パスワード付与アクセストークンの要求
発信者が要求されたアクションを実行する権限を持っていることを確認するための認証トーク

ンが、すべてのRESTAPIコールに含まれている必要があります。最初に、[管理者（admin）]
のユーザ名およびパスワードを指定してアクセストークンを取得する必要があります。これは

パスワード付与アクセストークン（grant_type = password）と呼ばれます。

手順

ステップ 1 パスワード付与アクセストークン付与のための JSONオブジェクトを作成します。

{
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"grant_type": "password",
"username": "string",
"password": "string"

}

[管理者（admin）]のユーザ名および正しいパスワードを指定します。たとえば、次のように
なります。

{
"grant_type": "password",
"username": "admin",
"password": "Admin123"

}

ステップ 2 POST /fdm/tokenを使用して、アクセストークンを取得します。

たとえば、curlコマンドは、次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header
'Accept: application/json' -d '{

"grant_type": "password",
"username": "admin",
"password": "Admin123"

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/fdm/token'

ステップ 3 応答からアクセストークンと更新トークンを取得します。

正常な応答（ステータスコード 200）は次のようになります。

{
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1MDI4MzI2NjcsInN

1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGM3ZDBmNDgtODIwMS0xMWU3LWE4MWMtMDcwZmYzOW
U3ZjQ0IiwibmJmIjoxNTAyODMyNjY3LCJleHAiOjE1MDI4MzQ0NjcsInJlZnJlc2hU
b2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTUwMjgzNTA2NzQxOSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2
VzcyIsIm9yaWdpbiI6InBhc3N3b3JkIn0.b2hI6fVA_GbmhCOPM-ZUx6IC8SgCk1Ak
HXI-llV0r7s",
"expires_in": 1800,
"token_type": "Bearer",
"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1MDI4MzI2NjcsI

nN1YiI6ImFkbWluIiwia nRpIjoiMGM3ZDBmNDgtODIwMS0xMWU3LWE4MWMtMDcwZmY
zOWU3ZjQ0IiwibmJmIjoxNTAyODMyNjY3LCJleHAiOjE1MDI4MzUwNjcsImFjY2Vzc1
Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNTAyODM0NDY3NDE5LCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2
tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsIm9yaWdpbiI6InBhc3N3b3JkIn0.iLNqz1c1Xl
vcq0j9pQYW4gwYsvUCcSyaiDRXGutAz_o",
"refresh_expires_in": 2400

}

説明：

• access_tokenは、APIコールに含める必要があるベアラートークンです。APIコールでの
アクセストークンの使用（19ページ）を参照してください。

• expires_inは、アクセストークンが有効である、トークン発行時からの秒数です。

• refresh_tokenは、更新要求で使用するトークンです。アクセストークンの更新（20ペー
ジ）を参照してください。
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• refresh_expires_inは、更新トークンが有効である秒数です。これは、常にアクセストー
クンの有効期間より長くなります。

カスタムアクセストークンの要求
パスワード付与アクセストークンを使用することができます。カスタムアクセストークンを

要求することもできます。カスタムトークンを使用すると、トークン使用を区別しやすくする

ために（自分自身のために）サブジェクト名を指定できます。パスワードトークン用に返され

たデフォルト値が要件を満たさない場合は、特定の有効期間を要求することもできます。

始める前に

カスタムトークンを取得する前に、パスワード付与アクセストークンを取得する必要があり

ます。パスワード付与アクセストークンの要求（15ページ）を参照してください。

また、次の点に注意してください。

•ローカルユーザである場合のみ、カスタムトークンを要求できます。外部ユーザはカス
タムトークンを要求できません。

•入手したユニットでのみカスタムトークンを使用できます。ハイアベイラビリティグルー
プのピアデバイスではトークンを使用できません。

手順

ステップ 1 カスタムアクセストークン付与のための JSONオブジェクトを作成します。

{
"grant_type": "custom_token",
"access_token": "string",
"desired_expires_in": 0,
"desired_refresh_expires_in": 0,
"desired_subject": "string",
"desired_refresh_count": 0

}

説明：

• access_tokenは、有効なパスワード付与アクセストークンです。

• desired_expires_inは、カスタムアクセストークンが有効である秒数を表す整数です。比
較すると、パスワード付与トークンは 1800秒間有効です。

• desired_refresh_expires_inは、カスタム更新トークンが有効である秒数を表す整数です。
更新トークンを取得する場合は、この値が desired_expires_in値より大きいことを確認し
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てください。比較すると、パスワード付与更新トークンは 2400秒間有効です。
desired_refresh_countに 0を指定した場合は、このパラメータは不要です。

• desired_subjectは、カスタムトークンに付ける名前です。

• desired_refresh_countは、トークンを更新できる回数です。更新トークンを取得しない場
合は、0を指定します。更新トークンがない場合は、既存のアクセストークンの有効期限
が切れるときに新しいアクセストークンを取得する必要があります。

以下は、2400秒で有効期限が切れるAPIクライアントのカスタムトークン、および 3000秒で
有効期限が切れる更新トークンを要求します。トークンは 3回更新することができます。

{{
"grant_type": "custom_token",
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1MDI4MzI2NjcsInN

1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGM3ZDBmNDgtODIwMS0xMWU3LWE4MWMtMDcwZmYzOW
U3ZjQ0IiwibmJmIjoxNTAyODMyNjY3LCJleHAiOjE1MDI4MzQ0NjcsInJlZnJlc2hU
b2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTUwMjgzNTA2NzQxOSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2
VzcyIsIm9yaWdpbiI6InBhc3N3b3JkIn0.b2hI6fVA_GbmhCOPM-ZUx6IC8SgCk1Ak
HXI-llV0r7s",
"desired_expires_in": 2400,
"desired_refresh_expires_in": 3000,
"desired_subject": "api-client",
"desired_refresh_count": 3

}

ステップ 2 POST /fdm/tokenを使用して、アクセストークンを取得します。

たとえば、curlコマンドは、次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header
'Accept: application/json' -d '{

"grant_type": "custom_token",
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1MDI4MzU5N

jgsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiYmMyNjM4N2EtODIwOC0xMWU3LWE4MWM
tYzNlYTZkZjJjZThjIiwibmJmIjoxNTAyODM1OTY4LCJleHAiOjE1MDI4Mzc3N
jgsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTUwMjgzODM2ODYwNiwidG9rZW5
UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsIm9yaWdpbiI6InBhc3N3b3JkIn0.acOE_Y4SE
ds-NE4Qw99fQlUzdoSkhsjInaCh0a9WK38",

"desired_expires_in": 2400,
"desired_refresh_expires_in": 3000,
"desired_subject": "api-client",
"desired_refresh_count": 3

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/fdm/token'

ステップ 3 応答からアクセストークンと更新トークンを取得します。

正常な応答（ステータスコード 200）は次のようになります。

{
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1MDI4MzU5O

TEsInN1YiI6ImFwaS1jbGllbnQiLCJqdGkiOiJjOWIxYzdjYi04MjA4LTExZT
ctYTgxYy02YmY0NzY3ZmRmZGUiLCJuYmYiOjE1MDI4MzU5OTEsImV4cCI6MTU
wMjgzODM5MSwicmVmcmVzaFRva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNTAyODM4OTkxMzMx
LCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfQWNjZXNzIiwib3JpZ2luIjoiY3VzdG9tIn0.9
IVzLjGffVQffHAWdrNkrYfvuO6TgpJ7Zi_z3RYubN8",
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"expires_in": 2400,
"token_type": "Bearer",
"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1MDI4MzU5

OTEsInN1YiI6ImFwaS1jbGllbnQiLCJqdGkiOiJjOWIxYzdjYi04MjA4LTExZ
TctYTgxYy02YmY0NzY3ZmRmZGUiLCJuYmYiOjE1MDI4MzU5OTEsImV4cCI6MT
UwMjgzODk5MSwiYWNjZXNzVG9rZW5FeHBpcmVzQXQiOjE1MDI4MzgzOTEzMzE
sInJlZnJlc2hDb3VudCI6MywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX1JlZnJlc2giLCJv
cmlnaW4iOiJjdXN0b20ifQ.qseqjg3Uo183YvfN_77iJZELEqwpWw5AbKAqAn
CIcSA",
"refresh_expires_in": 3000

}

説明：

• access_tokenは、APIコールに含める必要があるベアラートークンです。APIコールでの
アクセストークンの使用（19ページ）を参照してください。

• expires_inは、アクセストークンが有効である、トークン発行時からの秒数です。

• refresh_tokenは、更新要求で使用するトークンです。アクセストークンの更新（20ペー
ジ）を参照してください。

• refresh_expires_inは、更新トークンが有効である秒数です。これは、常にアクセストー
クンの有効期間より長くなります。

APIコールでのアクセストークンの使用
パスワード付与またはカスタムアクセストークンを取得した後は、それを HTTPS要求への
[認証：べアラー（Authorization: Bearer）]ヘッダーの各 APIコールに含める必要があります。

たとえば、GET /object/networksを実行するための curlコマンドは次のようになります。

curl -k -X GET -H 'Accept: application/json'
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.yJp
YXQiOjE1MDI4MzU5OTEsInN1YiI6ImFwaS1jbGllbnQiLCJqdG
kiOiJjOWIxYzdjYi04MjA4LTExZTctYTgxYy02YmY0NzY3ZmRm
ZGUiLCJuYmYiOjE1MDI4MzU5OTEsImV4cCI6MTUwMjgzODM5MS
wicmVmcmVzaFRva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNTAyODM4OTkxMzMx
LCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfQWNjZXNzIiwib3JpZ2luIjoiY3
VzdG9tIn0.9IVzLjGffVQffHAWdrNkrYfvuO6TgpJ7Zi_z3RYu
bN8'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks'

APIエクスプローラを使用してメソッドおよびリソースを試す場合、表示される curlコマンド
には [認証：ベアラー（Authorization: Bearer）]ヘッダーは含まれません。しかし、APIクライ
アントから呼び出しを行う際にこのヘッダーを追加する必要があります。

（注）
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アクセストークンの更新
アクセストークンの有効期限が切れたら、元の付与で提供された更新トークンを使用して更新

する必要があります。更新されたアクセストークンは、実際には元のアクセストークンとは

異なります。「更新」では、実際にアクセストークンと更新トークンの新しいペアが提供さ

れ、古いアクセストークンの期間が延長されるだけではありません。

手順

ステップ 1 更新トークン付与のための JSONオブジェクトを作成します。

{
"grant_type": "refresh_token",
"refresh_token": "string"

}

refresh_tokenはパスワード付与、またはカスタムアクセストークン付与から取得されます。

次に例を示します。

{
"grant_type": "refresh_token",
"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQ

iOjE1MDI4MzU5OTEsInN1YiI6ImFwaS1jbGllbnQiLCJqdGk
iOiJjOWIxYzdjYi04MjA4LTExZTctYTgxYy02YmY0NzY3ZmR
mZGUiLCJuYmYiOjE1MDI4MzU5OTEsImV4cCI6MTUwMjgzODk
5MSwiYWNjZXNzVG9rZW5FeHBpcmVzQXQiOjE1MDI4MzgzOTE
zMzEsInJlZnJlc2hDb3VudCI6MywidG9rZW5UeXBlIjoiSld
UX1JlZnJlc2giLCJvcmlnaW4iOiJjdXN0b20ifQ.qseqjg3U
o183YvfN_77iJZELEqwpWw5AbKAqAnCIcSA"
}

ステップ 2 POST /fdm/tokenを使用して、更新されたアクセストークンを取得します。

たとえば、curlコマンドは、次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header
'Accept: application/json' -d '{

"grant_type": "refresh_token",
"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1M

DI4MzU5OTEsInN1YiI6ImFwaS1jbGllbnQiLCJqdGkiOiJjOWIxYzdj
Yi04MjA4LTExZTctYTgxYy02YmY0NzY3ZmRmZGUiLCJuYmYiOjE1MDI
4MzU5OTEsImV4cCI6MTUwMjgzODk5MSwiYWNjZXNzVG9rZW5FeHBpcm
VzQXQiOjE1MDI4MzgzOTEzMzEsInJlZnJlc2hDb3VudCI6MywidG9rZ
W5UeXBlIjoiSldUX1JlZnJlc2giLCJvcmlnaW4iOiJjdXN0b20ifQ.q
seqjg3Uo183YvfN_77iJZELEqwpWw5AbKAqAnCIcSA"
}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/fdm/token'

ステップ 3 応答からアクセストークンと更新トークンを取得します。
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正常な応答（ステータスコード200）は次のようになります。この例では、更新トークンはカ
スタムトークン用でした。有効期間は、元のカスタムアクセストークン要求の値に基づいて

います。

{
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQ

iOjE1MDI4Mzc1MTAsInN1YiI6ImFwaS1jbGllbnQiLCJqdG
kiOiJjOWIxYzdjYi04MjA4LTExZTctYTgxYy02YmY0NzY3Z
mRmZGUiLCJuYmYiOjE1MDI4Mzc1MTAsImV4cCI6MTUwMjgz
OTkxMSwicmVmcmVzaFRva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNTAyODQ
wNTEwNzQxLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfQWNjZXNzIiwib3
JpZ2luIjoiY3VzdG9tIn0.fAAreX0DdnuqnM0Bs0NXYnI-9
jkpyW1pWDMwgwO_h7A",
"expires_in": 2400,
"token_type": "Bearer",
"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYX

QiOjE1MDI4Mzc1MTAsInN1YiI6ImFwaS1jbGllbnQiLCJqd
GkiOiJjOWIxYzdjYi04MjA4LTExZTctYTgxYy02YmY0NzY3
ZmRmZGUiLCJuYmYiOjE1MDI4Mzc1MTAsImV4cCI6MTUwMjg
0MDUxMCwiYWNjZXNzVG9rZW5FeHBpcmVzQXQiOjE1MDI4Mz
k5MTEwNzIsInJlZnJlc2hDb3VudCI6MiwidG9rZW5UeXBlI
joiSldUX1JlZnJlc2giLCJvcmlnaW4iOiJjdXN0b20ifQ.p
Adc2N0oun7Yyw872qK12pFlix4arAwyMETD1ErKu5c",
"refresh_expires_in": 3000

}

説明：

• access_tokenは、APIコールに含める必要があるベアラートークンです。APIコールでの
アクセストークンの使用（19ページ）を参照してください。

• expires_inは、アクセストークンが有効である、トークン発行時からの秒数です。

• refresh_tokenは、更新要求で使用するトークンです。

• refresh_expires_inは、更新トークンが有効である秒数です。これは、常にアクセストー
クンの有効期間より長くなります。

アクセストークンの無効化
アクセストークンは特定の期間有効であるため、ユーザが APIクライアントからログアウト
するときに、トークンを無効にすることによりクリーンアップする必要があります。これによ

り、FTDデバイスへのバックドアが開いたままにならないことが確認されます。

手順

ステップ 1 無効化トークン付与のための JSONオブジェクトを作成します。

{
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"grant_type": "revoke_token",
"access_token": "string",
"token_to_revoke": "string",
"custom_token_id_to_revoke": "string",
"custom_token_subject_to_revoke": "string"

}

説明：

• access_tokenは、パスワード付与アクセストークンである必要があります。カスタムアク
セストークンを使用してトークンを無効にすることはできません。

•次のうち 1つ（1つのみ）を指定する必要があります。

• token_to_revokeは、無効にするパスワード付与トークンまたはカスタムトークンで
す。これは access_tokenと同じトークンにすることができるため、パスワード付与
トークンを使用してそれ自体を無効にすることができます。

•（使用不可）custom_token_id_to_revokeは、内部の一意 IDによってカスタムアクセ
ストークンを識別します。ただし、ユーザがこの値を取得する直接的な方法はありま

せん。代わりにその他のオプションを使用します。

• custom_token_subject_to_revokeは、無効にするカスタムアクセストークンの
desired_subject値です。

次に例を示します。

{
"grant_type": "revoke_token",
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQ

iOjE1MDI5MDQzMjQsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiZT
MzNGIxOWYtODJhNy0xMWU3LWE4MWMtNGQ3NzY2ZTExMzVkI
iwibmJmIjoxNTAyOTA0MzI0LCJleHAiOjE1MDI5MDYxMjQs
InJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTUwMjkwNjcyNDE
xMiwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsIm9yaWdpbi
I6InBhc3N3b3JkIn0.OVZBT9yVZc4zxZfZiiLH4SZcFclaH
yCPbZJC_Gyd5FE",
"custom_token_subject_to_revoke": "api-client"

}

ステップ 2 POST /fdm/tokenを使用して、アクセストークンを無効化します。

たとえば、curlコマンドは、次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json' -d '{

"grant_type": "revoke_token",
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQ

iOjE1MDI5MDQzMjQsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiZTM
zNGIxOWYtODJhNy0xMWU3LWE4MWMtNGQ3NzY2ZTExMzVkIiw
ibmJmIjoxNTAyOTA0MzI0LCJleHAiOjE1MDI5MDYxMjQsInJ
lZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTUwMjkwNjcyNDExMiw
idG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsIm9yaWdpbiI6InB
hc3N3b3JkIn0.OVZBT9yVZc4zxZfZiiLH4SZcFclaHyCPbZJ
C_Gyd5FE",

"custom_token_subject_to_revoke": "api-client"
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}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/fdm/token'

ステップ 3 応答を評価して、トークンが無効になったことを確認します。

正常な応答（ステータスコード 200）は次のようになります。

{
"message": "OK",
"status_code": 200

}
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第 5 章

APIの外部ユーザの設定

バージョン要件：外部AAAを使用するには、Firepower Threat Defenseバージョン 6.3(0)以降、
および Firepower Threat Defense REST API v2以降を実行している必要があります。

外部 RADIUS AAAサーバを使用して Firepower Threat Defense REST APIへのユーザアクセス
を認証および認可するようデバイスを設定できます。組み込みのローカル [管理（admin）]ユー
ザアカウントの代わり、またはこのユーザアカウントに加えて RADIUSユーザアカウントを
使用できます。

外部 AAAを使用すると、さまざまな認証レベルを持つアカウントを定義できます。これによ
り、デバイスに設定変更を加えるユーザを制限しながら、サポートスタッフに読み取り専用ア

クセス権を提供することができます。

次の手順では、RADIUSアカウントをセットアップして、認証および認可に外部 AAAを使用
するようデバイスを設定するエンドツーエンドのプロセスについて説明します。

始める前に

外部認証を使用する場合、次の操作要因に留意してください。

•デバイスがハイアベイラビリティ向けに設定されている場合、アクティブ装置で外部認証
を設定します。その後、認証設定の展開ジョブを実行して、スタンバイデバイスへのユー

ザアクセスを許可する必要があります。

•新規ユーザがシステムにアクセスするたびに、そのユーザに対してユーザリソースが作成
されます。設定を展開して、そのユーザオブジェクトを保存する必要があります。ハイ

アベイラビリティモードで稼働している場合、ユーザがスタンバイ装置にログインする前

に設定を展開する必要があります。管理者または読み取り/書き込みユーザのみが展開ジョ
ブを開始できるため、最初の読み取り専用ユーザは、ユーザオブジェクトを保存するため

の設定を別のユーザに展開してもらう必要があります。

手順

ステップ 1 RADIUSユーザアカウントでの認可権限の定義（26ページ）。

ステップ 2 RADIUSサーバの定義（27ページ）。
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ステップ 3 RADIUSサーバ用 AAAサーバグループの作成（28ページ）。

ステップ 4 HTTPSアクセスの認証ソースとして AAAサーバグループを確立する（30ページ）。

ステップ 5 [POST/運用/展開（POST/operational/deploy）]を使用して、展開ジョブを開始します。

curlコマンドは次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'

'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/operational/deploy'

変更の展開の詳細については、設定変更の導入（49ページ）を参照してください。

ステップ 6 外部ユーザアクセスの確認（34ページ）。

• RADIUSユーザアカウントでの認可権限の定義（26ページ）
• RADIUSサーバの定義（27ページ）
• RADIUSサーバ用 AAAサーバグループの作成（28ページ）
• HTTPSアクセスの認証ソースとして AAAサーバグループを確立する（30ページ）
•外部ユーザアクセスの確認（34ページ）

RADIUSユーザアカウントでの認可権限の定義
外部 RADIUSサーバからの Firepower Threat Defense REST APIへのアクセスを提供できます。
RADIUS認証および認可を有効にすることにより、さまざまなレベルのアクセス権を付与で
き、すべてのユーザがローカル管理者アカウントを使用してログインする必要がなくなりま

す。

これらの外部ユーザは、Firepower Device Managerについても認可されます。（注）

ロールベースのアクセス制御（RBAC）を提供するには、RADIUSサーバ上のユーザアカウン
トを更新して cisco-av-pair属性を定義します。この属性はユーザアカウントで正しく定義され
ている必要があります。正しく定義されていないと、ユーザの REST APIへのアクセスが拒否
されます。cisco-av-pair属性でサポートされる値は、次のとおりです。

• fdm.userrole.authority.adminはフル管理者アクセスを提供します。これらのユーザは、
ローカル管理者ユーザが実行できるすべてのアクションを実行できます。

• fdm.userrole.authority.rwは読み取り/書き込みアクセスを提供します。これらのユーザは、
読み取り専用ユーザが実行できるすべてのアクションを実行でき、設定を編集および展開

することもできます。ただし、システムクリティカルなアクションだけは制限されます。

これには、アップグレードのインストール、バックアップの作成と復元、監査ログの表

示、および他のユーザのログオフが含まれます。
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• fdm.userrole.authority.roは読み取り専用アクセスを提供します。これらのユーザは、ダッ
シュボードと設定を表示できますが、変更できません。ユーザが変更しようとすると、権

限が不足していることを示すエラーメッセージが表示されます。

RADIUSサーバの定義
適切な認証権限を定義するためのユーザアカウントを RADIUSサーバで設定すると、REST
APIへのアクセスを認証および認可するためにサーバが使用するデバイスを設定できます。

POST /object/radiusidentitysourcesリソースを使用して、定義する各RADIUSサーバのオブジェ
クトを作成します。

手順

ステップ 1 RADIUSサーバの JSONオブジェクト本文を作成します。

このコールで使用する JSONオブジェクトの例を次に示します。

{
"name": "aaa-server-1",
"description": "RADIUS server for API access.",
"host": "172.16.246.220",
"timeout": 10,
"serverAuthenticationPort": 1812,
"serverSecretKey": "secret123",
"type": "radiusidentitysource"

}

その属性は次のとおりです。

• name：オブジェクト名。この名前は、RADIUSサーバに定義されている名前と一致してい
る必要はありません。

• Description：（オプション。）オブジェクトの説明。

• host：RADIUSサーバの IPアドレスまたは完全修飾ホスト名。

• timeout：（オプション）次のサーバに要求を送信する前にサーバからの応答を待機する時
間の長さ（1～ 300秒）です。この属性を含めない場合のデフォルトは 10秒です。

• serverAuthenticationPort：（オプション）RADIUS認証および認可が実行されるポート。こ
の属性を含めない場合のデフォルトは 1812です。

• serverSecretKey：（オプション）Firepower Threat Defenseデバイスと RADIUSサーバ間で
データを暗号化するために使用される共有秘密キー。キーは、大文字と小文字が区別され

る最大 64文字の英数字文字列です。スペースは使用できません。キーは、英数字または
下線で開始する必要があります。特殊文字$&-_ .+@を使用できます。文字列は、RADIUS
サーバで設定された文字列と一致している必要があります。秘密キーを設定していない場

合、接続は暗号化されません。
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ステップ 2 オブジェクトを POSTします。

たとえば、curlコマンドは次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{

"name": "aaa-server-1",
"description": "RADIUS server for API access.",
"host": "172.16.246.220",
"timeout": 10,
"serverAuthenticationPort": 1812,
"serverSecretKey": "secret123",
"type": "radiusidentitysource"

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/radiusidentitysources'

ステップ 3 応答を確認します。

取得する応答コードは200である必要があります。正常な応答本文は次のようになります。秘
密鍵などの機密情報は、応答ではマスク処理されていることに注意してください。

{
"version": "nfamb3cr2jlyi",
"name": "aaa-server-1",
"description": "RADIUS server for API access.",
"host": "172.16.246.220",
"timeout": 10,
"serverAuthenticationPort": 1812,
"serverSecretKey": "*********",
"capabilities": [
"AUTHENTICATION",
"AUTHORIZATION"

],
"id": "1b962e3b-6e56-11e8-bd65-379fa8aaaba1",
"type": "radiusidentitysource",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/

radiusidentitysources/1b962e3b-6e56-11e8-bd65-379fa8aaaba1"
}

}

RADIUSサーバ用 AAAサーバグループの作成
RADIUSサーバオブジェクトを作成した後、POST /object/radiusidentitysourcegroupsリソースを
使用して AAAグループを作成し、radiusidentitysourceオブジェクトを含めます。

最大 16台の RADIUSサーバを RADIUS AAAサーバグループに追加できます。これらのサー
バは相互にバックアップになる必要があります。つまり、同じユーザアカウントリストを持

つ必要があります。

手順

ステップ 1 RADIUSサーバグループの JSONオブジェクト本文を作成します。
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このコールで使用する JSONオブジェクトの例を次に示します。

{
"name": "radius-group",
"maxFailedAttempts": 3,
"deadTime": 10,
"description": "AAA RADIUS server group.",
"radiusIdentitySources": [
{
"id": "1b962e3b-6e56-11e8-bd65-379fa8aaaba1",
"type": "radiusidentitysource",
"version": "nfamb3cr2jlyi",
"name": "aaa-server-1"

}
],
"type": "radiusidentitysourcegroup"

}

その属性は次のとおりです。

• name：オブジェクト名。メンバー RADIUSサーバで定義されているものと一致している
必要はありません。

• maxFailedAttempts：（オプション）失敗したサーバは、すべてのサーバが失敗した後にの
み再アクティブ化されます。デッドタイムは、最後のサーバが失敗した後にすべてのサー

バを再アクティブ化するまで待機する時間の長さ（0～1440分）です。この属性が含まれ
ていない場合、デフォルトは 10分です。

• deadTime：（オプション）次のサーバを試行する前に、グループ内のRADIUSサーバに送
信された要求の失敗数（応答がなかった要求の数）。1～ 5を指定できます。デフォルト
は 3です。最大失敗試行数を超えると、システムはサーバを故障としてマークします。

特定の機能について、ローカルデータベースを使用するフォールバック方式を設定してい

て、グループ内のすべてのサーバが応答に失敗した場合、グループは非応答と見なされ、

フォールバック方式が試行されます。サーバグループはデッドタイムの間、非応答とマー

クされたままになるため、その期間内に追加のAAA要求でサーバグループへの接続は試
行されず、フォールバック方式がすぐに使用されます。

• Description：（オプション）オブジェクトの説明。

• radiusIdentitySources：グループに含める RADIUSサーバを定義する各 radiusidentitysource
オブジェクトを定義する項目のグループ。[]カッコ内に項目を入れます。各オブジェクト
の属性およびシンタックスは次のとおりです。個々のオブジェクトから、id、version、お
よび name属性の値を取得します。その情報は、オブジェクトを作成する際に応答本文に
含まれます。GET/object/radiusidentitysourcesコールから情報を取得することもできます。
typeは、 radiusidentitysourceである必要があります。

{
"id": "1b962e3b-6e56-11e8-bd65-379fa8aaaba1",
"type": "radiusidentitysource",
"version": "nfamb3cr2jlyi",
"name": "aaa-server-1"

}
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ステップ 2 オブジェクトを POSTします。

たとえば、curlコマンドは次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{
"name": "radius-group",
"maxFailedAttempts": 3,
"deadTime": 10,
"description": "AAA RADIUS server group.",
"radiusIdentitySources": [
{
"id": "1b962e3b-6e56-11e8-bd65-379fa8aaaba1",
"type": "radiusidentitysource",
"version": "nfamb3cr2jlyi",
"name": "aaa-server-1"

}
],
"type": "radiusidentitysourcegroup"

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/radiusidentitysourcegroups'

ステップ 3 応答を確認します。

取得する応答コードは 200である必要があります。正常な応答本文は次のようになります。

{
"version": "7r572novdiyy",
"name": "radius-group",
"maxFailedAttempts": 3,
"deadTime": 10,
"description": "AAA RADIUS server group.",
"radiusIdentitySources": [
{
"version": "nfamb3cr2jlyi",
"name": "aaa-server-1",
"id": "1b962e3b-6e56-11e8-bd65-379fa8aaaba1",
"type": "radiusidentitysource"

}
],
"activeDirectoryRealm": null,
"id": "0a7996ae-6e5b-11e8-bd65-dbab801c44b9",
"type": "radiusidentitysourcegroup",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/

radiusidentitysourcegroups/0a7996ae-6e5b-11e8-bd65-dbab801c44b9"
}

}

HTTPSアクセスの認証ソースとしてAAAサーバグループ
を確立する

PUT /devicesettings/default/aaasettings/{objId}リソースを使用して、ユーザ認証のアイデンティ
ティソースである RADIUS AAAサーバグループを特定します。
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POSTメソッドはありません。システム認証に必要なオブジェクトはすでに存在しています。
最初に GETを実行して、関連 IDとバージョンの値を確認する必要があります。

手順

ステップ 1 GET /devicesettings/default/aaasettingsを使用して、aaasettingsオブジェクトの属性を確認します。

curlコマンドは次のようになります。

curl -X GET --header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/devicesettings/default/aaasettings'

たとえば、応答本文は次のようになります。この例は、ローカルアイデンティティソースが

HTTPSアクセス用に定義されているソースであることを示しています。これは、REST APIと
は関係がない SSHアクセスでも使用されます。

{
"items": [
{
"version": "du52clrtmawlt",
"name": "HTTPS",
"identitySourceGroup": {
"version": "cynutari5ffkl",
"name": "LocalIdentitySource",
"id": "e3e74c32-3c03-11e8-983b-95c21a1b6da9",
"type": "localidentitysource"

},
"description": null,
"protocolType": "HTTPS",
"useLocal": "NOT_APPLICABLE",
"id": "00000003-0000-0000-0000-000000000007",
"type": "aaasetting",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/

devicesettings/default/aaasettings/00000003-0000-0000-0000-000000000007"
}

},
{
"version": "fgkhvu4kwucgv",
"name": "SSH",
"identitySourceGroup": {
"version": "cynutari5ffkl",
"name": "LocalIdentitySource",
"id": "e3e74c32-3c03-11e8-983b-95c21a1b6da9",
"type": "localidentitysource"

},
"description": null,
"protocolType": "SSH",
"useLocal": "NOT_APPLICABLE",
"id": "00000003-0000-0000-0000-000000000008",
"type": "aaasetting",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/

devicesettings/default/aaasettings/00000003-0000-0000-0000-000000000008"
}

}
],
"paging": {
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"prev": [],
"next": [],
"limit": 10,
"offset": 0,
"count": 2,
"pages": 0

}
}

ステップ 2 （オプション）表示範囲を限定するには、GET /devicesettings/default/aaasettings/{objId}を使用
して、HTTPS AAA設定オブジェクトのコピーを取得します。

PUTコールでは HTTPSオブジェクトのみ更新されます。SSHオブジェクトを更新する必要は
ありません。

この例では、HTTPSオブジェクトの IDは 00000003-0000-0000-0000-000000000007であるため、
curlコマンドは次のようになります。

curl -X GET --header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/devicesettings/
default/aaasettings/00000003-0000-0000-0000-000000000007'

応答本文は次のようになります。

{
"version": "ha4653ootep7z",
"name": "HTTPS",
"identitySourceGroup": {
"version": "cynutari5ffkl",
"name": "LocalIdentitySource",
"id": "e3e74c32-3c03-11e8-983b-95c21a1b6da9",
"type": "localidentitysource"

},
"description": null,
"protocolType": "HTTPS",
"useLocal": "NOT_APPLICABLE",
"id": "00000003-0000-0000-0000-000000000007",
"type": "aaasetting",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/

devicesettings/default/aaasettings/00000003-0000-0000-0000-000000000007"
}

ステップ 3 AAA管理アクセス用の JSONオブジェクト本文を作成します。

このコールで使用する JSONオブジェクトの例を次に示します。

{
"version": "ha4653ootep7z",
"name": "HTTPS",
"identitySourceGroup": {
"id": "0a7996ae-6e5b-11e8-bd65-dbab801c44b9",
"type": "radiusidentitysourcegroup",
"version": "7r572novdiyy",
"name": "radius-group"

},
"description": null,
"protocolType": "HTTPS",
"useLocal": "BEFORE",
"id": "00000003-0000-0000-0000-000000000007",
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"type": "aaasetting"
}

その属性は次のとおりです。

• version：HTTPSオブジェクトのバージョン。GETコールの応答本文でこの値を検索しま
す。

• name：オブジェクト名、HTTPS。GETコールの応答本文でこの値を検索します。

• identitySourceGroup：RADIUSサーバグループを特定します。サーバグループの作成（ま
たは GET /object/radiusidentitysourcegroupsコール）時に応答本文から id、version、および
nameの値を取得します。typeは、radiusidentitysourceである必要があります。

• [Description]：（オプション。）オブジェクトの説明。

• protocolType：このソースが適用されるプロトコル、HTTPS。

• useLocal：ローカル管理者ユーザアカウントを含む、ローカルアイデンティティソース
の使用方法。次のいずれかのオプションを入力します。

• [前（Before）]：最初にローカルソースに照らしてユーザ名とパスワードがチェック
されます。

• [後（After）]：外部ソースを利用できない場合、またはユーザアカウントが外部ソー
ス内で見つからない場合にのみローカルソースがチェックされます。

• [使用しない（Never）]：（非推奨）ローカルソースがまったく使用されないため、
[管理者（admin）]ユーザとしてログインできません。

[使用しない（Never）]を選択すると、[管理者（admin）]アカウントを使用
して Firepower Device Managerにログインしたり、APIを使用したりできな
くなります。RADIUSサーバが使用できなくなった場合またはRADIUSサー
バのアカウント設定が間違っている場合は、システムがロックされます。

注意

• id：HTTPSオブジェクトの ID値。GETコールの応答本文でこの値を検索します。

• type：オブジェクトタイプ、aaasetting。

ステップ 4 オブジェクトを PUTします。

たとえば、curlコマンドは次のようになります。URLの {objId}と JSONオブジェクト内の
aaasettingsオブジェクトの IDは同じである点に注意してください。

curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{
"version": "ha4653ootep7z",
"name": "HTTPS",
"identitySourceGroup": {
"id": "0a7996ae-6e5b-11e8-bd65-dbab801c44b9",
"type": "radiusidentitysourcegroup",
"version": "7r572novdiyy",
"name": "radius-group"

},
"description": null,
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"protocolType": "HTTPS",
"useLocal": "BEFORE",
"id": "00000003-0000-0000-0000-000000000007",
"type": "aaasetting"

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/devicesettings/
default/aaasettings/00000003-0000-0000-0000-000000000007'

ステップ 5 応答を確認します。

取得する応答コードは 200である必要があります。正常な応答本文は次のようになります。

{
"version": "ehxcytq4iccb3",
"name": "HTTPS",
"identitySourceGroup": {
"version": "7r572novdiyy",
"name": "radius-group",
"id": "0a7996ae-6e5b-11e8-bd65-dbab801c44b9",
"type": "radiusidentitysourcegroup"

},
"description": null,
"protocolType": "HTTPS",
"useLocal": "BEFORE",
"id": "00000003-0000-0000-0000-000000000007",
"type": "aaasetting",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/devicesettings/

default/aaasettings/00000003-0000-0000-0000-000000000007"
}

}

外部ユーザアクセスの確認
展開ジョブが完了したら、Firepower Device Managerと REST APIの両方への外部ユーザアク
セスをテストできます。

手順

ステップ 1 有効な cisco-av-pair属性を持つ外部ユーザ名を使用して、Firepower Device Managerにログイン
します。

ログインが成功すると、ページの右上にユーザ名と権限レベルが表示されます。

ステップ 2 外部ユーザの REST APIトークンを取得します。

ユーザがトークンを取得できる場合、そのユーザは、割り当てられた権限レベルに許可されて

いるリソースとメソッドを使用できます。

a) シンプルなパスワード付与トークンの場合は JSONオブジェクト本文を作成します。

{
"grant_type": "password",
"username": "radiusreadwriteuser1",
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"password": "Readwrite123!"
}

b) POST /fdm/tokenを使用して、トークンを取得します。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept:
application/json' -d '{

"grant_type": "password",
"username": "radiusreadwriteuser1",
"password": "Readwrite123!"

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/fdm/token'

c) 応答を評価して、トークンが付与されたことを確認します。

取得する応答コードは 200である必要があります。トークンを取得できることは、システ
ムがユーザを認証できたことを意味します。

{
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1Mjg4MjM

3MTAsInN1YiI6InJhZGl1c3JlYWR3cml0ZXVzZXIxIiwianRpIjoiMjk5Zj
Q5YjYtNmU2NC0xMWU4LWJkNjUtNmY0ZmVmYjY1MzI5IiwibmJmIjoxNTI4O
DIzNzEwLCJleHAiOjE1Mjg4MjU1MTAsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNB
dCI6MTUyODgyNjExMDg4OSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInV
zZXJVdWlkIjoiMjliMjBlNjctNmU2NC0xMWU4LWJkNjUtMzU4MmUwZjU5Yj
Q4IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX1JFQURfV1JJVEUiLCJvcmlnaW4iOiJwY
XNzd29yZCJ9.dtKsl9IB4ds3RAktEeaSuQy_Zs2SrzLr976UtblBt28",
"expires_in": 1800,
"token_type": "Bearer",
"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1Mjg4Mj

M3MTAsInN1YiI6InJhZGl1c3JlYWR3cml0ZXVzZXIxIiwianRpIjoiMjk5Z
jQ5YjYtNmU2NC0xMWU4LWJkNjUtNmY0ZmVmYjY1MzI5IiwibmJmIjoxNTI4
ODIzNzEwLCJleHAiOjE1Mjg4MjYxMTAsImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F
0IjoxNTI4ODI1NTEwODg5LCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cG
UiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiMjliMjBlNjctNmU2NC0xM
WU4LWJkNjUtMzU4MmUwZjU5YjQ4IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX1JFQURf
V1JJVEUiLCJvcmlnaW4iOiJwYXNzd29yZCJ9.Lc7MYmieNMMrjx7XoTiW-x
8Z8qFCnzfNM1apgbwLQvo",
"refresh_expires_in": 2400

}

ステップ 3 GET/object/usersを使用して、各ユーザに作成されているユーザオブジェクトを確認します。

Firepower Device Managerにログインする、またはアクセストークンを取得する新規ユーザの
ユーザオブジェクトは自動的に作成されます。展開ジョブを実行して、それらのユーザオブ

ジェクトを保存する必要があります。ハイアベイラビリティモードでは、ユーザがスタンバ

イ装置にログインする前に展開ジョブを実行する必要があります。

たとえば、curlコマンドは次のようになります。

curl -X GET --header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/users'

次の応答本文は、2人の外部ユーザがログインしたことを示しています。userRoleには、2人
のユーザアカウントに対して、RADIUSサーバに設定されている cisco-av-pairから取得した権
限が表示されています。この情報を使用して、RADIUSユーザアカウントを正しく設定してい
ることを確認します。adminユーザはローカルに定義されたユーザです。

{
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"items": [
{
"version": "h2vom4wckm2js",
"name": "radiusadminuser1",
"password": null,
"newPassword": null,
"userPreferences": {
"preferredTimeZone": "(UTC+00:00) UTC",
"colorTheme": "NORMAL_CISCO_IDENTITY",
"type": "userpreferences"

},
"userRole": "ROLE_ADMIN",
"identitySourceId": "0a7996ae-6e5b-11e8-bd65-dbab801c44b9",
"userServiceTypes": [
"MGMT"

],
"id": "150d9754-6e63-11e8-bd65-ed9b20f62114",
"type": "user",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/

object/users/150d9754-6e63-11e8-bd65-ed9b20f62114"
}

},
{
"version": "p4rgwcjr5colj",
"name": "admin",
"password": null,
"newPassword": null,
"userPreferences": {
"preferredTimeZone": "(UTC-07:00) America/Los_Angeles",
"colorTheme": "NORMAL_CISCO_IDENTITY",
"type": "userpreferences"

},
"userRole": "ROLE_ADMIN",
"identitySourceId": "e3e74c32-3c03-11e8-983b-95c21a1b6da9",
"userServiceTypes": [
"MGMT"

],
"id": "5023d3ab-6dc5-11e8-b9ed-db6dba9bf94c",
"type": "user",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/

object/users/5023d3ab-6dc5-11e8-b9ed-db6dba9bf94c"
}

},
{
"version": "ngx7a2dixngoq",
"name": "radiusreadwriteuser1",
"password": null,
"newPassword": null,
"userPreferences": {
"preferredTimeZone": "(UTC+00:00) UTC",
"colorTheme": "NORMAL_CISCO_IDENTITY",
"type": "userpreferences"

},
"userRole": "ROLE_READ_WRITE",
"identitySourceId": "0a7996ae-6e5b-11e8-bd65-dbab801c44b9",
"userServiceTypes": [
"MGMT"

],
"id": "29b20e67-6e64-11e8-bd65-3582e0f59b48",
"type": "user",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/
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object/users/29b20e67-6e64-11e8-bd65-3582e0f59b48"
}

}
],
"paging": {
"prev": [],
"next": [],
"limit": 10,
"offset": 0,
"count": 3,
"pages": 0

}
}
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第 6 章

メソッドとリソースの使用

次のトピックではさまざまなメソッドとリソースを使用する一般的な方法を説明します。

•メソッドの試行と結果の解釈（39ページ）
• GET：システムからのデータの取得（41ページ）
• POST：新しいオブジェクトの作成（43ページ）
• PUT：既存のオブジェクトの変更（45ページ）
• DELETE：ユーザが作成したオブジェクトの削除（48ページ）

メソッドの試行と結果の解釈
APIエクスプローラを使用すると、さまざまなメソッドをテストすることができます。このト
ピックでは、一般的なプロセスについて、システムが返す応答の説明とともに説明します。メ

ソッドに関連する具体的なテクニックは、各メソッドタイプのトピックを参照してください。

各メソッド/リソースの [試してみよう!（Try ItOut!）]ボタンにより、システムと直接対話しま
す。GETは、実際のデータを取得し、POST/PUTは実際のリソースを作成または変更し、
DELETEは実際のオブジェクトを削除します。変更はすぐには展開されませんが、システムで
実際の設定変更を行っています。変更をアクティブにするには、POST/operational/deployリソー
スを使用して展開ジョブを開始します。

メソッド/リソースを開くと、[応答メッセージ（ResponseMessage）]セクションの後に、[試し
てみよう!（Try It Out!）]ボタンを見つけることができます。メソッド/リソースによっては、
テストするにはオブジェクト IDを入力する必要があります。この場合、通常、まず親リソー
スで GETを実行する必要があります。詳細については、オブジェクト ID（objId）と親 IDの
検索（8ページ）を参照してください。

POST/PUTでも、JSONモデルに必要な値を入力する必要があります。

[試してみよう!（Try It Out!）]をクリックした後、APIエクスプローラは、ボタンの後のペー
ジに結果を追加します。この応答には次のセクションが含まれます。
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Curl

呼び出しを行うために使用される curlコマンド。たとえば、GET /object/networksリソー
スで [試してみよう!（Try It Out!）]をクリックすると、次のようなメッセージが返されま
す。パスの要素「v」は、新しいバージョンの APIによって変わります。

curl -X GET --header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks'

これには [認証：べアラー（Authorization: Bearer）]ヘッダーは含まれません。これはクラ
イアントからの API呼び出しで必要になります。

（注）

要求 URL

要求を行うクライアントから発行するURLです。たとえば、GET /object/networksの場合：

https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks

レスポンスボディ

システムがクライアントに返すオブジェクト。リソースに複数のオブジェクト

（/object/networkなど）を含めることができる場合、GET要求でアイテムのリストを取得
します。POST/PUT/DELETEの応答は、ほとんど単一のオブジェクトです。

返される特定のコンテンツは、リソースモデルに基づきます。たとえば、GET
/object/networksは次のような各オブジェクトを含む、オブジェクトのリストを返します
（最初のアイテムのリストも表示されます）。リンク/自己値は、このオブジェクトを参
照するために使用する URLを示すことに注意してください。オブジェクト IDは URLに
含まれます。

{
"items": [
{
"version": "900f8558-7d19-11e7-bf7b-3dcaf0c58345",
"name": "AIM_SERVERS-205.188.1.132",
"description": null,
"subType": "HOST",
"value": "205.188.1.132",
"isSystemDefined": true,
"id": "900fac69-7d19-11e7-bf7b-d9417b20e59e",
"type": "networkobject",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/

object/networks/900fac69-7d19-11e7-bf7b-d9417b20e59e"
}

},

GET要求もページングのセクションに含まれます。これはGET：システムからのデータの
取得（41ページ）で説明されています。
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レスポンスコード

HTTP呼び出しの数値HTTPステータスコードが返されます。これらは、標準のHTTPス
テータスコードで、RFCやウィキペディア
（https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codesなど）で検索できます。たとえば、
200 (OK)は、GET/PUT/POST呼び出しの成功を示し、204はDELETE呼び出しの成功を示
します。

レスポンスヘッダー

HTTP応答のパケットヘッダーです。たとえば、GET /object/networksには、次のような
ヘッダーがあります。

{
"date": "Thu, 10 Aug 2017 19:19:16 GMT",
"content-encoding": "gzip",
"x-content-type-options": "nosniff",
"transfer-encoding": "chunked",
"connection": "Keep-Alive",
"vary": "Accept-Encoding",
"x-xss-protection": "1; mode=block",
"pragma": "no-cache",
"server": "Apache",
"x-frame-options": "SAMEORIGIN",
"strict-transport-security": "max-age=31536000 ; includeSubDomains",
"content-type": "application/json;charset=UTF-8",
"cache-control": "no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate",
"accept-ranges": "bytes",
"keep-alive": "timeout=5, max=99",
"expires": "0"

}

GET：システムからのデータの取得
デバイスから情報を読み取るには、GETメソッドを使用します。

リソースに複数のオブジェクトが含まれている可能性がある場合は、応答でオブジェクトのリ

ストを取得します。URLにクエリパラメータを含めて、返されるオブジェクトの数を制御す
ることができます。デフォルトでは、オブジェクトリストの先頭から 10個のオブジェクトが
返されます。

次の手順では、APIエクスプローラで GETコールを使用する一般的なアプローチを説明しま
す。APIクライアントのコード例を使用します。

手順

ステップ 1 APIエクスプローラでGETメソッドを開きます（最初に、グループを開いてメソッドとリソー
スを参照します）。

ステップ 2 使用するメソッドがURL内にオブジェクトまたは親の IDを必要とする場合は、親メソッドを
使用して必要な IDを取得します。
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たとえば、GET /objects/networks/{objId}は特定のオブジェクトの IDを必要とします。GET
/objects/networksメソッドを使用してネットワークオブジェクトのリストを取得し、調べるオ
ブジェクトの id値を探します。この場合、GET /object/networksコールで返される情報は GET
/objects/network/{objId}の場合と同じになることに注意してください。オブジェクト ID（objId）
と親 IDの検索（8ページ）を参照してください。

ステップ 3 Parametersセクションで、以下のオプションを設定します。

• objId：オブジェクト IDは、URL内で必要な場合は常に必要です。たとえば、
900fac69-7d19-11e7-bf7b-d9417b20e59eです。

• parentId：親 IDはオブジェクト IDと同等ですが、単に階層内で高い位置にある親に対す
るものです。たとえば、GET /policy/intrusionは侵入ポリシーのリストを返しますが、GET
/policy/intrusion/{parentId}/intrusionrulesはそれらのポリシーの 1つで定義されているルール
を返します。親 IDは GET /policy/intrusionから取得します。

• offset：複数のオブジェクトをサポートするリソースの場合、オブジェクトを返すのを開
始するリスト内の位置。デフォルトは 0で、リストの先頭を示します。

• limit：応答で返されるオブジェクトの最大数。デフォルトは 10です。

• sort：応答で返されるオブジェクトを並べ替える方法。デフォルトの並べ替え順は、name
値でアルファベット順です。並べ替え順を変更するには、並べ替えに使用するリソース内

の属性の名前を入力します。たとえば、ネットワークオブジェクトで sort=valueを使用す
ると、value属性（つまり IPアドレス）で並べ替えることができます。逆順に並べ替える
には、マイナス記号を含めます（例：sort=-name）。

• filter（一部のリソースでは使用不可）：フィルタ条件に一致する項目のみを返します。
フィルタ値の形式は {キー}{演算子}{値}で、キーは属性名、値はフィルタに使用する文
字列です。項目間にスペースはありません。フィルタ処理できるフィールドは、APIエク
スプローラの filterパラメータの説明に一覧表示されています。フィールドはオブジェク
トごとに異なります。複数フィールドのフィルタリングをサポートしているオブジェクト

の場合、複数の値をセミコロン（;）で区切って filterパラメータに含めることができま
す。たとえば、GET /policy/intrusionpolicies/{parentId}/intrusionrulesの gid:1;sid:105をフィル
タ処理できます。使用可能な演算子は次のとおりです。

• :：等号。たとえば、filter=name:Canadaです。

• !：不等号。たとえば、filter=name!Canadaです。

• ~：類似。たとえば、filter=name~Unitedです。

• time_duration（トレンドレポートの場合にのみ使用可能）：過去何秒間までのレポート
を含めるか。たとえば、1800は過去 30分のレポートを返します。

{objId}および {parentId}は URLパスの一部ですが、offset、limit、sort、filter、
includeHitCounts、および time_durationのパラメータは、URLの末尾に ?文字に続
けて追加します。

（注）

ステップ 4 [試してみよう!（Try It Out!）]ボタンをクリックし、応答を調べます。
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コールが成功すると（戻りコード 200）、応答本文にはコールの内容に応じて 1つのオブジェ
クトまたはオブジェクトのリストが含まれています。応答の一般的な構造と内容については、

メソッドの試行と結果の解釈（39ページ）を参照してください。

GET要求にはページングセクションが含まれています。コールで返されたオブジェクトより
多くのオブジェクトが存在する場合、prevおよび nextの値はその前または後のオブジェクト
セットを取得する方法を示しています。count値はオブジェクト全体の数を示しています。limit
値は応答で返される項目数を示しています。offset値は返されるオブジェクトの開始位置を示
しており、0はリストの先頭を示しています。

"paging": {
"prev": [],
"next": [
"https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks?limit=10&offset=10"

],
"limit": 10,
"offset": 0,
"count": 22,
"pages": 0

}

POST：新しいオブジェクトの作成
あるリソースタイプの新しいオブジェクトを作成するには、POSTメソッドを使用します。た
とえば、POSTを使用して新しいネットワークオブジェクトを作成します。

次の手順では、APIエクスプローラで POSTコールを使用する一般的なアプローチを説明しま
す。APIクライアントのコード例を使用します。

手順

ステップ 1 APIエクスプローラで POSTメソッドを開きます（最初に、グループを開いてメソッドとリ
ソースを参照します）。

ステップ 2 [応答クラス（Response Class）]見出しで [モデル（Model）]をクリックし、リソース属性の
データ型および値について読みます。

ステップ 3 [パラメータ（Parameters）]見出しの下で、以下のオプションを設定します（設定可能な場
合）。

• [parentId]：このオブジェクトを含む親オブジェクトの ID。たとえば、SSLルールを追加す
る場合は、SSL復号ポリシーの ID。

• [at]：番号付きリストでオブジェクトを編成する親に属するオブジェクト（SSL復号ポリ
シーなど）の場合は、その場所をオブジェクトに挿入します。整数を使用して場所を示し

ます（リストの先頭は 0）。デフォルトでは、新しいオブジェクトはリストの最後に追加
されます。
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{objId}と {parentId}はURLパスの一部ですが、atパラメータはURLの末尾に ?文字
に続けて追加します。

（注）

ステップ 4 また、[パラメータ（Parameters）]見出しの下で、bodyパラメータの [データ型（DataType）]>
[サンプル値（Example Value）]列に表示される JSONモデルをクリックします。

このボックスをクリックすると、JSONモデルが bodyパラメータの [値（Value）]列にロード
されます。たとえば、POST /object/networksリソースのボックスをクリックすると、次の本文
がロードされます。

{
"name": "string",
"description": "string",
"subType": "HOST",
"value": "string",
"type": "networkobject"

}

ステップ 5 body JSONオブジェクト属性の必須値を入力します。

列挙値の場合は、必ず [応答クラス（ResponseClass）] > [モデル（Model）]で許可される値を
確認してください。たとえば、値を入力して [subType]のデフォルト値を変更することにより、
サブネット（ホストではない）アドレスのネットワークオブジェクトを作成できます。

{
"name": "new_network_object",
"description": "A subnet object created using the REST API.",
"subType": "NETWORK",
"value": "10.100.10.0/24",
"type": "networkobject"

}

ステップ 6 [試してみよう!（Try It Out!）]ボタンをクリックし、応答を調べます。

システムの更新に使用されるcurlコマンドを調べます。追加のヘッダーに注意してください。
APIクライアントを作成するときは、これらのヘッダーフィールドと値も含める必要がありま
す。たとえば、サンプルオブジェクトを作成するための curlコマンドは次のとおりです。
Content-Typeヘッダーと Acceptヘッダーに注意してください。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' -d '{ \
"name": "new_network_object", \
"description": "A subnet object created using the REST API.", \
"subType": "NETWORK", \
"value": "10.100.10.0/24", \
"type": "networkobject" \

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks'

コールが成功すると（戻りコード 200）、応答本文には作成した完全なオブジェクトが含まれ
ています。これには、 versionや idなどのその他のシステム生成値も含まれています。バー
ジョンおよび IDの値は、その後オブジェクトを変更するために PUTを使用する場合に必要に
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なるため、特に重要です。応答の一般的な構造と内容については、メソッドの試行と結果の解

釈（39ページ）を参照してください。

応答本文には、作成したオブジェクトの URLである links/self値も含まれています。たとえ
ば、サンプルオブジェクトの応答本文は次のとおりです。

{
"version": "f6d8da48-7ed5-11e7-9bfd-d96183b5f5f1",
"name": "new_network_object",
"description": "A subnet object created using the REST API.",
"subType": "NETWORK",
"value": "10.100.10.0/24",
"isSystemDefined": false,
"id": "f6d8da49-7ed5-11e7-9bfd-27136f5686ad",
"type": "networkobject",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks/

f6d8da49-7ed5-11e7-9bfd-27136f5686ad"
}

}

PUT：既存のオブジェクトの変更
既存のオブジェクトの属性を変更するには、PUTメソッドを使用します。たとえば、PUTを
使用して、既存のネットワークオブジェクトに含まれているアドレスを、オブジェクトの ID
を変更せずに変更します。

PUTメソッドはオブジェクト全体を置き換えます。単に1つの属性を変更することはできませ
ん。したがって、保存する古い値が JSONオブジェクトに含まれていることを確認する必要が
あります。

次の手順では、APIエクスプローラで PUTコールを使用する一般的なアプローチを説明しま
す。APIクライアントのコード例を使用します。

始める前に

オブジェクトの既存の状態のコピーを取得するには、親リソースに対して GETメソッドを使
用します（GET：システムからのデータの取得（41ページ）を参照）。

少なくとも以下のパラメータに対する正しい値、および変更しないユーザ指定値が必要です。

• version

• id
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手順

ステップ 1 APIエクスプローラでPUTメソッドを開きます（最初に、グループを開いてメソッドとリソー
スを参照します）。

ステップ 2 [パラメータ（Parameters）]見出しの下で、以下のオプションを設定します。

• [objId]：オブジェクトの id値。たとえば、900fac69-7d19-11e7-bf7b-d9417b20e59eです。

• [parentId]：別のオブジェクト内にあるオブジェクトの場合、このオブジェクトを含む親オ
ブジェクトの ID。たとえば、SSLルールを変更する場合は、SSL復号ポリシーの ID。

• [at]：番号付きリストでオブジェクトを編成する親に属するオブジェクト（SSL復号ポリ
シーなど）の場合は、その場所をオブジェクトに挿入します。整数を使用して場所を示し

ます（リストの先頭は 0）。デフォルトでは、オブジェクトはリストの最後に挿入されま
す。

{objId}と {parentId}はURLパスの一部ですが、atパラメータはURLの末尾に ?文字
に続けて追加します。

（注）

ステップ 3 また、[パラメータ（Parameters）]見出しの下で、bodyパラメータの [データ型（DataType）]>
[サンプル値（Example Value）]列に表示される JSONモデルをクリックします。

このボックスをクリックすると、JSONモデルが bodyパラメータの [値（Value）]列にロード
されます。たとえば、PUT /object/networksリソースのボックスをクリックすると、次の本文が
ロードされます。これは、同じリソースに対するPOSTバージョンとは少し異なっていること
に注意してください。PUT本文には version属性が含まれています。

{
"version": "string",
"name": "string",
"description": "string",
"subType": "HOST",
"value": "string",
"type": "networkobject"

}

ステップ 4 body JSONオブジェクト属性の必須値を入力します。

変更しない古い値を必ず複製してください。

列挙値の場合は、必ず [応答クラス（ResponseClass）] > [モデル（Model）]で許可される値を
確認してください。オブジェクトを別のサブタイプに変更する場合を除き、古い値を繰り返し

使用します。たとえば、ネットワークオブジェクトのデフォルトの PUTモデルでは subType
は HOSTですが、サブネットオブジェクトを変更する場合は必ず subTypeを NETWORKに変
更します。

たとえば、ネットワークオブジェクト内のサブネット IPアドレスを更新するには、valueを除
くすべての属性の古い値をすべて繰り返し使用します。新しいサブネットアドレスを valueに
入力します。
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{
"version": "f6d8da48-7ed5-11e7-9bfd-d96183b5f5f1",
"name": "new_network_object",
"description": "A subnet object created using the REST API.",
"subType": "NETWORK",
"value": "10.100.11.0/24",
"type": "networkobject",

}

ステップ 5 [試してみよう!（Try It Out!）]ボタンをクリックし、応答を調べます。

システムの更新に使用されるcurlコマンドを調べます。追加のヘッダーに注意してください。
APIクライアントを作成するときは、これらのヘッダーフィールドと値も含める必要がありま
す。たとえば、サンプルオブジェクトを更新するための curlコマンドは次のとおりです。
Content-Typeヘッダーと Acceptヘッダーに注意してください。

curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' -d '{ \

"version": "f6d8da48-7ed5-11e7-9bfd-d96183b5f5f1", \
"name": "new_network_object", \
"description": "A subnet object created using the REST API.", \
"subType": "NETWORK", \
"value": "10.100.11.0/24", \
"type": "networkobject" \

}' 'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/
networks/f6d8da49-7ed5-11e7-9bfd-27136f5686ad'

コールが成功すると（戻りコード 200）、応答本文には更新した完全なオブジェクトが含まれ
ています。バージョン値は変更されますが、オブジェクト IDは（したがって link/selfも）同
じままです。オブジェクトを変更するたびに、バージョンが変更されます。応答の一般的な構

造と内容については、メソッドの試行と結果の解釈（39ページ）を参照してください。

たとえば、サンプルオブジェクト更新の応答本文は次のとおりです。

{
"version": "96f5f3cc-7ede-11e7-9bfd-9b7d8a92863f",
"name": "new_network_object",
"description": "A subnet object created using the REST API.",
"subType": "NETWORK",
"value": "10.100.11.0/24",
"isSystemDefined": false,
"id": "f6d8da49-7ed5-11e7-9bfd-27136f5686ad",
"type": "networkobject",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/networks/

f6d8da49-7ed5-11e7-9bfd-27136f5686ad"
}

}
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DELETE：ユーザが作成したオブジェクトの削除
自分または別のユーザが作成したオブジェクトを削除するには、DELETEメソッドを使用しま
す。たとえば、不要になったネットワークオブジェクトを削除するには、DELETEを使用し
ます。

システム定義オブジェクトや存在する必要があるオブジェクトは削除できません。

また、アクセスルールで使用されているネットワークオブジェクトなど、別のオブジェクト

によって現在使用されているオブジェクトも削除できません。使用中のオブジェクトについて

は、そのオブジェクトを使用しているすべてのオブジェクトを変更してからそのオブジェクト

を削除します。

次の手順では、APIエクスプローラでDELETEコールを使用する一般的なアプローチを説明し
ます。APIクライアントのコード例を使用します。

始める前に

オブジェクトの既存の状態のコピーを取得するには、親リソースに対して GETメソッドを使
用します（GET：システムからのデータの取得（41ページ）を参照）。

オブジェクトを削除するには、オブジェクト ID（id値）が必要です。

手順

ステップ 1 APIエクスプローラでDELETEメソッドを開きます（最初に、グループを開いてメソッドとリ
ソースを参照します）。

ステップ 2 [パラメータ（Parameters）]見出しの下で、オブジェクトの [id]値を [objId]フィールドに入力
します。たとえば、f6d8da49-7ed5-11e7-9bfd-27136f5686adです。

該当オブジェクトがコンテナ内に存在する場合は、親オブジェクトの IDも [parentId]フィール
ドに入力する必要があります。

ステップ 3 [試してみよう!（Try It Out!）]ボタンをクリックし、応答を調べます。

システムからオブジェクトを削除するために使用する curlコマンドを調べます。追加のヘッ
ダーに注意してください。APIクライアントを作成するときは、これらのヘッダーフィールド
と値も含める必要があります。たとえば、サンプルオブジェクトを削除するための curlコマ
ンドは以下のとおりです。Acceptヘッダーに注意してください。

curl -X DELETE --header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/object/
networks/f6d8da49-7ed5-11e7-9bfd-27136f5686ad'

コールが成功すると（戻りコード204「コンテンツがありません」）、空の応答本文を受け取
ります。これは予期されている結果です。
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第 7 章

設定変更の導入

POST、PUT、およびDELETEの各コールは FTDデバイスを直接更新しますが、すぐにはアク
ティブになりません。デバイスがトラフィック処理時に新しい設定を使用するためには、設定

変更を展開する必要があります。

手順

ステップ 1 Deploymentグループで POST /operational/deployリソースを使用して、展開を開始します。

たとえば、curlコマンドは、次のようになります。

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/operational/deploy'

ステップ 2 応答を評価して、展開ジョブがキューに入ったことを確認します。

正常な応答（ステータスコード 200）は次のようになります。状態に注意してください。

{
"id": "62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49",
"statusMessage": null,
"statusMessages": null,
"modifiedObjects": {},
"cliErrorMessage": null,
"queuedTime": 1530036705491,
"startTime": -1,
"endTime": -1,
"state": "QUEUED",
"name": "User (admin) Triggered Deployment",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/operational/deploy/

62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49"
}

}

cliErrorMessageおよび nameは API v2で追加された属性で、v1の応答には含まれて
いません。

（注）
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ステップ 3 GET /operational/deploy/{objId}リソースを使用して、ジョブのステータスを確認します。

たとえば、curlコマンドは、次のようになります。

curl -X GET --header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/v2/operational/deploy/
a7a227fb-82ab-11e7-8186-0dc471ff0672'

応答は次のようになります。状態 DEPLOYEDが、ジョブが正常に完了したことを示している
ことに注意してください。modifiedObjectsパラメータは、展開ジョブで変更されたオブジェク
トを表示します。この場合、new-networkという名前のネットワークオブジェクトに対する 1
つの変更があります。

{
"id": "62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49",
"statusMessage": "Deployed Successfully",
"statusMessages": [
"Deployed Successfully"

],
"modifiedObjects": {
"NetworkObject": [
"new-network"

]
},
"cliErrorMessage": null,
"queuedTime": 1530036705491,
"startTime": 1530036705924,
"endTime": 1530036822612,
"state": "DEPLOYED",
"name": "User (admin) Triggered Deployment",
"links": {
"self": "https://ftd.example.com/api/fdm/v2/operational/deploy/

62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49"
}

}
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第 8 章

詳細および例については、を参照してくだ

さい。

Bashコールと Pythonコードの例を含むリソースの追加の参照情報を、以下のサイトで確認で
きます。

https://developer.cisco.com/site/ftd-api-reference/

サイトには、使用しているAPIのバージョンを選択するためのメニューが含まれています。正
しい参照情報を表示するには、適切なバージョンを選択してください。

また、サイトには APIを使用する際に表示される、すべての一意のエラーコードとメッセー
ジのリストも含まれています。
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