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本文書の著作権はZiFiSenseに帰属します。事前にZiFiSenseの書面による許

可を得ることなく、いかなる方式でも複製してはなりません。  

 

免責声明 

ZiFiSenseが本製品に変更を加えた場合、あらためて通知を差し上げませんこ

とをお許しください。ZiFiSenseが提供する情報は正確かつ信頼できるものです。

ただし、ZiFiSenseはその使用及びその使用による特許又は第三者の権利の侵害

に対して、責任を負いません。その他の特許使用許諾を得ていないものは、Zi

FiSenseの特許所有権の範囲内と見做されます。 
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一、 アクセスガイド 

1．統一リクエスト前置パス：http://ip:port/teamcms/ws/ 

               (ZETA Cloud Platformサービスご利用の場合) 

https://www.zeta cloud.com:25455/teamcms/ws/ 

 

2．インターフェース呼び出しトークンACCESS_TOKEN 

リクエスト方式:：GET 

認証：api_keyとapi_secretは「ZETA情報管理プラットフォーム」--権限リスト--企業情報から照会

できる。 

署名：api_keyはapi_secretを使用して、HmacSHA1署名を行い、詳細情報は署名javaソースコードで

調べる。 

パス： 

auth_v1/auth_token/query/getWanAccessToken?api_key=API_KEY&signal=署名値 

正しい結果パラメータ説明：(有効時間は5分) 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）：{"data":[{"access_token":"4bf21b8e6b7c4c0298

1dea00fd4b4227"}],"errmsg":"","status":0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[],"errmsg":"SERVER ERROR,TRY AGAIN LATER!","status": -1,"ts": 1475893800} 

 

3．暗号化・符号化の説明 

すべてのリターン結果に暗号化処理は行わない、暗号化・復号化処理をする必要があるのはリクエ

ストパラメータのみ。Java開発の場合、パスワード拡張子無制限許可ポリシーファイルが追加され

ていない場合、暗号化長エラーが報告される。解決策については、付録を参照してください。 

 

Postリクエスト：bodyパラメータは、json変換をした後、AES/CFB8/NoPaddingの暗号化をする必

要があり、key値はsecret_keyとし、偏移量为：オフセット量は16桁のランダムな文字列とする。次

に、base64のコーディングを行い、コーディングする内容はオフセット量+json暗号化後の文字列

とする。 

 
Getリクエスト：urlパラメータQueryParams、access_token以外は、AES/CFB8/NoPaddingの暗号化

をする必要があり、key値はsecret_keyとし、オフセット量は16桁のランダムな文字列とする。次

に、base64のコーディングを行い、コーディングする内容はオフセット量+暗号化後の文字列とす

る。 

パラメータ 種別 記入必須 説明 

access_token String(32)     True Access_token認証コード 
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暗号化詳細情報及びそのサンプルを参照：java暗号化・復号化ソースコード 

 

4．リターンパラメータ説明 

 

5．インターフェースリターンコード説明 

 

二、 コールインターフェース 

1． モジュール 

➢ デバイスリスト取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

data Array True 実行正確時のリターンデータ 

クエリ操作：リターンデータ結果リスト 

制御操作：リターン命令のメッセージ番

号 

errmsg String True 実行エラー時のエラー説明 

status Int True インターフェース実行、リターンコード 

ts Long True リターン時間：秒unixタイムスタンプ 

リターンコード 説 明 

-1 サーバ内部エラー、しばらくしてからもう一度お試しください 

0 リクエスト成功、正確なリターン 

10000 認証失敗、ユーザー名又はパスワードエラー 

10001 リクエストパラメータエラー 

10002 access_tokenパラメータを含まない 

10003 Access_token時間切れ又はエラー 

10004 コマンド送信失敗 
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パス： 

/zeta_v1/wan_ms/query/{api_key}/getMsList?access_token=ACCESS_TOKEN 

正しい結果パラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{“data":[{"uid":"abcd1110"},{"uid":"ab511119"},...],"errmsg":"","status":0,"ts":175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ デバイス詳細情報取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getMsDetail?access_token=ACCESS_TOKEN 

正しい結果パラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"uid":"abcd1110","alias": "テレビ","longitude":101.125,"latitude": 45.202,"addr":"福建厦門集美

海鳳路106号頂斌大厦","companyname": "厦門縦行信息科技有限公司","authkey": "2bf1","devicetype": 

“水圧計",”warnflag”:0}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 

alias String True モジュールエイリアス 

longitude Decimal True 経度 

latitude Decimal True 緯度 

addr String True アドレス 

companyname String True 企業名称 

authkey String(8) True アクセス承認暗号鍵 

keeloqKey  String(16)  True デバイスの暗号化と復号化キー 

devicetype String True モジュール種別 

devCode Int True モジュール種別コード 

devVersion  Int True デバイスのバージョン番号 

warnflag Int True アラームスイッチ   

0：アラーム；1：アラームなし 
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➢ デバイス状態取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getMsStatus?access_token=ACCESS_TOKEN 

 

正しい結果パラメータ説明： 

パラメータ 種 別 記入必

須 

説 明 

uid String(8) True デバイスID 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

moteuid String(8) True モートID 

netid String(4) True ネットワーク番号 

regnumber Int True 登録番号 

regreson String True 登録理由 

softversion String True ソフトウェアバージョン 

status Int True 登録状態 

type Int True 登録種別 

battery Float True 電気量 

uprssi Int True アップリンクRSSI 

downrssi Int True ダウンリンクRSSI 

downmode Int True ダウンリンクモード 

sleepmode String True スリープモードを登録する  

on:オン 

off:オフ 

updata String True アップリンクデータ 

downdata String True ダウンリンクデータ 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムス

タンプ 

lasttime Datetime True 最新ダウンリンクデータ時間（サーバー

のタイムゾーン時間） 

lasttimeStamp Long True 最新ダウンリンクデータ時間の秒タイム

スタンプ 

linktime Datetime True 最新登録時間（サーバーのタイムゾーン

時間） 

linktimeStamp Long True 最新登録時間の秒タイムスタンプ 

heartbeattime Datetime True 最新ハートビート時間（サーバーのタイ

ムゾーン時間） 

heartbeattimeStamp Long True 最新ハートビート時間の秒タイムスタン
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登録理由説明： 

プ 

uploadtime Datetime True 最新アップリンクデータ時間（サーバー

のタイムゾーン時間） 

uploadtimeStamp Long True 最新アップリンクデータ時間秒タイムス

タンプ 

warning Int True アラームの状態: 

0:正常 1: アラーム中  

offlinemb Int True オフライン/オンライン: 

0:オンライン 1: オフライン 

downflag Int True ダウンライン状態: 

-1: 実行待ち 0: 成功 1: 失敗 

upgradestatus Int True アップグレードの状態: 

0: アップグレードしない 

1: アップグレードが開始され、フィード

バック待ち 

2: アップグレード成功 

3: アップグレード失敗 

upgradetime Datetime True 最新のアップグレード時刻 (サーバー タ

イム ゾーン時刻) 

upgradetimeStamp Long True 最新のアップグレード時刻の秒単位のタ

イムスタンプ 

groupid1 Long True グループ番号 1 

groupid2 Long True グループ番号 2 

groupid3 Long True グループ番号 3 

groupid4 Long True グループ番号 4 

groupid5 Long True グループ番号 5 

reregistrationAlarm Int True 再登録の回数が多すぎるアラーム状態: 

0:正常 1: アラーム 

reconnected Int True 再接続状態: 

0: 接続正常 

1: 再接続待ち 

regFailRate Int True 登録失敗率 

uplinkLoseRate Int True アップリンク失敗率 

downlinkLoseRrate Int True ダウンリンク失敗率 

説 明 コード 

再起動 reboot 

データ送信失敗で再登録 send 

ダウンリンク操作で再登録 request 

上位ネットワーク番号回収で再登録 recycle 

ネットワーク調整で再登録 adjust 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）：                                                                 

{"data":[{"uid": "ABCDE1110","msguid": "F0000011","apuid": "D0000011","moteuid": "E0000011","neti

d": "0120","regnumber": 1,"regreson": "reboot","softversion": "2","status": 1,"type": 2,"battery": 3.202,"

uprssi": 32,"downrssi": 25,"downmode": "sniff-on","updata": "a1110","downdata": "0f0212","aptime": 

"2016-10-10 12:02:12","aptimeStamp": 

1476072132,"lasttimeStamp":1476072132,"linktimeStamp":1476158532,"heartbeattimeStamp": 147875

2332,"uploadtimeStamp": 1476158532,"lasttime": "2016-10-10 12:02:12", 

"linktime": "2016-10-11 12:02:12","heartbeattime": "2016-11-10 12:32:12","uploadtime": "2016-10-1

1 12:02:12","warning": 1,"offlinemb": 1,"downflag": 0,"upgradestatus": 1,"upgradetime": "2016-10-11 

12:02:12","upgradetimeStamp": 1476158532,"groupid1": 11,"groupid2": 12,"groupid3": 13,"groupid4": 

14,"groupid5": 15,"reregistrationAlarm": 1,"reconnected": 1,"regFailRate": 6,"uplinkLoseRate": 7,"down

linkLoseRrate": 8}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 時間に基づいてアップロードデータ取得 

リクエスト方式:：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getMsUploadDataByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可する）： 

 

正しい結果パラメータ説明： 

同期外れで再登録 sync 

再送信ネットワーク番号 resend 

上位が非登録状態で再登録 unreg 

上位キャッシュ失敗で再登録 cache 

アナウンス同期外れで再登録 outsync 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

msguid String(8) True アクセスポイントホスト ID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

updata String True アップリンクデータの内容 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"objectid": “154adf558a45a8f548f45a548d566a45”,"msguid": "F0000011","apuid":"D000001

1","updata": "abcd1110","aptime":”2016-10-10 12:02:12”,"uptime": "2016-10-10 12:02:12"},{"objectid

": “254adf55fa45a8f548f45a548d566a45”,"msguid": "F0000011","apuid":"D0000011","updata": "abcd1

123","aptime":”2016-10-10 13:02:11”,"uptime": "2016-10-10 13:02:11"},...],"errmsg": "","status": 0,"ts

": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 時間に基づいてハートビートデータ取得 

リクエスト方式:：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getMsHeartBeatByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可する）： 

 

正しい結果パラメータ説明： 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理の秒タイムスタン

プ 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の報告秒タイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

battery Float True 電気量 

uprssi Int True アップリンクRSSI 

downrssi Int True ダウンリンクRSSI 

downmode Int True ダウンリンクモード 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムゾ
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"objectid": “54a54841f5484a5484s5484s54841abc”,"msguid": "F0000011","apuid":"D000001

1","battery": 58.52,"uprssi": -31,"downrssi": -25,"downmode": "sniff-on","uptime": "2016-10-10 11:21:

23","uptime": "2016-10-10 11:21:25"},{"objectid": “54a54841f5484a5484s5484s54841aba”,"msguid": 

"F0000011","apuid":"D0000011","battery": 58.52,"uprssi": -31,"downrssi": -25,"downmode": "sniff-on",

"uptime": "2016-10-10 11:22:23","uptime": "2016-10-10 11:22:25"},...],"errmsg": "","status": 0,"ts": 1

75907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 時間に応じてダウンリンクコマンドレコード取得 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス：/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getMsCtlHistoryByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可）： 

 

正しい結果パラメータ説明： 

ーン 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の報告秒タイムスタンプ 

sleepmode String True スリープモードを登録する  

on:オン 

off:オフ 

regFailRate Int     True 登録失敗率 

uplinkLoseRate Int     True アップリンク失敗率 

downlinkLoseRate Int     True ダウンリンク失敗率 

zetagProtocol String(8)     false zetag のバージョン番号 

frameType Int     false フレームの種類 

zetagData String     false Zetag データ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

uid String(8) True 設備ID 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 
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コマンドタイプ説明： 

実行状態説明： 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

type Int True コマンドタイプ 

status Int True 実行ステータス 

downtime Datetime True コマンドの発行時間（サーバーのタイム

ゾーン時間） 

downtimeStamp Long  True コマンドの発行時間の秒タイムゾーン 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムゾ

ーン 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の報告秒タイムスタンプ 

downdata String True ダウンリンクデータフィールドコマンド

の内容 

説 明 コード 

再起動 5 

再登録 6 

リクエストクロック同期 7 

トランスペアレント伝送データ 8 

デバイス認証情報設定 15 

ダウンリンクモード選択 16 

スリープモードの切り替え 17 

キャリアセンス信号強度のしきい値設定 18 

APP側プログラムのリセット 19 

登録アクセスポイント指定 20 

登録モート指定 21 

指定登録リストクリア 22 

ダウンリンク有効時間設定 23 

所有ブラックリストクリア 24 

スリープモード周期設定 25 

説 明 コード 

送信成功 0 

アクセスポイントがモートを検出できない 1 

アクセスポイントが送信を何度も失敗 2 

一次モートがこのモートを検出できない 3 

一次モートが送信を何度も失敗 4 

二次モートがこのモートを検出できない 5 

二次モートが送信を何度も失敗 6 
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三次モートがこのモートを検出できない 7 

三次モートが送信を何度も失敗 8 

モジュールへの送信を何度も失敗 9 

モジュール上位デバイスへ送信 10 

モジュールへの送信がタイムオーバー 11 

モートシリアルポート応答なし 12 

ダウンリンクフィードバックなし 15 

サーバからアクセスポイントバックエンド

で失敗 

17 

アクセスポイントバックエンドからアクセ

スポイントフロントエンドで失敗 

18 

デバイスフィードバックなし 19 

msがmapが見つからない 32 

mapがnetidが見つからない 33 

msがapが見つからない 34 

mapがapが見つからない 35 

apがip、portが見つからない 36 

実行待ち 300 

実行成功 301 

実行失敗 302 

期限切れで無効 303 

デバイス サーバーへの送信に失敗 503 

透過データ エラー 64 

古いバージョンのコマンドが正しくない 65 

古いバージョンのプロトコル エラー 66 

新しいバージョンのコマンドが正しくない 68 

新しいバージョンエラー 69 

新しいバージョンのプロトコル エラー 70 

ダウンリンク ARMオフライン 71 

データ検証エラー 10000 

cmdコマンドが見つらない 10001 

操作タイプsubTypeコマンドエラー 10002 

メインコマンドmsgCmdコマンドエラー 10003 

サブコマンドsubCmdコマンドエラー 10004 

プロトコルタイプが存在しない 10005 

印刷レベルが存在しない 10006 

設備タイプが存在しない 10007 

ゲートウェイモジュールが正常に起動しな

かった 

10008 

中継登録失敗 10009 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data"：[{"objectid"： "54a54841f5484a5484s5484s54841abc"、 "uid"： "abcd1110"、 "msguid"： 

"abcd1112"、 "apuid"： "abcd1119"、 "type"：1、 "status"：300 、 "downtime"： "2016-10-10 1

2:45:48"、 "aptime"： "2016-10-10 12:46:48"、 "uptime"： "2016-10-10 12:47:48 "}、{" objectid 

"：" 54a54841f5484a5484s5484s54841aba "、" uid "：" abcd1110 "、" msguid "：" abcd1112 

"、" apuid "：" abcd1119 "、" type "：1、" status "：300、"ダウンタイム"：" 2016-10-10 12:45:

48 "、" aptime "：" 2016-10-10 12:46:48 "、" downtimeStamp "：" 1476074748 "、" aptimeSta

mp "：" 1476074808 "、" uptimeStamp "：" 1476074868 "、" uptime "：" 2016-10-10 12:47:48 

"}、...]、" errmsg "：" "、" status "：0、" ts "：175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ ユニキャストコントロール（新バージョン） 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス：/zeta_v1/wan_ms/control/{uid}/newCtrlMsUnicast?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

ダウンリンクデータフィールド説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

端末登録失敗 10010 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

data String（2n） True ダウンリンクデータフィールド 

説 明 プロトコル コード 

グループ番号設定 Lite 0900+ グループ番号 (5 バイト 

hex) 

ダウンリンクモードの設定 P/S  090101はsniff_on(リアルタイム

ダウンリンク) 

090102はsniff_off(ACKダウンス

トリーム) 

ユーザーMCUをリセット P/S/Lite 0C0000 

ダウンリンク有効時間設定 S 1000 +開始時間（1バイトのhe

x ）+終了時間（（1バイトのhe

x ） 
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➢ トランスペアレント伝送データ（新バージョン） 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ms/control/{uid}/newCtrlMsPassthrough?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ データの履歴を時間別に検索 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getAppDataByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可する）：： 

正しい結果パラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"uid":"abcd1110","rawAppData":"100004","parsedAppData":"{\"acquisitionCycle\":null,\"alarm

Cycle\":null,\"alarmType\":null,\"clearAlarmThreshold\":null,\"clearAlarmType\":null,\"completeData

パラメータ 種 別 必須 説 明 

data String（2n） True nバイト hex 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 

rawAppData String True 生データ 

parsedAppData String True 解析したデータ、各フィールドの意味は

【センサアプリケーション層上りデータ

説明】のドキュメントを参照してくださ

い 

upTime Long True 報告時間 秒単位のタイムスタンプ 
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\":\"resp,ハートビート周期 4min\",\"dataStatus\":\"resp\",\"enableStatus\":null,\"header\":\"10\",

\"heartCycle\":{\"name\":\"ハートビート周期\",\"unit\":\"min\",\"value\":4},\"lowerThreshold\":null,

\"temperature\":null,\"upperThreshold\":null,\"versionNumber\":\"\"}","upTime":"1594289462"},{"uid":

"ab511119","rawAppData":"1209","parsedAppData":"{\"acquisitionCycle\":null,\"alarmCycle\":{\"name

\":\"アラーム報告周期\",\"unit\":\"min\",\"value\":9},\"alarmType\":null,\"clearAlarmThreshold\":nul

l,\"clearAlarmType\":null,\"completeData\":\"resp, アラーム報告周期: 9min\",\"dataStatus\":\"resp

\",\"enableStatus\":null,\"header\":\"12\",\"heartCycle\":null,\"lowerThreshold\":null,\"temperature

\":null,\"upperThreshold\":null,\"versionNumber\":\"\"}","upTime":"1594299462"}],"errmsg":"","status":

0,"ts":175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

2． モート 

➢ デバイスリスト取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_mote/query/{api_key}/getMoteList?access_token=ACCESS_TOKEN 

正しい結果パラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（（status参考：リターンコード）： 

{“data":[{"uid":"abcd1110"},{"uid":"ab511119"},...],"errmsg":"","status":0,"ts":175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ デバイス詳細情報取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_mote/query/{uid}/getMoteDetail?access_token=ACCESS_TOKEN 

正しい結果パラメータ説明： 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 

alias String True モジュールエイリアス 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"uid":"abcd1110","alias": "テレビ","longitude":101.125,"latitude": 45.202,"addr":"福建厦門集美

海鳳路106号頂斌大厦","companyname": "厦門縦行信息科技有限公司","authkey": "2bf1"}],"errmsg": "

","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ デバイス状態取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_mote/query/{uid}/getMoteStatus?access_token=ACCESS_TOKEN 

正しい結果パラメータ説明： 

longitude Decimal True 経度 

latitude Decimal True 緯度 

addr String True アドレス 

companyname String True 企業名称 

authkey String(8) True アクセス承認暗号鍵 

keeloqKey  String(16)  True デバイスの暗号化と復号化キー 

Devicetype String True モート種類 

devCode Int True モート種別コード 

devVersion  Int True デバイスのバージョン番号 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

netid String(4) True ネットワーク番号 

regnumber Int True 登録番号 

regreson String True 登録理由 

flow Int True トラフィック 

softversion String True ソフトウェアバージョン 

status Int True 登録状態 

battery Float True 電気量 

uprssi Int True アップリンクRSSI 

downrssi Int True ダウンリンクRSSI 

updata String True アップリンクデータ 

downdata String True ダウンリンクデータ 

sleepmode String True スリープモードを登録 

on:オン 

off:オフ 
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aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムス

タンプ 

lasttime Datetime True 最新ダウンリンクデータ時間（サーバー

のタイムゾーン時間） 

lasttimeStamp Long True 最新ダウンリンクデータ時間の秒タイム

スタンプ 

linktime Datetime True 最新登録時間（サーバーのタイムゾーン

時間） 

linktimeStamp Long True 最新登録時間の秒タイムスタンプ 

heartbeattime Datetime True 最新ハートビート時間（サーバーのタイ

ムゾーン時間） 

heartbeattimeStamp Long True 最新ハートビート時間の秒タイムスタン

プ 

uploadtime Datetime True 最新アップリンクデータ時間（サーバー

のタイムゾーン時間） 

uploadtimeStamp Long True 最新アップリンクデータ時間の秒タイム

スタンプ 

warning Int True アラームの状態: 

0:正常 1: アラーム中  

offlinemb Int True オフライン/オンライン: 

0:オンライン 1: オフライン 

downflag Int True ダウンライン状態: 

-1: 実行待ち 0: 成功 1: 失敗 

upgradestatus Int True アップグレードの状態: 

0: アップグレードしない 

1: アップグレードが開始され、フィード

バック待ち 

2: アップグレード成功 

3: アップグレード失敗 

upgradetime Datetime True 最新のアップグレード時刻 (サーバー タ

イム ゾーン時刻) 

upgradetimeStamp Long True 最新のアップグレード時刻の秒単位のタ

イムスタンプ 

groupid1 Long True グループ番号 

groupid2 Long True グループ番号 

groupid3 Long True グループ番号 

groupid4 Long True グループ番号 

groupid5 Long True グループ番号 

reregistrationAlarm Int True 再登録の回数が多すぎるアラーム状態: 

0:正常 1: アラーム 

reconnected Int True 再接続状態: 

0: 接続正常 
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登録理由説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）：                                                                 

{"data":[{"uid":"ABCDE1110","msguid":"F0000011","apuid":"D0000011","netid":"0120","regnumber":1,"re

greson":"reboot","softversion":1,"status":1,"battery":3.2,"uprssi":32,"downrssi":25,"updata":"a1110","dow

ndata":"0f0212","aptime":"2016-10-10 12:02:12", 

"aptimeStamp":1476072132,"lasttimeStamp":1476072132,"linktimeStamp":1476158532,"heartbeattime

Stamp":1478752332,"uploadtimeStamp":1476158532,"lasttime":"2016-10-10 12:02:12","linktime":"201

6-10-11 12:02:12","heartbeattime":"2016-11-10 12:32:12", 

"uploadtime":"2016-10-11 12:02:12","warning":1,"offlinemb":1,"downflag":0, 

"upgradestatus":1,"upgradetime":"2016-10-11 12:02:12","upgradetimeStamp":1476158532, 

"reregistrationAlarm":1,"reconnected":0,"regFailRate":6,"uplinkLoseRate":7,"downlinkLoseRrate":8}],"err

msg":"","status":0,"ts":175907811} 

 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 時間に基づいてアップロードデータ取得 

リクエスト方式:：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_mote/query/{uid}/getMoteUploadDataByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可する）： 

1: 再接続待ち 

regFailRate Int True 登録失敗率 

uplinkLoseRate Int True アップリンク失敗率 

downlinkLoseRrate Int True ダウンリンク失敗率 

説 明 コード 

再起動 reboot 

データ送信失敗で再登録 send 

ダウンリンク操作で再登録 request 

上位ネットワーク番号回収で再登録 recycle 

ネットワーク調整で再登録 adjust 

同期外れで再登録 sync 

ネットワーク番号再送信 resend 

上位が非登録状態で再登録 unreg 

上位キャッシュ失敗で再登録 cache 

アナウンス同期外れで再登録 outsync 

ネットワーク最適化で再登録 optimize 
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正しい結果パラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"objectid": “54a54841f5484a5484s5484s54841abc”,"msguid": "F0000011","apuid":"D000001

1","updata": "abcd1110","aptime":”2016-10-10 12:02:12”,"uptime": "2016-10-10 12:02:12"},{"objectid

": “54a54841f5484a5484s5484s54841a1c”,"msguid": "F0000011","apuid":"D0000011","updata": "abcd

1123","aptime":”2016-10-10 13:02:11”,"uptime": "2016-10-10 13:02:11"},...],"errmsg": "","status": 0,"t

s": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 時間に基づいてハートビートデータ取得 

リクエスト方式：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_mote/query/{uid}/getMoteHeartBeatByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可する）：： 

 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

updata String True アップリンクデータの内容 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムス

タンプ 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の秒タイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 
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正しい結果パラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"objectid": “54a54841f5484a5484s5484s54841abc”,"msguid": "F0000011","apuid":"D000001

1","battery": 58.52,"uprssi": -31,"downrssi": -25,"flow":2,"downmode": "sniff-on","uptime": "2016-10-1

0 11:21:23","uptime": "2016-10-10 11:21:25"},{"objectid": “54a54841f5484a5484s5484s54841aba”,"

msguid": "F0000011","apuid":"D0000011","battery": 58.52,"uprssi": -31,"downrssi": -25,"uptime": "20

16-10-10 11:22:23","uptime": "2016-10-10 11:22:25"},...],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 時間に応じてダウンリンクコマンドレコード取得 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス：/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getMsCtlHistoryByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可）： 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

battery Float True 電気量 

uprssi Int True アップリンクRSSI 

downrssi Int True ダウンリンクRSSI 

flow Int True トラフィック 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理の秒タイムスタン

プ 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の秒タイムスタンプ 

sleepmode String True スリープモードを登録 

on:オン 

off:オフ 

regFailRate Int     True 登録失敗率 

uplinkLoseRate Int     True アップリンク失敗率 

downlinkLoseRate Int     True ダウンリンク失敗率 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 
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正しい結果パラメータ説明： 

 

コマンドタイプ説明： 

 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

uid String(8) True 設備ID 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

type Int True コマンドタイプ 

status Int True 実行ステータス 

downtime Datetime True コマンドの発行時間（サーバーのタイム

ゾーン時間） 

downtimeStamp Long  True コマンドの発行時間の秒タイムゾーン 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムゾ

ーン 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の報告秒タイムスタンプ 

downdata String True ダウンリンクデータフィールドコマンド

の内容 

説 明 コード 

再起動 5 

再登録 6 

リクエストクロック同期 7 

トランスペアレント伝送データ 8 

ダウンリンクモード選択 16 

グループ番号設定 17 

送信電力設定 18 

MOTEモードの切り替え 19 

登録ゲートウェイ設定 20 

一次中継設定 21 

スリープモードの切り替え 22 

キャリアセンス信号強度のしきい値設定 23 

ブロードキャスト登録開始点設定 24 

登録アクセスポイント指定 25 

APP側プログラムのリセット 26 

所有ブラックリストクリア 27 
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実行状態説明： 

認証失敗中継レコードクリア 28 

認証失敗端末レコードクリア 29 

説 明 コード 

送信成功 0 

アクセスポイントがモートを検出できない 1 

アクセスポイントが送信を何度も失敗 2 

一次モートがこのモートを検出できない 3 

一次モートが送信を何度も失敗 4 

二次モートがこのモートを検出できない 5 

二次モートが送信を何度も失敗 6 

三次モートがこのモートを検出できない 7 

三次モートが送信を何度も失敗 8 

モジュールへの送信を何度も失敗 9 

モジュール上位デバイスへ送信 10 

モジュールへの送信がタイムオーバー 11 

モートシリアルポート応答なし 12 

ダウンリンクフィードバックなし 15 

サーバからアクセスポイントバックエンド

で失敗 

17 

アクセスポイントバックエンドからアクセ

スポイントフロントエンドで失敗 

18 

デバイスフィードバックなし 19 

msがmapが見つからない 32 

mapがnetidが見つからない 33 

msがapが見つからない 34 

mapがapが見つからない 35 

apがip、portが見つからない 36 

実行待ち 300 

実行成功 301 

実行失敗 302 

期限切れで無効 303 

デバイス サーバーへの送信に失敗 503 

透過データ エラー 64 

古いバージョンのコマンドが正しくない 65 

古いバージョンのプロトコル エラー 66 

新しいバージョンのコマンドが正しくない 68 

新しいバージョンエラー 69 

新しいバージョンのプロトコル エラー 70 

ダウンリンク ARMオフライン 71 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"objectid":"54a54841f5484a5484s5484s54841aba","uid":"abcd1110","msguid":"a bcd1112","a

puid":" abcd1119","type":1,"status":300,"downtime":"2016-10-10  12:45:48","aptime":"2016-10-10 1

2:46:48","downtimeStamp":1476074748,"aptimeStamp": 

1476074808,"uptimeStamp":1476 074868,"uptime": "2016-10-10 12:47:48"},...],"errmsg":  "","stat

us": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

 

➢ ユニキャストコントロール（新バージョン） 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス：/zeta_v1/wan_ms/control/{uid}/newCtrlMsUnicast?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

ダウンリンクデータフィールド説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

データ検証エラー 10000 

cmdコマンドが見つらない 10001 

操作タイプsubTypeコマンドエラー 10002 

メインコマンドmsgCmdコマンドエラー 10003 

サブコマンドsubCmdコマンドエラー 10004 

プロトコルタイプが存在しない 10005 

印刷レベルが存在しない 10006 

設備タイプが存在しない 10007 

ゲートウェイモジュールが正常に起動しな

かった 

10008 

中継登録失敗 10009 

端末登録失敗 10010 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

data String（2n） True ダウンリンクデータフィールド 

説 明 プロトコル コード 

グループ番号設定 Lite 0801+ グループ番号 (5 バイト 

hex) 

ユーザーMCUをリセット Lite 100000 
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{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ トランスペアレント伝送データ（新バージョン） 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ms/control/{uid}/newCtrlMsPassthrough?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

 

3． アクセスポイント 

➢ デバイスリスト取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ap/query/{api_key}/getApList?access_token=ACCESS_TOKEN 

正しい結果パラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{“data":[{"uid":"abcd1110"},{"uid":"ab511119"},...],"errmsg":"","status":0,"ts":175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

パラメータ 種 別 必須 説 明 

data String（2n） True nバイト hex 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 
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➢ デバイス詳細情報取得 

リクエスト方式:：GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ap/query/{uid}/getApDetail?access_token=ACCESS_TOKEN 

正しい結果パラメータ説明： 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

uid String(8) True デバイスID 

armid String(8) True アクセスポイントホストID 

alias String True モジュールエイリアス 

longitude Decimal True 経度 

latitude Decimal True 緯度 

addr String True アドレス 

companyname String True 企業名称 

modelstatus String(8) True モジュール状態 

正常：normal 

異常：abnormal 

comfreq Int True 通信チャネル周波数点 

protype String True プロトコル種別   

zeta-p: ZETA-Pモード   

zeta-s: ZETA-Sモード 

modelversion String True モジュールバージョン 

modeluptime Datetime True モジュール最新修正時間（サーバーのタ

イムゾーン時間） 

modeluptimeStamp Long True モジュール最新修正時間の秒タイムスタ

ンプ 

modelinktime Datetime True モジュール最新ログイン時間サーバーの

タイムゾーン時間） 

modelinktimeStam

p 

Long True モジュール最新ログイン時間の秒タイム

スタンプ 

apstatus String True アクセスポイント状態 

online:オンライン 

offline:オフライン 

timetype String True 時間の種別  

system：システム時間 

RTC：リアルタイムクロック 

timezone Int True 時間帯(-11～+12) 

devicetime Datetime True デバイス時間（サーバーのタイムゾーン

時間） 

devicetimeStamp Long True デバイス時間の秒タイムスタンプ 

week Int True 曜日 

0-6は日曜日を0として起算 
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configversion String True 構成ファイルバージョン情報 

connectmode String True 接続モード 

eth：イーサネット 

gprs： gprsネットワーク 

serverip String True サーバIP 

serverport Int True ポート番号 

rebootinterval Int True 自動再起動時間間隔-1~65535：単位は

分、-1はこの機能がオフであることを表

す 

networkinterval Int True ネットワーク待機時間窓 

0~255:単位は秒、デフォルトは6秒 

heartbeatinterval Int True ハートビート間隔 

0~255:单単位は分、デフォルトは2分 

version String True アクセスポイントバージョン 

hwversion String True ハードウェアバージョン 

otherinfo String True その他情報 

armlasttime Datetime True アクセスポイントホスト最新更新時間

（サーバーのタイムゾーン時間） 

armlasttimeStamp Long True アクセスポイントホスト最新更新時間の

秒タイムスタンプ 

armlinktime Datetime True アクセスポイントホスト最新ログイン時

間（サーバーのタイムゾーン時間） 

armlinktimeStamp Long True アクセスポイントホスト最新ログイン時

間の秒タイムスタンプ 

armhearttime Datetime True アクセスポイントホスト最新ハートビー

ト時間（サーバーのタイムゾーン時間） 

armhearttimeStam

p 

Long True アクセスポイントホスト最新ハートビー

ト時間の秒タイムスタンプ 

armgprstime Datetime True 最新gprs報告時間（サーバーのタイムゾ

ーン時間） 

armgprstimeStamp Long True 最新gprs報告時間の秒タイムスタンプ 

apsignal Int True 信号強度 

telnumber String True SIMカード電話番号 

modelmode String True モジュール動作モード 

downdata String True 最新ダウンリンクデータ 

armkey String True コアボードキー 

armUpgraderesult String True アクセスポイントマスターコントロール

のアップグレード結果 

iccid String True SIMカード番号 

protocolVersion String True アクセスポイントマスター制御プロトコ

ルバージョン 

downflag Int True ダウンリンクステータス： 

-1：実行待0：成功1：失敗 

modelUpgraderesul

t 

String True アクセスポイントモジュールのアップグ

レード結果 
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GPSステータスの説明： 

値 説明 

normal 正常 

disabled GPSが有効になっていない 

time GPSはクロック情報を取得できない 

pps GPSは秒のパルス信号を取得できない 

 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"uid":"abcd1110","armid":"afcd1110","alias": "テレビ","longitude":101.125,"latitude": 45.202,"a

ddr":"福建厦門集美海鳳路106号頂斌大厦","companyname": "厦門縦行信息科技有限公司", "modelupti

chnspace Int True チャネル間隔 

broadregchn Int True アクセスポイントブロードキャスト情報

登録チャンネル 

trafficchn Int True アクセスポイントのサービスチャネル 

moteregchn Int True モート登録チャネル 

motetrafficchn Int True モートのサービスチャネル 

motebroadchn Int True モートのブロードキャスト情報登録チャ

ンネル 

downtrafficchn Int True ダウンリンクチャネル 

regtimeslot Int True 基地局ブロードキャスト情報登録タイム

スロット 

freqhopp Int True 周波数ホッピングするか： 

1 =周波数ホッピング 

2 =非周波数ホッピング 

fhgroup Int True 周波数ホッピンググループ番号 

fhrange Int True 周波数ホッピング範囲 

transpower Int True 送信電力 

gpsstatus String True GPSステータス 

carryMonitor Int True キャリアセンスしきい値 

commRate Int True 通信速度 

channelFb1 Int True FB1チャンネル 

channelFb2 Int True FB2チャンネル 

channelFb3 Int True FB3チャンネル 

channelF1 Int True F1チャンネル 

maxFrame Int True 最大フレーム数 

maxSubFrame Int True サブフレームの最大数 

gatewayPoint Int True ゲートウェイ周波数 

motePoint Int True モート周波数 

msPoint Int True モジュール周波数 

gatewaySpeed Int True ゲートウェイレート 

moteSpeed Int True モートレート 

msSpeed Int True モジュールレート 
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me":"2016-10-10 15:54:45","modelinktime":"2016-10-10 15:54:45", 

"modeluptimeStamp":1476086085,"modelinktimeStamp":1476086085,"apstatus":"online","timetype":"RT

C","timezone":8,"devicetime":"2016-10-10 15:53:21","devicetimeStamp": 

1476086001,"week":1,"configversion":"v4.3.4","connectmode":"gprs","serverip":"192.168.0.1","serverport

":8824,"rebootinterval":0,"networkinterval":0,"heartbeatinterval":0,"version":"","hwversion":"","otherinfo":"

","armlasttime":"","armlinktime":"","armhearttime":"","armgprstime":"","armlasttimeStamp":"","armlinktim

eStamp":"","armhearttimeStamp":"","armgprstimeStamp":"","apsignal":15,"telnumber":"","modelmode":"

","downdata":"","armUpgraderesult":"fail","iccid":"89860009089797989795","protocolVersion":"0205","do

wnflag":1,"modelUpgraderesult":"success","chnspace":5,"broadregchn":210,"trafficchn":0,"moteregchn":

205,"motetrafficchn":102,"motebroadchn":55,"downtrafficchn":56,"regtimeslot":5,"freqhopp":1,"fhgroup":

8,"fhrange":13,"transpower":121,"gpsstatus":"pps","carryMonitor":56,"commRate":88,"channelFb1":7,"ch

annelFb2":7,"channelFb3":9,"channelF1":8,"maxFrame":10,"maxSubFrame":10,"gatewayPoint":55,"mote

Point":44,"msPoint":44,"gatewaySpeed":55,"moteSpeed":11,"msSpeed":22}],"errmsg": "","status": 0,"ts

": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

➢ 時間に基づいてハートビートデータ取得 

リクエスト方式:：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ap/query/{uid}/getApHeartBeatByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可する）： 

 

正しい結果パラメータ説明： 

 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

apsignal Int True 信号強度(0-31：0-100%に対応、 

99：検出不可であることを表す、 

255：イーサネットであることを表す) 

aptime DateTime True アクセスポイント処理時間 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムス

タンプ 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の秒タイムスタンプ 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"objectid": “54a54841f5484a5484s5484s54841abc”,"apsignal": 5,"uptime": "2016-10-10 11:

21:25"},{"objectid": “54a54841f5484a5484s5484s54841aba”,"apsignal": 255,"aptime": "2016-10-10 1

1:23:21","uptime": "2016-10-10 11:23:25"},...],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 時間に応じてダウンリンクコマンドレコード取得 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス：/zeta_v1/wan_ms/query/{uid}/getMsCtlHistoryByDate?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明（同じ日の時間のみ許可）： 

 

正しい結果パラメータ説明： 

 

コマンドタイプ説明： 

 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

starttime Long True 開始時間 

秒のunixタイムスタンプ 

endtime Long True 終了時間 

秒のunixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

objectid String(32) True 唯一の識別 

msguid String(8) True アクセスポイントホストID 

apuid String(8) True アクセスポイントID 

type Int True コマンドタイプ 

status Int True 実行ステータス 

downtime Datetime True コマンドの発行時間（サーバーのタイム

ゾーン時間） 

downtimeStamp Long  True コマンドの発行時間の秒タイムゾーン 

aptime Datetime True アクセスポイント処理時間（サーバーの

タイムゾーン時間） 

aptimeStamp Long True アクセスポイント処理時間の秒タイムゾ

ーン 

uptime Datetime True 報告時間（サーバーのタイムゾーン時

間） 

uptimeStamp Long True 報告時間の報告秒タイムスタンプ 

説 明 コード 

ゲートウェイモジュール再起動 1 

特定のネットワーク番号をリサイクル（ID 2 
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= 0すべてリサイクル） 

Webサーバーアドレス設定 3 

ゲートウェイステータス取得 4 

ゲートウェイ時間設定 5 

ゲートウェイ時間取得 6 

ゲートウェイリセット 7 

ゲートウェイの動作パラメータ設定 8 

ゲートウェイの動作パラメータ取得 9 

ゲートウェイのバージョン情報取得 10 

ゲートウェイ通信モジュールのステータス

取得 

11 

ZETAパラメータ設定 12 

ZETAパラメータ取得 13 

緯度と経度のパラメータ取得 14 

ユニキャスト 15 

FTPサーバーパラメータ設定 16 

FTPサーバーのアップグレード開始 17 

ゲートウェイマスター再起動 18 

FTPサーバーのパラメーター取得 19 

端末マルチキャスト 20 

端末ブロードキャスト 21 

中継マルチキャスト 22 

中継ブロードキャスト 23 

gprs情報取得 24 

検査 25 

マルチキャスト検査 26 

周波数ホッピンググループ番号設定 27 

送信電力設定 28 

バックエンドMCU再起動 29 

ゲートウェイモジュールのアップグレード

開始 

30 

ゲートウェイの自動検査期間設定 31 

無線周波数情報設定 32 

ブロードキャスト登録情報の時間枠設定 33 

ゲートウェイモジュールの無線周波数情報

取得 

34 

ゲートウェイのGPSステータス取得 35 

キャリアモニターの信号強度のしきい値設

定 

39 

ゲートウェイのタイムゾーン設定 40 

GPSイネーブルスイッチ設定 41 
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実行状態説明： 

ゲートウェイFTPサーバーのパラメーター

設定の完全アップグレード 

42 

ゲートウェイモジュールでのマルチターミ

ナル/中継のアップグレード 

43 

マルチターミナル/中継アップグレードパラ

メータ設定 

44 

ログのアップロード開始 45 

ログの印刷レベル設定 46 

データキャッシュを送信するゲートウェイ

のクリア 

47 

デバイス認証情報設定 48 

フレーム比設定 49 

認証失敗中継記録クリア 50 

認証失敗の端末記録クリア 51 

GPS情報設定 52 

説 明 コード 

送信成功 0 

アクセスポイントがモートを検出できない 1 

アクセスポイントが送信を何度も失敗 2 

一次モートがこのモートを検出できない 3 

一次モートが送信を何度も失敗 4 

二次モートがこのモートを検出できない 5 

二次モートが送信を何度も失敗 6 

三次モートがこのモートを検出できない 7 

三次モートが送信を何度も失敗 8 

モジュールへの送信を何度も失敗 9 

モジュール上位デバイスへ送信 10 

モジュールへの送信がタイムオーバー 11 

モートシリアルポート応答なし 12 

ダウンリンクフィードバックなし 15 

サーバからアクセスポイントバックエンド

で失敗 

17 

アクセスポイントバックエンドからアクセ

スポイントフロントエンドで失敗 

18 

デバイスフィードバックなし 19 

msがmapが見つからない 32 

mapがnetidが見つからない 33 

msがapが見つからない 34 

mapがapが見つからない 35 

apがip、portが見つからない 36 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"objectid":"54a54841f5484a5484s5484s54841aba","uid":"abcd1110","msguid":"a bcd1112","a

puid":" abcd1119","type":1,"status":300,"downtime":"2016-10-10  12:45:48","aptime":"2016-10-10 1

2:46:48","downtimeStamp":1476074748,"aptimeStamp": 

1476074808,"uptimeStamp":1476 074868,"uptime": "2016-10-10 12:47:48"},...], 

"errmsg":  "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ ダウンリンクコマンド（新バージョン） 

リクエスト方式: POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

実行待ち 300 

実行成功 301 

実行失敗 302 

期限切れで無効 303 

デバイス サーバーへの送信に失敗 503 

透過データ エラー 64 

古いバージョンのコマンドが正しくない 65 

古いバージョンのプロトコル エラー 66 

新しいバージョンのコマンドが正しくない 68 

新しいバージョンエラー 69 

新しいバージョンのプロトコル エラー 70 

ダウンリンク ARMオフライン 71 

データ検証エラー 10000 

cmdコマンドが見つらない 10001 

操作タイプsubTypeコマンドエラー 10002 

メインコマンドmsgCmdコマンドエラー 10003 

サブコマンドsubCmdコマンドエラー 10004 

プロトコルタイプが存在しない 10005 

印刷レベルが存在しない 10006 

設備タイプが存在しない 10007 

ゲートウェイモジュールが正常に起動しな

かった 

10008 

中継登録失敗 10009 

端末登録失敗 10010 
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パス： 

/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/newCtrlApUnicast?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータの説明： 

 

ダウンリンクデータフィールドの説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ マルチキャスト（新バージョン） 

リクエスト方式:：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/newCtrlApMulticast?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ ブロードキャスト（新バージョン） 

リクエスト方式:：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

data String True ダウンリンクデータフィールド 

説 明 プロトコル コード 

GPSイネーブルスイッチを設

定 

Lite/S 080001オン 

080000オフ 

パラメータ 種 別 記入必

須 

説 明 

data String True nバイトデータ 

subType String True 操作種別  

ms：モジュール； mote：モート 

devGroup String True デバイスグループ番号 1～254 
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/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/newCtrlApBroadcast?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ 巡回検査（新バージョン） 

リクエスト方式:：POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス： 

/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/newCtrlApPolling?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ マルチキャスト巡回検査（新バージョン） 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス ： 

/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/newCtrlApMultiPoll?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

パラメータ 種 別 記入必

須 

説 明 

data String True nバイトデータ 

subType String True 操作種別  

ms：モジュール； mote：モート 

パラメータ 種 別 記入必

須 

説 明 

data String True nバイトデータ 

subType String True 操作種別 

ms：モジュール； mote：モート 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 
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正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ アクセスポイント時間設定 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス ： 

/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/ctrlApSetTime?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ アクセスポイントのタイムゾーン設定 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス ： 

/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/ctrlApSetTimeZone?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

data String True nバイトデータ 

subType String True 操作種別  

ms：モジュール； mote：モート 

devGroup Strinig True デバイスグループ番号 

Int：1～254 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

timestamp  Long True 秒単位のUnixタイムスタンプ 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

timezone   int True タイムゾーン、-12～12 
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➢ GPS情報設定 

リクエスト方式:POST 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス ： 

/zeta_v1/wan_ap/control/{uid}/ctrlApSetGPSInfo?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [{"msgid":1546546}],"errmsg": "","status": 0,"ts": 175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

4． 一般情報 

➢ プラットフォームの組織構成取得 

リクエスト方式:GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス ： 

/zeta_v1/wan_syndata/query/{api_key}/getOrgStru?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"companyid":2,"parentid":"1","levelcode":"0000100001","companyname":" zifisense. ","compan

ycode":"5fbcdabcd111c110a343ds1110110","companysecret":"5fbcdabcd11101abcd1abcd1110110abc

d1110110"},{"companyid":3,"parentid":"1","levelcode":"0000100002","companyname":"zeta","companyco

de":"554bcdabcd1fe23244341101abcd11110110","companysecret":"5fbcdabcd11101abcd1abcd111011

0abcd"},...],"errmsg":"","status":0,"ts":175907811} 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

longitude float True 経度（WGS-84座標系）、例：114.

89525 

latitude float True 緯度（WGS-84座標系）、例：23.8

89265 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

companyid Long True 会社ID 

parentid Long True 親ノードID 

levelcode String True レベルコード 

companyname String True 会社名 

companycode String(32) True 会社コード 

companysecret String(32) True 会社キー 
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エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

➢ プラットフォームの人員構成取得 

リクエスト方式:GET 

認証：インターフェース呼び出しトークン取得参照 

暗号化・復号化：暗号化・復号化説明参照 

パス ： 

/zeta_v1/wan_syndata/query/{api_key}/getPersonStru?access_token=ACCESS_TOKEN 

リクエストパラメータ説明： 

正しい結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data":[{"companyid":2,"companyname":" zifisense","userid":3,"username":"张三","postname":"管理者",

"expiretimeStamp":"2706767601 ","lastlogintimeStamp":" 1444463601","createtimeStamp":" 14418716

01 "},{"companyid":3,"companyname": 

"zeta","userid":4,"username":"李四","postname":" zifisense ","expiretimeStamp": 

"2706767601","lastlogintimeStamp":" 1444463601","createtimeStamp":" 1441871601 "},...],"errmsg":"",

"status":0,"ts":175907811} 

エラー結果サンプル（status参考：リターンコード）： 

{"data": [],"errmsg": "ERROR REQUEST","status": 10001,"ts": 1475893800} 

 

三、 付録 

特記事項：JDKの開発は、セキュリティポリシーのパッチをダウンロードしてください： 

http://czj4451.iteye.com/blog/1986483 

 

パラメータ 種 別 記入必須 説 明 

companyid Long True 会社ID 

companyname String True 会社名 

userid Long True ユーザーID 

username String True ユーザー名 

postname String True 役職名 

expiretimeStamp Long True 有効期間 

秒タイムスタンプ 

lastlogintimeStamp Long True 最終ログイン時間 

秒タイムスタンプ 

createtimeStamp Long True 作成時間 

秒タイムスタンプ 
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1． リクエストサンプル 

1) 認証リクエストサンプル 

a、パラメータ： api_key = "d303e92eae5543fa8a48af4814d5244a" 

      secret_key = "4e0e0947ae8f435a96d398b715c5f078" 

 

b、リクエストURL示例： 

http://ip:port/teamcms/ws/auth_v1/auth_token/query/getWanAccessToken?api_key=d303e92eae554

3fa8a48af4814d5244a&signal=8d1d64adc49520b07e2ab0fc915cff90360e45dc 

 

2) サービスリクエストサンプル（モジュールトランスペアレント伝送データ） 

a、パラメータ： api_key = "d303e92eae5543fa8a48af4814d5244a" 

      secret_key = "4e0e0947ae8f435a96d398b715c5f078" 

       ivS = "123456789abcdef0"（16位随机字符串） 

access_token=”820ebe7c2bfe4d529181063433ece0ef”（認証取得） 

uid=”88880025” 

 

b、リクエストURL示例： 

http://ip:port/teamcms/ws/zeta_v1/wan_ms/control/88880025/ctrlMsUnicast?access_token=820ebe

7c2bfe4d529181063433ece0ef 

 

c、 Postリクエストパラメータ：{"data":"889954"} 

Postパラメータ暗号化後：MTIzNDU2Nzg5YWJjZGVmMEqvMCIL3enskNjSphOfYjhI 

 

2． 署名javaソースコード 

import java.security.InvalidKeyException;   

import java.security.NoSuchAlgorithmException;   

import javax.crypto.Mac;   

import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;  

 

public class HMACSHAHelper { 

 private static final String HMAC_SHA1 = "HmacSHA1"; 

 /** 

  * 署名データ生成 

  *  

  * @param data 暗号化待ちのデータ   ここではapi_key 

  * @param key  暗号化に使用するkey  ここではsecret_key 

  * @return 16進法の文字列を生成  

  * @throws InvalidKeyException 

  * @throws NoSuchAlgorithmException 

  */ 
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 public static String getSHA1Signature(byte[] data, byte[] key) throws InvalidKeyException, NoS

uchAlgorithmException { 

  SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(key, HMAC_SHA1); 

  Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA1); 

  mac.init(signingKey); 

  byte[] rawHmac = mac.doFinal(data); 

  return CommonUtil.bytesToHexString(rawHmac); 

 } 

} 

 

3． java暗号化・復号化ソースコード 

import java.security.Provider; 

import java.security.SecureRandom; 

import java.security.Security; 

import javax.crypto.Cipher; 

import javax.crypto.spec.IvParameterSpec; 

import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 

public class AESHelper {  

//    public static void main(String[] args) throws Exception {    

//     SecureRandom sr = new SecureRandom(); 

//     SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG"); 

//  byte[] ss = sr.generateSeed(16); 

// 

//        String key = "820ebe7c2bfe4d529181063433ece0ef";  

//        System.out.println("key: " + key); 

//        // 暗号化を要する文字列  

//        String content = "{\"resp\": {\"state\": 1}, \"ts\": 1425457896, \"sid\": 3}";  

//        System.out.println("content: " + content);  

//        // ランダム移動ベクトル 

//        String ivS = "426e26e82c704e59"; 

//        System.out.println("ivS: " + ivS);  

//        // 暗号化  

//        String enString = AESHelper.Encrypt(content, key.getBytes("utf8"), ivS.getBytes("utf8"));  

//        System.out.println("暗号化後の文字列：" + enString);  

//        // 復号化  

//        String DeString = AESHelper.Decrypt(enString, key.getBytes("utf8"));  

//        System.out.println("復号化後の文字列：" + DeString);  

//    }  

    /** 

     * aes cfbモード暗号化 

     * @param content 暗号化を要する内容 

     * @param key  暗号鍵 

     * @param ivS  オフセット量 
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     * @return 

     * @throws Exception 

     */ 

    public static String Encrypt(String content, byte[] key, byte[] ivS) throws Exception {  

        byte[] raw = key;  

        SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");  

        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CFB8/NoPadding");  

        IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivS);  

        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec, iv);  

        byte[] encrypted = cipher.doFinal(content.getBytes("utf8"));  

        byte[] newB = new byte[ivS.length+encrypted.length]; 

        System.arraycopy(ivS,0,newB,0,ivS.length); 

        System.arraycopy(encrypted,0,newB,ivS.length,encrypted.length); 

        return Base64.encode(newB);  

    }  

   

    /** 

     * aes cfbモード復号化 

     * @param content 復号化を要する内容 

     * @param key  暗号鍵 

     * @return 

     * @throws Exception 

     */ 

    public static String Decrypt(String content, byte[] key) throws Exception {  

        try {            

            byte[] raw = key;  

            SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");  

            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CFB8/NoPadding");              

            byte[] encrypted = Base64.decode(content);  

             

            byte[] ivS = new byte[16]; 

            System.arraycopy(encrypted,0,ivS,0,16); 

             

            byte[] encrypted1 = new byte[encrypted.length - 16]; 

            System.arraycopy(encrypted,16,encrypted1,0,encrypted.length - 16); 

             

            IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivS);  

            cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec, iv);  

            

            try {  

                byte[] original = cipher.doFinal(encrypted1);  

                String originalString = new String(original);  

                return originalString;  

            } catch (Exception e) {  

                return null;  

            }  
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        } catch (Exception ex) {  

            return null;  

        }  

    }  

} 

 

4． Base64方式 

import java.io.ByteArrayOutputStream;   

import java.io.IOException;   

import java.io.OutputStream;   

/** 

 * Base64文字列とバイトコード変換ツール 

 *  

 * @author hdg 

 *  

 */ 

public class Base64 {   

    private static final char[] legalChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnop

qrstuvwxyz0123456789+/".toCharArray();   

    

    /**  

     * data[]コーディングを行う  

     * @param data  

     * @return  

     */   

        public static String encode(byte[] data) {   

            int start = 0;   

            int len = data.length;   

            StringBuffer buf = new StringBuffer(data.length * 3 / 2);   

   

            int end = len - 3;   

            int i = start;   

            int n = 0;   

   

            while (i <= end) {   

                int d = ((((int) data[i]) & 0x0ff) << 16)   

                        | ((((int) data[i + 1]) & 0x0ff) << 8)   

                        | (((int) data[i + 2]) & 0x0ff);   

                buf.append(legalChars[(d >> 18) & 63]);   

                buf.append(legalChars[(d >> 12) & 63]);   

                buf.append(legalChars[(d >> 6) & 63]);   

                buf.append(legalChars[d & 63]);   

                i += 3;   



 

ⓒ 2016-2021 Techsor Inc. 

                if (n++ >= 14) {   

                    n = 0;   

                    buf.append("");   

                }   

            }   

   

            if (i == start + len - 2) {   

                int d = ((((int) data[i]) & 0x0ff) << 16)   

                        | ((((int) data[i + 1]) & 255) << 8);   

                buf.append(legalChars[(d >> 18) & 63]);   

                buf.append(legalChars[(d >> 12) & 63]);   

                buf.append(legalChars[(d >> 6) & 63]);   

                buf.append("=");   

            } else if (i == start + len - 1) {   

                int d = (((int) data[i]) & 0x0ff) << 16;   

                buf.append(legalChars[(d >> 18) & 63]);   

                buf.append(legalChars[(d >> 12) & 63]);   

                buf.append("==");   

            }   

   

            return buf.toString();   

        }   

   

        private static int decode(char c) {   

            if (c >= 'A' && c <= 'Z')   

                return ((int) c) - 65;   

            else if (c >= 'a' && c <= 'z')   

                return ((int) c) - 97 + 26;   

            else if (c >= '0' && c <= '9')   

                return ((int) c) - 48 + 26 + 26;   

            else   

                switch (c) {   

                case '+':   

                    return 62;   

                case '/':   

                    return 63;   

                case '=':   

                    return 0;   

                default:   

                    throw new RuntimeException("unexpected code: " + c);   

                }   

        }   

   

        /**  

         * Decodes the given Base64 encoded String to a new byte array. The byte  

         * array holding the decoded data is returned.  
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         */   

   

        public static byte[] decode(String s) {   

            ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();   

            try {   

                decode(s, bos);   

            } catch (IOException e) {   

                throw new RuntimeException();   

            }   

            byte[] decodedBytes = bos.toByteArray();   

            try {   

                bos.close();   

                bos = null;   

            } catch (IOException ex) {   

                System.err.println("Error while decoding BASE64: " + ex.toString());   

            }   

            return decodedBytes;   

        }   

   

        private static void decode(String s, OutputStream os) throws IOException {   

            int i = 0;   

            int len = s.length();   

            while (true) {   

                while (i < len && s.charAt(i) <= ' ')   

                    i++;   

                if (i == len)   

                    break;   

                int tri = (decode(s.charAt(i)) << 18)   

                        + (decode(s.charAt(i + 1)) << 12)   

                        + (decode(s.charAt(i + 2)) << 6)   

                        + (decode(s.charAt(i + 3)));   

                os.write((tri >> 16) & 255);   

                if (s.charAt(i + 2) == '=')   

                    break;   

                os.write((tri >> 8) & 255);   

                if (s.charAt(i + 3) == '=')   

                    break;   

                os.write(tri & 255);   

                i += 4;   

            }   

        }   

         

     /** 

      * BASE64暗号化文字列の改行コードを削除 

      *  

      * @param str 
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      * @return 

      */ 

     public static String filter(String str) { 

      String output = ""; 

      StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

      for (int i = 0; i < str.length(); i++) { 

       int asc = str.charAt(i); 

       if (asc != 10 && asc != 13) { 

        sb.append(str.subSequence(i, i + 1)); 

       } 

      } 

      output = new String(sb); 

      return output; 

     }           

}   

5． CommonUtilツール類 

public class CommonUtil { 

 /** 

  * byte配列を文字列に変換     

  * @param src 

  * @return 

  */ 

 public static String bytesToHexString(byte[] src){    

     StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("");    

     if (src == null || src.length <= 0) {    

         return null;    

     }    

     for (int i = 0; i < src.length; i++) {    

         int v = src[i] & 0xFF;    

         String hv = Integer.toHexString(v);    

         if (hv.length() < 2) {    

             stringBuilder.append(0);    

         }    

         stringBuilder.append(hv);    

     }    

     return stringBuilder.toString();    

 }    

}  
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