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Virtual Private Cloud API リファレンス /  1 共通パラメーター

1 共通パラメーター
共通リクエストパラメーター

ほとんどの Alibaba Cloud API で使⽤される共通リクエストパラメーターを下表に⽰します。
表 1-1 : 共通リクエストパラメーター
パラメーター データ

型
必須 /
省略可
能

説明

Format String 省略可
能

レスポンスの形式。 有効値：
JSON  (デフォルト) | XML

Version String 必須 API のバージョン。 ⽇付は、 YYYY - MM - DD 形式で
す。 有効値：
2016 - 04 - 28

AccessKeyI
d

String 必須 API を呼び出すユーザーの AccessKey ID。

Signature String 必須 リクエストの署名。
SignatureM
ethod

String 必須 リクエスト署名の作成に使⽤するアルゴリズム。 有効値：
HMAC - SHA1

Timestamp String 必須 リクエストに署名する時刻。 時刻は、 YYYY - MM -
DDThh : mm : ssZ 形式です。

例：2013-01-10T12:00: 00Z。
SignatureV
ersion

String 必須 使⽤される署名バージョン。 有効値：
1 . 0

SignatureN
once

String 必須 ネットワーク攻撃を防ぐための署名の乱数。
リクエストごとに⼀意の乱数を使⽤する必要があります。

共通レスポンスパラメーター
Alibaba Cloud API レスポンスの形式はすべて統⼀されています。 2xx 形式のステータスコー
ドは呼び出しが成功したことを⽰し、4xx または 5xx 形式のステータスコードは呼び出しが失敗
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Virtual Private Cloud API リファレンス /  1 共通パラメーター

したことを⽰します。 呼び出しが成功した場合に返されるデータは XML 形式または JSON 形式
にすることができます。 リクエストを送信する際に、返される結果データの形式を指定すること
ができます。 デフォルトの形式は XML です。
リクエストが成功したかどうかに関係なく、 RequestId  が返されます。
• XML 形式

<? xml  version =" 1 . 0 " encoding =" utf - 8 "?  > 
    <!— The  root  node  of  the  result -->
    < Action + Response >
        <!— The  returned  result -->
        < RequestId > 4C467B38 - 3910 - 447D - 87BC - AC049166F2 16
</ RequestId >
        <!— The  returned  result -->
    </ Action + Response >
     

• JSON 形式
{
    " RequestId ":" 4C467B38 - 3910 - 447D - 87BC - AC049166F2 16
",
    /* The  returned  result */
    }

2 Document Version20190828
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2 Virtual Private Cloud (VPC)
2.1 CreateVpc

VPC を作成します。
本 API を呼び出す前に、次の点をご確認ください。
• CIDR ブロック形式で VPC の IP アドレスの範囲を指定する必要があります。 標準のプライ

ベート IP アドレス範囲またはそのサブネットを VPC の CIDR ブロックとして使⽤できま
す。 CIDR ブロックマスクのサイズは、8 ~ 24 bitです。 デフォルトの CIDR ブロックは 172
.16.0.0/12 です。

• VPC の作成後は CIDR ブロックの修正をすることはできません。
• 各 VPC のクラウド製品インスタンスの数は15,000 以下である必要があります。
• VPC の作成後に VRouter およびルートテーブルが⾃動的に作成されます。
• VPC には最⼤ 3 つのカスタマー側 CIDR ブロックを追加することができます。 1 つのカスタ

マー側 CIDR ブロックが別の CIDR ブロックのサブセットである場合、より短いマスクを持
つブロックが有効になります。 たとえば、CIDR ブロックが 10.0.0.0/8 と10.1.0.0/16 の場
合、カスタマー側の CIDR ブロック 10.0.0.0/8 が有効な CIDR ブロックになります。

デバッグ
OpenAPI Explorer  を使⽤すると、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API の迅速な
検索を簡単にすることができます。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須 値の例 説明
Action String Yes CreateVpc アクションの名前。 値 ：

CreateVpc

RegionId String Yes cn-hangzhou 作成する VPC のリージョン ID 。
リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions を呼び出しま
す。
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パラメーター データ型 必須 値の例 説明
CidrBlock String No 172.16.0.0/12 CIDR ブロック形式の VPC の IP

アドレス範囲。 次の IP アドレス範
囲またはそのサブネットが使⽤可能
です。
• 10 . 0 . 0 . 0 / 8

• 172 . 16 . 0 . 0 / 12

(デフォルト)
• 192 . 168 . 0 . 0 / 16

ClientToke
n

String No sha223ndd2
333 リクエストの冪等性を保証するため

に使⽤されるクライアントトーク
ン。
このパラメーター値は、クライアン
トによって⽣成される⼀意の値であ
る必要があります。 ⻑さは 1〜64
 の ASCII ⽂字でなければなりませ
ん。

Descriptio
n

String No This is my first
 Vpc. VPC の説明。

説明は 2 - 256 ⽂字です。 名前は英
字で始まる必要があります。先頭⽂
字列を http ://または https

://にすることはできません。
EnableIpv6 Boolean No 0 IPv6 CIDR ブロックを有効化する

かを⽰します。 既定値：false
有効値：  false | true

Ipv6CidrBl
ock

String No 223.223.213.
122 VPC の IPv6 CIDK ブロック。

ResourceGr
oupId

String No 123 リソースグループの ID 。

4 Document Version20190828



Virtual Private Cloud API リファレンス /  2 Virtual Private Cloud (VPC)

パラメーター データ型 必須 値の例 説明
UserCidr String No 189.16.0.0/12 カスタマー側の CIDR ブロック。

カンマで複数の CIDR ブロックを
区切ります。 最⼤ 3 つの CIDR ブ
ロックを追加できます。

VpcName String No Vpc-1 VPCの名前。
名前の⻑さは 2 ~ 128 ⽂字である必
要があります。 ⼤⽂字、⼩⽂字、
数字を含めることができます。 ピ
リオド (.)、アンダースコア (_)、
ハイフン (-) も使⽤可能です。 名前
は英字で始まる必要があります。
先頭⽂字列を http ://または 
https :// にすることはできま

せん。
レスポンスパラメーター

パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String 0ED8D006-F706

-4D23-88ED-
E11ED28DCAC0

リクエストの ID 。

VpcId String vpc-bp15zckdt3
7pq72zvw30k

VPC の ID。

VRouterId String vrt-bp1lhl0tai
krteen80oxx

VRouter の ID 。

RouteTable
Id

String vtb-bp145q7gln
uzdvzu21pom

ルートテーブルの ID。

ResourceGr
oupId

String rg-acfmxazb4p
h6aiy リソースグループの ID 。

例
リクエストの例
https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = CreateVpc

& RegionId = cn - hangzhou
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& CidrBlock  = 10 . 10 . 0 . 0 / 24
& CommonPara meters

Response example
• XML 形式

< CreateVpcR esponse >
  < ResourceGr oupId > rg - acfmxazb4p h6aiy </ ResourceGr oupId
>
  < RequestId > 8B2F5262 - 6B57 - 43F2 - 97C4 - 971425462D FE  </
RequestId >
  < RouteTable Id > vtb - bp1krxxzp0 c29fmontba l  </
RouteTable Id >
  < VRouterId > vrt - bp1jcg5cmx jbl9xgc58b w  </ VRouterId >
  < VpcId > vpc - bp1qpo0kug 3a20qqe9h7 v  </ VpcId >
</ CreateVpcR esponse >

• JSON 形式
{
  " RequestId ":" 8B2F5262 - 6B57 - 43F2 - 97C4 - 971425462D FE ",
 " ResourceGr oupId ":" rg - acfmxazb4p h6aiy ",
 " RouteTable Id ":" vtb - bp1krxxzp0 c29fmontba l ",
  " VpcId ":" vpc - bp1qpo0kug 3a20qqe9h7 v ",
 " VRouterId ":" vrt - bp1jcg5cmx jbl9xgc58b w "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidRegionId.
NotFound

regionId に指定された値は
サポートされていません。

指定された RegionId は存在
しません。

400 InvalidPar
ameter

指定された CIDR ブロックは
無効です。

CIDR ブロックが無効です。

400 ResourceNo
tAvailable

該当のリージョンまたはゾー
ンでは、リクエストされたリ
ソースは利⽤できません。

該当のリージョンまたはゾー
ンに VSwitch を作成するこ
とはできません。

400 InvalidVpcName.
Malformed

指定された VPC 名は無効で
す。

指定された VPC 名の形式が
無効です。

400 QuotaExceeded.
Vpc

VPC クォータを超えました。 アカウントの VPC の最⼤数
に達しました。

403 Forbbiden 指定されたリソースで操作を
⾏う権限のないユーザー。

このリソースで操作を⾏う権
限がありません。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 ResourceNo
tAvailable.Vpc

このリージョンまたはゾーン
では、リクエストされたリ
ソースは利⽤できません。

このリージョンまたはゾーン
では、リクエストされたリ
ソースは利⽤できません。

400 InvalidVpcName.
Malformed

指定された VPC 名は無効で
す。

指定された VPC 名の形式が
無効です。

400 InvalidPar
ameter

指定された UserCidr は無効
な形式です。

指定されたCIDRブロックは
無効です。

400 InvalidPar
ameter

指定された UserCidr サブ
ネットマスクは無効です。

UserCidr に指定されたサブ
ネットマスクが無効です。

400 InvalidUserCidr.
Quota

指定された UserCidr 番号が 
3 を超えています。

UserCird の数がクォータに
達しました。

400 InvalidUserCidr.
Malformed

指定された UserCidr は 100
.64.0.0/10 と重複していま
す。

指定された UserCird が 100
.64.0.0/10 と重複していま
す。

500 InternalError 不明なエラーが発⽣したた
め、リクエスト処理に失敗し
ました。

要求の処理中にエラーが発⽣
しました。

⼀般的なエラーをご参照ください。

2.2 DescribeVpcs
リージョンの VPC を照会します。

デバッグ
OpenAPI Explorerでデバッグし、SDK コードの例を⾃動的に⽣成します。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省略

可能
値の例 説明

Action String 必須 DescribeVpcs 実⾏する操作。 有効値：
DescribeVp cs
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パラメーター データ型 必須/省略
可能

値の例 説明

RegionId String 省略可能 cn-hangzhou VPC が属するリージョン。
DescribeRegions  API を呼び出
すことで、リージョン ID を取得で
きます。

Isdefault Boolean 省略可能 false 指定されたリージョンのデフォルト 
VPC を照会するかどうかを⽰しま
す。 有効値：
• true   (デフォルト)：指定さ

れたリージョンのすべての VPC
を照会します。

• false ：デフォルト VPC を照
会しません。

PageNumber Integer 省略可能 10 返すページ数。 既定値： 1  。
PageSize Integer 省略可能 1 1 ページあたりの⾏数。 最⼤値は 

50  で、既定値は 10  です。
ResourceGr
oupId

String 省略可能 xxxxx VPC が属するリソースグループの 
ID 。

Tag . N .
Key

String 省略可能 Tag.1.name フィルタ条件。 N に指定可能な値
は、1 から 5 です。

Tag . N .
Value

String 省略可能 Tag.1.myvpc フィルター条件の値。 N に指定可能
な値は、1 から 5 です。

VpcId String 省略可能 vpc-
257gq64xxx
xx

VPC の ID 。
最⼤ 20 の VPC タグを指定できま
す。 複数の IP アドレスはカンマで
区切ります。
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パラメーター データ型 必須/省略
可能

値の例 説明

VpcName String 省略可能 Vpc-1 VPC の ID 。
レスポンスパラメーター

パラメーター データ型 値の例 説明
Vpcs VPC のリスト。
└CidrBlock String 10.0.0.0/24 <td> VPC の CIDR ブロック。</td>
└CreationTi
me

String 2018-04-18T15:02
:37Z VPC が作成された時刻。

└Descriptio
n

String description VPC の説明。
└Ipv6CidrBl
ock

String 224.224.223.212/
24 VPC の IPv6 CIDR ブロック。

└IsDefault Boolean false VPC がこのリージョンのデフォルト 
VPC であるかどうか。

└
NatGateway
Ids

nat-245xxxftwt
4567 NAT ゲートウェイの ID 。

└RegionId String cn-hangzhou VPC が属するリージョンの ID。
└
ResourceGr
oupId

String rg-acfmxazb4p
h6aiy リソースグループの ID 。

└RouterTabl
eIds

vtb-bp145q7gln
uzdvzu21pom ルーターテーブルの ID 。

└Status String Available VPC のステータス。 有効値：
• 保留中：利⽤不可、設定中
• 利⽤可能：利⽤可能

└Tags VPC の ID。
└Key String env タグのキー。
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パラメーター データ型 値の例 説明
└Value String internal タグの値。
└UserCidrs 10.0.0.0/8 カスタマー側の CIDR ブロックのリス

ト。
└VRouterId String vrt-bp1lhl0tai

krteen80oxx VRouter の ID 。
└VSwitchIds { "VSwitchId": [] } VSwitch のリスト。
└VpcId String vpc-bp15zckdt3

7pq72zvw3 VPC の ID。
└VpcName String vpc1 VPC の 名前。
TotalCount Integer 1 照会されたエントリの数。
PageNumber Integer 1 現在のページ番号
PageSize Integer 21 現在のページのエントリ数。
RequestId String 9B941224-B647

-4644-A746-
641906D6B954

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? RegionId = cn - hangzhou
&< CommonPara meters >
   

レスポンス例
• XML 形式

< DescribeVp csResponse >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < Vpcs >
    < Vpc >
      < VpcName  />
      < Descriptio n />
      < IsDefault > false  </ IsDefault >
      < ResourceGr oupId > rg - acfmxazb4p h6aiy </ ResourceGr
oupId >
       < UserCidrs />
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      < NatGateway Ids />
      < RouterTabl eIds >
        < RouterTabl eIds > vtb - bp1krxxzp0 c29fmontba l </
RouterTabl eIds >
      </ RouterTabl eIds >
      < VpcId > vpc - bp1qpo0kug 3a20qqe9h7 v  </ VpcId >
      < VRouterId > vrt - bp1jcg5cmx jbl9xgc58b w </ VRouterId >
      < CreationTi me > 2018 - 12 - 06T06 : 11 : 55Z </ CreationTi
me ><!-- CreationTi me -->
      < Status > Active </ Status >
      < CidrBlock > 172 . 16 . 0 . 0 / 12 </ CidrBlock >
      < VSwitchIds /><!-- VSwitchIds -->
      < RegionId > cn - hangzhou </ RegionId >
      < Ipv6CidrBl ock />
    </ Vpc >
    < Vpc >
      < AclName > test </ AclName >
      < Descriptio n />
      < IsDefault > false </ IsDefault >
      < ResourceGr oupId > rg - acfmxazb4p h6aiy </ ResourceGr
oupId >
      < UserCidrs />
      < NatGateway Ids />
      < RouterTabl eIds >
        < RouterTabl eIds > vtb - bp1blq1oh0 ybfnpm1bh2 0  </
RouterTabl eIds >
      </ RouterTabl eIds >
      < VpcId > vpc - bp1aevy8so fi8mh1qc5c m </ VpcId >
      < VRouterId > vrt - bp149ve7ye yvio4ncklx z  </ VRouterId >
       < CreationTi me > 2018 - 11 - 08T08 : 54 : 03Z </
CreationTi me ><!-- CreationTi me -->
      < Status > Active </ Status >
      < CidrBlock > 192 . 168 . 0 . 0 / 16 </ CidrBlock >
      < VSwitchIds >
        < VSwitchId > vsw - bp12mw1f8k 3jgygk9bml j </ VSwitchId >
      </ VSwitchIds ><!-- VSwitchIds -->
      < RegionId > cn - hangzhou </ RegionId >
      < Ipv6CidrBl ock />
    </ Vpc >
  </ Vpcs >
  < TotalCount > 2 </ TotalCount >
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < RequestId > C6532AA8 - D0F7 - 497F - A8EE - 094126D441 F5  </
RequestId >
</ DescribeVp csResponse >
     

• JSON 形式
{
 " PageNumber ": 1 ,
 " TotalCount ": 2 ,
  " Vpcs ":{
   " Vpc ":[
   {
    " VpcName ":"",
    " Descriptio n ":"",
    " Default ": false ,
    " ResourceGr oupId ":" rg - acfmxazb4p h6aiy ",
    " UserCidrs ":{
     " UserCidr ":[]
    },
    " NatGateway Ids ":{
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     " NatGateway Ids ":[]
    },
     " RouterTabl eIds ":{
     " RouterTabl eIds ":[
      " vtb - bp1krxxzp0 c29fmontba l "
     ]
    },
    " VpcId ":" vpc - bp1qpo0kug 3a20qqe9h7 v ",
    " VRouterId ":" vrt - bp1jcg5cmx jbl9xgc58b w ",
    " CreationTi me ":" 2018 - 12 - 06T06 : 11 : 55Z ",
    " Status ":" Available ",
    " CidrBlock ":" 172 . 16 . 0 . 0 / 12 ",
    " VSwitchIds ":{
     " VSwitchId ":[]
    },
    " RegionId ":" cn - hangzhou ",
    " Ipv6CidrBl ock ":""
   },
   {
     " VpcName ":" kttest ",
    " Descriptio n ":"",
    " Default ": false ,
    " ResourceGr oupId ":" rg - acfmxazb4p h6aiy ",
    " UserCidrs ":{
      " UserCidr ":[]
    },
    " NatGateway Ids ":{
     " NatGateway Ids ":[]
    },
     " RouterTabl eIds ":{
     " RouterTabl eIds ":[
      " vtb - bp1blq1oh0 ybfnpm1bh2 0 "
     ]
    },
    " VpcId ":" vpc - bp1aevy8so fi8mh1qc5c m ",
    " VRouterId ":" vrt - bp149ve7ye yvio4ncklx z ",
    " CreationTi me ":" 2018 - 11 - 08T08 : 54 : 03Z ",
    " Status ":" Available ",
     " CidrBlock ":" 192 . 168 . 0 . 0 / 16 ",
    " VSwitchIds ":{
      " VSwitchId ":[
       " vsw - bp12mw1f8k 3jgygk9bml j "
     ]
    },
    " RegionId ":" cn - hangzhou ",
    " Ipv6CidrBl ock ":""
   }
  ]
 },
 " PageSize ": 10 ,
  " RequestId ":" C6532AA8 - D0F7 - 497F - A8EE - 094126D441 F5 "
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}

エラーコード
HTTP
 コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

500 InternalError 不明なエラーが発⽣したた
め、リクエスト処理に失敗し
ました。

リクエストの処理中にエラー
が発⽣しました。

製品のエラーコードを表⽰する
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3 VSwitch
3.1 CreateVSwitch

VPC に VSwitch を作成します。
このアクションを呼び出す前に、次の項⽬をご確認ください。
• 各 VPC に最⼤ 24個 の VSwitch を作成することができます。
• 先頭1つ と末尾 3 つの VSwitch の IP アドレスはシステム⽤に確保されています。 たとえ

ば、VSwitch の CIDR ブロックが192.168.1.0/24 の場合、IP アドレス 192.168.1.0、192.
168.1.253、192.168.1.254、192.168.1.255 は システム⽤に確保されています。

• VSwitch 配下のクラウド製品のインスタンスの数が VPC の容量の残量 (15,000 － 現在のク
ラウド製品のインスタンスの数) を超えることはできません 。

• クラウド製品のインスタンスが属することができる VSwitch は１つのみです。
• VSwitchは、ブロードキャスト、マルチキャストに対応していません。
VSwitch の作成後、CIDR ブロックの変更はできません。

デバッグ
 API Explorer を使⽤することで 、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API 素早い検
索を簡単にすることができます。

リクエストパラメーター
パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

Action String 必須 CreateVSwi
tch このアクションの名前。 値 ：

CreateVSwi tch
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

CidrBlock String 必須 172.16.0.0
/24 VSwitch の CIDR ブロック。 IP アドレスの

範囲は次の要件を満たす必要があります。
• VSwitch のサブネットマスクの⻑さは / 

16 〜 / 29 の範囲である必要があります。
• VSwitch の CIDR ブロックは、VPC の 

CIDR ブロックに属している必要があり
ます。

• VSwitch の CIDR ブロックと VPC 内
のルートエントリのターゲット CIDR ブ
ロックを同じにすることはできません。
VPC CIDR ブロックのサブセットにする
ことはできます。

• スイッチのネットワークセグメントが同
じ VPC のネットワークセグメントと同じ
の場合、VPC に作成できるスイッチは 1
 つのみです。

VpcId String 必須 vpc-
257gq6nxxx
xxxx

VSwitch が所属する VPC を選択します。

ZoneId String 必須 cn-
hangzhou
-d

スイッチが属するゾーンの ID。
リージョン ID を照会するには、 
DescribeRegions を呼び出します。

RegionId String 必須 cn-
hangzhou VSwitch が属するリージョンの ID。

Ipv6CidrBl
ock

Integer 省略可能 0 VSwitch の IPv6 CIDR ブロック。 IPv6 
CIDR ブロックの最後の 8 bits をカスタマ
イズできます。 値の範囲：0 〜 255 。
デフォルトでは、IPv6 CIDK マスクの⻑さ
は / 64 です。
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

Descriptio
n

String 省略可能 This is my 
vswitch. VSwitch の説明。

説明は、⻑さが 2 ~ 256 ⽂字で、⽂頭は⽂
字である必要があります。 先頭⽂字列を 

http :// or https :// にすることは
できません。

VSwitchNam
e

String 省略可能 VSwitch-1 VSwitch の 名前。
名前の⻑さは1〜128⽂字で、⽂字で始ま
る必要があります。 先頭⽂字列を http

:// または https :// にすることはで
きません。

ClientToke
n

String 省略可能 dhueeuxxxx
xxdde リクエストの冪等性を保証するために使⽤さ

れるクライアントトークン。
クライアントによって⽣成されるパラメー
ター値で、⼀意である必要があります。 ⻑
さは 1 〜64 ⽂字である必要があります。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 N/A 所有者アカウント。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String 861E6630

-AEC0-
4B2D-B214-
6CB5E44B7F
04

リクエストの ID 。

VSwitchId String vsw-
25naue4gz

スイッチの ID。
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例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = CreateVSwi tch
& CidrBlock = 172 . 16 . 0 . 0 / 24
& VpcId = vpc - 257gq6nxxx xxxx
& ZoneId = cn - hangzhou - b
&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< CreateVSwi tchRespons e >
   < RequestId > 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 </
RequestId >
  < VSwitchId > vsw - 25naue4gz </ VSwitchId >
 </ CreateVSwi tchRespons e >

• JSON 形式
{
  " RequestId ":" 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 ",
 " VSwitchId ":" vsw - 25naue4gz "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidZoneId.
NotFound

指定されたゾーンは存在しま
せん。

ゾーンの ID が正しくありま
せん。

404 InvalidVpcId.
NotFound

指定された VPC は存在しま
せん。

指定された VPC は存在しま
せん。

400 InvalidVSw
itchName.
Malformed

指定された仮想スイッチは存
在しません。

指定された VSwitch の名前
の形式が無効です。

400 ResourceNo
tAvailable

このリージョンまたはゾーン
では、リクエストしたリソー
スは利⽤できません。

このリージョンまたはゾーン
では、リクエストしたリソー
スは利⽤できません。

400 InvalidPar
ameter

指定された CIDR ブロックは 
VPC では無効です。

指定された CIDR ブロック
は、VPC の CIDR ブロックに
属していません。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidCidrBlock
.Overlapped

指定された CIDR ブロックは
他のサブネットと重複してい
ます。

指定された CIDR ブロック
は、別の VSwitch の CIDR
 ブロックまたは既存のカス
タマールートのターゲット 
CIDK ブロックと重複して
います。 使⽤されていない 
CIDR ブロックを選択しま
す。

400 InvalidCidrBlock
.Overlapped

指定された CIDR ブロックは
他のエントリと重複していま
す。

指定された CIDR ブロック
は、別の VSwitch の CIDR
 ブロック、または既存のカ
スタマールートのターゲッ
ト CIDK ブロックと重複し
ています。 使⽤されていな
い CIDR ブロックを選択しま
す。

400 QuotaExceeded.
VSwitch

仮想スイッチのクォータを超
えました。

VSwitch の最⼤数を超えてい
ます。

400 IncorrectR
outeEntryStatus

⼀部のルートエントリのス
テータスによって、この操作
がブロックされました。

ルートテーブルには、
Pending または Modifying
 ステータスのエントリが含ま
れます。

400 IncorrectV
SwitchStatus

同じ VPC 内に変更中の仮想
スイッチがあります。

VPC に Modifying ステータ
スの VSwitch が 複数ありま
す。 後ほどもう⼀度お試しく
ださい。

400 InvalidCir
drBlock.
MaskLength

指定された CIDR ブロックは
無効です。

CIDR ブロックの形式が無効
です。

400 IncorrectV
pcStatus

現在の VPC のステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

VPC の現在のステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

400 MissingPar
ameter

必須なパラメーターが⽋如し
ています。

必要なパラメーターが⽋如し
ています。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 IncorrectV
SwitchStatus

VSwitch を同時に作成するこ
とはできません。

VPC に Creating ステータス
の VSwitch が含まれている
ため、VSwitch を作成できま
せん。

400 Forbidden.
VpcNotFound

指定された VPC が⾒つかり
ません。

指定された VPC は存在しま
せん。

共通エラーコードをご参照ください。
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4 ルートテーブル
4.1 DescribeRouteTables

ルートテーブルのルートエントリを照会します。
デバッグ

API Explorer  を使⽤して API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API の迅速な検索が簡
単にできます。

リクエストパラメーター
パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

Action String 必須 DescribeRo
uteTables この操作の名前です。 値 ：

DescribeRo uteTables

RegionId String 必須 cn-
hangzhou 照会するルートテーブルが属する VPC の

リージョン ID。
PageNumberInteger 省略可能 10 返すページ数。 既定値： 1

PageSize Integer 省略可能 10 1 ページあたりの⾏数。 最⼤値： 50  既定
値： 1

ResourceGr
oupId

String 省略可能 rg-
acfmxazb4p
h6aiy

リソースグループの ID。

RouteTable
Id

String 省略可能 rtb-
bp12mw1f8k
3jgygk9bmw
e

ルートテーブルの ID 。

RouteTable
Name

String 省略可能 RouteTable
-1 ルートテーブルの名前。
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

RouterId String 省略可能 vtb-
bp1krxxzp0
c29fmontba
l

照会するルートテーブルが属する VRouter
 または VBR のID 。

RouterTypeString 省略可能 VRouter 照会するルートテーブルが属するルーターの
タイプ。 有効値：
• VRouter ：VRouter
• VBR ：VBR

Type String 省略可能 custom ルートテーブルのタイプ。
VRouterId String 省略可能 vtb-

bp1krxxzp0
c29fmontba
l

照会するルートテーブルが属する VRouter
の ID。 このパラメーターが指定されている
場合、 RouterType  パラメーターの値は
⾃動的に VRouter  に設定されます。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RouteTables N/A N/A ルートテーブルのリスト。
└RouteTable
Id

String vtb-bp145q7gln
uzdvzu21pom 照会するルートエントリが属するルート

テーブル の ID。
└CreationTi
me

String 2017-08-22T10:40
:25Z ルートテーブルが作成された時刻。

└
ResourceGr
oupId

String rg-acfmxazb4p
h6aiy リソースグループの ID 。

└RouteEntry
s

N/A N/A ルートエントリのリスト。
└RouteTable
Id

String vtb-bp145q7gln
uzdvzu21pom ルートエントリが属するルートテーブル

の ID。
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パラメーター データ型 値の例 説明
└Destinatio
nCidrBlock

String 192.168.0.1/24 ルートエントリのターゲット CIDR ブ
ロック。

└Type String System ルートエントリのタイプ。 有効値：
• System：システムルート
• Custom：カスタムルート
• BGP：BGP ルート

└
NextHopTyp
e

String HaVip ネクストホップのタイプ。 有効値：
• インスタンス：ECS インスタンス (デ

フォルト)
• HaVip：HaVip
• RouterInterface：ルーターイン

ターフェイス
└Status String Pending ルートエントリのステータス。 有効

値：
• Pending：設定中
• Available：利⽤可能
• Modifying：変更中

└InstanceId String ri-2zeo3xzyf3
8r4urzdpvfs ネクストホップのインスタンス ID 。

└NextHops N/A N/A ECMP ルートのネクストホップのリス
ト。

└
NextHopTyp
e

String HaVip ネクストホップのタイプ。 有効値：
• インスタンス：ECS インスタンス (デ

フォルト)
• HaVip：HaVip
• RouterInterface：ルーターイン

ターフェイス
└NextHopId String ri-2zeo3xzyf3

8r4urzdpvqw ネクストホップのインスタンス ID 。
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パラメーター データ型 値の例 説明
└Enabled Integer 0 ネクストホップ有効化の有無。

• 0：無効
• 1：有効

└Weight Integer 80 ネクストホップのルーティングの重み。
└RouteTable
Type

String System 照会するルートテーブルのタイプ。
└VRouterId String vrt-bp1lhl0tai

krteen80oxx VRouter の ID 。
└VSwitchIds N/A vsw-bp14cagpfy

sr29feg5t97 VPC 配下の VSwitch のリスト。
TotalCount Integer 12 照会されたエントリの数。
PageNumber Integer 1 現在のページ番号。
PageSize Integer 1 1 ページあたりのエントリー数。
RequestId String DC668356-BCB4

-42FD-9BC3-
FA2B2E04B634

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

http ( s ):// vpc . aliyuncs . com /? Action = DescribeRo uteTables
&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< DescribeRo uteTablesR esponse >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < TotalCount > 1 </ TotalCount >
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < RequestId > DC668356 - BCB4 - 42FD - 9BC3 - FA2B2E04B6 34 </
RequestId >
  < RouteTable s >
    < RouteTable >
      < CreationTi me > 2017 - 08 - 22T10 : 40 : 25Z </ CreationTi
me ><!-- CreationTi me -->
      < RouteEntry s >
        < RouteEntry >
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          < NextHops />
          < Status > Available </ Status >
          < Type > Custom </ Type >
          < InstanceId > ri - 2zeo3xzyf3 8r4urzdpvf s  </
InstanceId >
          < NextHopTyp e > RouterInte rface </ NextHopTyp e >
          < RouteTable Id > vtb - 2zevpmy9th 8cxmwtarqg 4 </
RouteTable Id >
          < Destinatio nCidrBlock > 10 . 10 . 0 . 0 / 24 </
Destinatio nCidrBlock >
        </ RouteEntry >
        < RouteEntry >
          < NextHops />
          < Status > Available </ Status >
          < Type > System </ Type >
          < InstanceId />
          < NextHopTyp e > service </ NextHopTyp e >
          < RouteTable Id > vtb - 2zevpmy9th 8cxmwtarqg 4 </
RouteTable Id >
          < Destinatio nCidrBlock > 100 . 64 . 0 . 0 / 10 </
Destinatio nCidrBlock >
        </ RouteEntry >
      </ RouteEntry s >
      < RouteTable Id > vtb - 2zevpmy9th 8cxmwtarqg 4 </
RouteTable Id >
      < RouteTable Type > System </ RouteTable Type ><!-- 
RouteTable Type -->
      < VRouterId > vrt - 2zefso23vm u6xi3jeiw0 z </ VRouterId >
    </ RouteTable >
  </ RouteTable s >
</ DescribeRo uteTablesR esponse >

• JSON 形式
{
 " PageNumber ": 1 ,
 " TotalCount ": 1 ,
 " PageSize ": 10 ,
 " RequestId ":" DC668356 - BCB4 - 42FD - 9BC3 - FA2B2E04B6 34 ",
 " RouteTable s ":{
  " RouteTable ":[
   {
    " CreationTi me ":" 2017 - 08 - 22T10 : 40 : 25Z ",
    " RouteEntry s ":{
     " RouteEntry ":[
      {
       " Status ":" Available ",
       " NextHops ":{
        " NextHop ":[]
       },
       " Type ":" Custom ",
       " InstanceId ":" ri - 2zeo3xzyf3 8r4urzdpvf s ",
       " RouteTable Id ":" vtb - 2zevpmy9th 8cxmwtarqg 4 ",
       " NextHopTyp e ":" RouterInte rface ",
       " Destinatio nCidrBlock ":" 10 . 10 . 0 . 0 / 24 "
      },
      {
       " Status ":" Available ",
       " NextHops ":{
        " NextHop ":[]
       },
       " Type ":" System ",
       " InstanceId ":"",
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       " RouteTable Id ":" vtb - 2zevpmy9th 8cxmwtarqg 4 ",
       " NextHopTyp e ":" service ",
       " Destinatio nCidrBlock ":" 100 . 64 . 0 . 0 / 10 "
      }
     ]
    },
    " RouteTable Id ":" vtb - 2zevpmy9th 8cxmwtarqg 4 ",
    " VRouterId ":" vrt - 2zefso23vm u6xi3jeiw0 z ",
    " RouteTable Type ":" System "
   }
  ]
 }
}

エラーコード
⼀般的なエラーコードをご参照ください。

4.2 CreateRouteEntry
VRouter または VBR にカスタムルートエントリを作成します。
このアクションで VRouter のカスタムルートエントリを追加する前に、次の内容をご確認くだ
さい。
• ルートテーブルには、最⼤ 48 個のカスタムルートエントリを作成できます。
• 各カスタムルートエントリのターゲット CIDR ブロックを VSwitch の CIDR ブロックと同じ

にすることはできません。また、VSwitch の CIDR ブロックを含めたり VSwitch の CIDR
 ブロックに含まれることもできません。

• 各カスタムルートエントリのターゲット CIDR ブロックを 100.64.0.0/10 にすることはでき
ません。また、100.64.0.0/10 に含めることはできません。

• 同じルートテーブル内のルートエントリのターゲット CIDR ブロックを同じにすることはでき
ません。

• ターゲット CIDR ブロックが IP アドレスの場合、マスク/32 が使⽤されます。
• 複数のルートエントリが同じネクストホップをポイントすることができます。
• 各カスタムルートエントリとルートテーブルのネクストホップは同じ VPC 内に存在する必要

があります。

Document Version20190828 25

https://error-center.aliyun.com/status/product/Vpc


Virtual Private Cloud API リファレンス /  4 ルートテーブル

• NextHopList パラメーターを使⽤して ECMP の設定ができます。
- 通常のカスタムルートエントリ (⾮ ECMP) を追加する場合、DestinationCidrBlock、

NextHopType、NextHopId パラメーターを指定する必要があります。NextHopList パ
ラメーターは指定できません。

- ECMP ルートエントリを追加する場合、DestinationCidrBlock および NextHopList パ
ラメーターを指定する必要があります。NextHopType および NextHopId パラメーター
を指定することはできません。
このアクションで VBR のルートエントリを追加する場合は、次のことに注意してくださ
い。

• ルートテーブルには、最⼤ 48 個のルートエントリを作成できます。
• NextHopList パラメーターはサポートされていません。
• 各カスタムルートエントリのターゲット CIDR ブロックを100.64.0.0/10 にしたり、100.64.0

.0/10 に含めることはできません。
• 同じルートテーブル内のルートエントリのターゲット CIDR ブロックを同じにすることはでき

ません。
• ターゲット CIDR ブロックが IP アドレスの場合、マスク/32が使⽤されます。
• 複数のルートエントリが同じ ネクストホップ (NextHopId) をポイントすることができます。
• 各ルートエントリのネクストホップ (NextHopId) は、VBRに関連付けられたルーターイン

ターフェイスである必要があります。
• VBR がアクティブステータスで、対応する物理接続が有効ステータス、かつ財務的にロック

されていない場合にのみ、ルートエントリを追加できます。
• 共通ルートエントリ (⾮ ECMP) のみが追加可能です。 DestinationCidrBlock、

NextHopType、NextHopId パラメーターを指定する必要があります。HopList パラメー
ターは指定できません。

デバッグ
OpenAPI Explorer を使⽤して、デバッグ操作を実⾏し、SDK コード例を⽣成します。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 CreateRout
eEntry この操作の名前。

値：CreateRouteEntry
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

Destinatio
nCidrBlock

String 必須 192.168.0.1/24 カスタムルートエントリのターゲッ
ト CIDR ブロック。 IPv4 および 
IPv6 の両⽅のターゲット CIDR ブ
ロックがサポートされています。
ターゲット CIDR ブロックは、次
の要件を満たしている必要がありま
す。
• ターゲット CIDR ブロックを 

100.64.0.0/10 またはそのサブ
ネットにすることはできませ
ん。

• ルートテーブル内の異なるルー
トエントリに同じターゲット 
CIDR ブロックを使⽤すること
はできません。

• ターゲット CIDR ブロックが IP
 アドレスの場合、デフォルトで
マスク/32が使⽤されます。

• ターゲット CIDR ブロックが 
IPv6 アドレスの場合、マスク/
128が使⽤されます。

RegionId String 必須 cn-hangzhou ルートテーブルが属するリージョン
の ID。

RouteTable
Id

String 必須 VTB-
bp145q7gln
uzdxxxxxxxx

ルートテーブルの ID。

ClientToke
n

String 省略可能 02fb3da4-130e
-11e9-8e44-
001xxxxxxxx

リクエストの冪等性を保証するた
めに使⽤されるクライアントトー
クン。 クライアントによって⽣成
されるパラメーター値で、⼀意であ
る必要があります。 ⻑さは 1 〜64 
ASCII ⽂字である必要があります。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

NextHopId String 省略可能 ri-2zeo3xzyf3
8r4xxxxxxxx ネクストホップとして使⽤されるイ

ンスタンスの ID 。
NextHopLis
t . N .
NextHopId

String 省略可能 ri-2zeo3xzyf3
8r4xxxxxxxx ネクストホップとして使⽤されるイ

ンスタンスの ID 。
NextHopLis
t . N .
NextHopTyp
e

String 省略可能 RouterInte
rface ネクストホップのタイプ。 有効な

値：
RouterInterface：ルーターイン
ターフェイス

NextHopLis
t . N .
Weight

Integer 省略可能 10 ネクストホップのルーティングの重
み。

NextHopTyp
e

String 省略可能 RouterInte
rface ネクストホップのタイプ。 有効な

値：
• Instance：ECS インスタンス

(デフォルト)
• HaVip：HaVip
• RouterInterface：ルーターイ

ンターフェイス
• NetworkInterface：Elastic 

Network Interface (ENI)
• VpnGateway：VPN ゲート

ウェイ
• IPv6Gateway：IPv6 ゲート

ウェイ

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String 0ED8D006-F706

-4D23-88ED-
E11ED28DCAC0

リクエストの ID 。
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例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = CreateRout eEntry
& Destinatio nCidrBlock = 192 . 168 . 0 . 1 / 24
& RouteTable Id = vtb - bp145q7gln uzdxxxxxxx x
&< CommonPara meters >

レスポンス例
XML  形式
< CreateRout eEntryResp onse >
  < RequestId > 12D086F6 - 8F31 - 4658 - 84C1 - 006DED011A 85 </
RequestId >

</ CreateRout eEntryResp onse >

JSON  形式
{
  " RequestId ":" 12D086F6 - 8F31 - 4658 - 84C1 - 006DED011A 85 "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidInstanId.
NotFound

指定されたインスタンスは存
在しません。

指定されたインスタンスは存
在しません。

400 MissingPar
ameter

必須のパラメーターが⼊⼒さ
れていません。

必須のパラメーターが未⼊⼒
です。

400 InvalidCidrBlock
.Malformed

指定された CIDR ブロックは
無効です。

指定された CIDR ブロックの
形式が無効です。

404 InvalidNex
tHopId.
NotFound

指定されたネクストホップは
存在しません。

指定されたネクストホップは
存在しません。

404 InvalidRou
teTableId.
NotFound

指定されたルートテーブルは
存在しません。

指定された VRouter は存在
しません。

400 InvalidCID
RBlock.
Duplicate

指定された CIDR ブロックは
既に存在します。

指定された CIDR ブロック
は、このルートテーブルに既
に存在します。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 IncorrectV
pcStatus

現在の VPC のステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

現在の VPC のステータスで
は実⾏できない操作です。

400 IncorrectI
nstanceStatus

現在のインスタンスのステー
タスでは、この操作を実⾏で
きません。

指定されたインスタンスのス
テータスでは実⾏できない操
作です。

400 QuotaExceeded 該当のルートテーブルのルー
トエントリクォータを超えて
います。

ルートエントリのクォータを
超えています。

400 IncorrectR
outeEntryStatus

⼀部のルートエントリのス
テータスによってこの操作が
ブロックされました。

ルートテーブルに、Pending
 または Modifying ステータ
スのエントリが含まれていま
す。

400 InvalidCidrBlock 指定された CIDR ブロックは
無効です。

考えられる原因 1. このCIDR
 ブロックは IP アドレス 10.
0.0.0/8 のホワイトリストで
設定されていないため、使⽤
できません。 2. 追加された
ルートエントリのターゲット 
CIDR ブロックは、同じ VPC
 内の VSwitch の CIDR ブ
ロックに属することはできま
せん。 3. CIDRブロックを 
100.64.0.0/10 にすることは
できません。

400 InvalidNex
tHopType

指定されたパラメーター "
NextHopType" は無効で
す。

指定されたネクストホップの
タイプが無効です。

400 InvalidNextHop.
NotFound

指定されたネクストホップは
存在しません。

指定されたネクストホップは
存在しません。

400 InvalidVRouter.
NotFound

vRouter が存在しません。 VRouterが存在しません。

400 InvalidVpc.
NotFound

Vpc が存在しません。 指定された VPC は存在しま
せん。 ⼊⼒した VPC が正し
いか確認してください。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidNex
thopTypeAndList
.BothNull

nexthopType および 
nextHopList の両⽅が null
 になっています。

ネクストホップタイプとネク
ストホップリストが未⼊⼒で
す。

400 InvalidNex
thopTypeAndList
.BothNotNull

nexthopType および 
nextHopList の両⽅が null
 になっていません。

ネクストホップタイプおよび
ネクストホップリストの両⽅
を未⼊⼒にすることはできま
せん。

400 InvalidRou
terInterface

ルーターインターフェイスが
無効です。

指定されたルーターインター
フェイスは存在しません。

400 InvalidOpp
ositeRouterType

ネクストホップリストには、
もう⼀⽅のルーターインター
フェイスが vbr 上にあるルー
ターインターフェイスのみを
含めることはできません。

ネクストホップとして使⽤さ
れるルーターインターフェイ
スのピアルーターのタイプは 
VBR である必要があります。

400 InvalidNex
thopListSize

ネクストホップのサイズが違
法です。 サイズは 2 〜 4 でな
ければなりません。

ネクストホップとして 2 〜 
4 個のルーターインターフェ
イスを指定する必要がありま
す。

400 InvalidEnt
ryRuleQuota.
NotFound

ルートエントリのクォータ
ルールが存在しません。

指定されたルートエントリ
クォータルールは存在しませ
ん。

400 Forbidden.
CheckEntry
RuleQuota

ルートエントリのクォータ
ルールの確認エラー。

ルートエントリクォータの確
認中にエラーが発⽣しまし
た。

400 InvalidVBR
Status

仮想ボーダールーターのス
テータスが無効です。

VBR のステータスが無効で
す。

400 InvalidPhy
sicalConne
ctionBusin
essStatus

物理接続ビジネスステータス
が無効です。

物理接続のステータスが無効
です。

404 InvalidHaVipId.
NotFound

指定された VPC に、指定の 
HaVip が存在しません。

指定された VPC に、指定の 
HaVip は存在しません。

400 IncorrectH
aVipStatus

指定された HaVip のステー
タスが Available または 
InUse のいずれでもないた
め、操作が却下されました。

HAVIP のステータスが 
Available または InUse であ
るため、この操作は実⾏でき
ません。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 CountLimit
Exceed.
HaVipRoute
Entry

1 つのルートテーブルに対し
て、 HaVip へのルートエン
トリは最⼤で 5つまでです。

指定された HaVip インスタ
ンスをポイントするカスタム
ルートエントリの数が制限に
達しました。

400 InvalidRou
teEntry.
Duplicate

ルートエントリが既に存在し
ます。

指定されたルートエントリは
既に存在します。

403 IncorrectI
nstanceStatus

リソースの現在のステータス
ではこの操作を実⾏できませ
ん。

現在のボリュームのステータ
スでは実⾏できない操作で
す。

400 InvalidCidrBlock 指定された CIDR ブロックは
既に存在します。

指定された CIDR ブロック
は、別の VSwitch の CIDR
 ブロックまたは既存のカスタ
ムルートエントリの CIDR ブ
ロックと重複しています。 使
⽤されてない CIDR ブロック
を選択してください。

400 IncorrectR
outeEntryStatus

指定された routeEntry のス
テータスに関するエラーが発
⽣しました。

ルートテーブルに Pending
 または Modifying ステータ
スのエントリが含まれていま
す。

400 IncorrectR
outeEntryStatus

vpc のステータスが 
NotStable routeEntry で
す。

ルートテーブルに Pending
 または Modifying ステータ
スのエントリが含まれている
ため、この操作は実⾏できま
せん。

400 IncorrectR
outeEntryStatus

VBR のルートエントリが 
NotStable になっています。

ルートテーブルには Pending
 または Modifying ステータ
スのエントリが含まれている
ため、この操作は許可されま
せん。

400 InvalidParam Ecmp routerEntry と、ルー
ターインターフェイスのロー
カル vgw vip が⼀致しませ
ん。

ルートエントリが、ルーター
インターフェイスのローカル
ビデオゲートウェイの VIP と
⼀致していません。

400 INVALID_WE
IGHT_PARAM

指定された重みの値が無効で
す。

指定された Weight は無効で
す。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 FORBIDDEN_
USE_VPC_AS
_INTERNET_
GATEWAY

指定の CIDR は vpc CIDR に
ある必要があります。

指定の CIDR ブロックは、
VPC CIDR ブロックのサブ
セットである必要がありま
す。

400 INVALID_VPC_ID 指定された VpcId が⼀致しま
せん。

指定された VPC は存在しま
せん。

400 InvalidRou
teEntrySize

指定された routerEntry のサ
イズは違法です。

ECMP の設定において、2 〜 
4 のルーターインターフェイ
スをネクストホップとして設
定する必要があります。

400 InvalidRou
teEntry

指定された routeEntry は存
在しません。

指定されたルートエントリは
存在しません。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。
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5 ルーターインターフェイス
5.1 CreateRouterInterface

ルーターインターフェイスを作成します。
このアクションを呼び出す前に、次の内容をご確認ください。
• 2 つの VRouter 間に最⼤ 1 ペアの相互接続されたルーターインターフェイスを作成できま

す。
• VRouter には最⼤ 5 つのルーターインターフェイスを作成できます。
• アカウントに未払いのルーターインターフェイスがある場合はルーターインターフェイスを作

成することはできません。
• 同じルートテーブル内のルートエントリに同じターゲット CIDR ブロックを含めることはでき

ません。
• VBR が接続イニシエーターである必要があります。また、ステータスが有効である必要があ

ります。

注 :
このアクションによって作成されたルーターインターフェイスは従量課⾦の課⾦⽅法をサポート
しています。

デバッグ
API Explorer  を使⽤して、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API のすばやい検索
が簡単にできます。

リクエストパラメーター
パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

Action String 必須 CreateRout
erInterfac
e

この操作の名前。 値 ：
CreateRout erInterfac e

OppositeRe
gionId

String 必須 cn-
shanghai 接続アクセプターのリージョン。
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

RegionId String 必須 cn-
hangzhou ルーターインターフェイスが属するリージョ

ン。
リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions を呼び出します。

Role String 必須 Initiating
Side|
AcceptingS
ide

ルーターインターフェイスの役割。 有効
値：
• Initiating Side ：接続イニシ

エーター。
• AcceptingS ide   ：接続アクセプ

ター。
RouterId String 必須 cn-

hangzhou ルーターインターフェイスに関連付けられて
いるルーターの ID 。

RouterTypeString 必須 VRouter ルーターインターフェイスに関連付けられて
いるルーターのタイプ。 有効値：
• VRouter ：VRouter
• VBR ：VBR
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

Spec String 必須 Large ルーターインターフェイスの仕様を変更しま
す。 利⽤可能な仕様と対応する帯域幅は以
下の通りです。
• Mini . 2 ：2 Mbps
• Mini . 5 ：5 Mbps
• Small  1 ：10 Mbps
• Small  2 ：20 Mbps
• Small  5 ：50 Mbps
• Middle . 1 ：100 Mbps
• Middle . 2 ：200 Mbps
• Middle . 5 ：500 Mbps
• Large . 1 ：1000 Mbps
• Large . 2 ：2000 Mbps
• Large . 5 ：5000 Mbps
• Xlarge . 1 ：10000 Mbps

注 :
役割が AcceptingSide の場合、 Spec

 の値は Negative  になります。
AccessPoin
tId

String 省略可能 ap-cn-
shanghaiSZ
-pd-A

VBR が属するアクセスポイントの ID 。
リージョン ID を照会するには、
DescribeAccessPoints を呼び出しま
す。

注 :
物理アクセスのシナリオでは、このパラ
メーターを指定する必要があります。
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

AutoPay String 省略可能 false オーダーが⾃動的に⽀払われるかどうか。
有効値：
• false ：⾃動⽀払いは無効です。

オーダーが⽣成された後、オーダーセン
ターで⽀払いをします。

• true ：⾃動⽀払いが有効です。オー
ダーは⾃動的に⽀払われます。

注 :
InstanceCh argeType  の値が 
PrePaid  の場合は、必要なパラメー

ターです。
ClientToke
n

String 省略可能 sjffha1233
34 リクエストの冪等性を保証するために使⽤さ

れるクライアントトークン。
このパラメーター値はクライアントによって
⽣成され、多様なリクエストにおいて⼀意
であることが保証されています。 ⻑さは 1
 〜 64 ASCII ⽂字でなければなりません。

Descriptio
n

String 省略可能 This is my 
descriptio
n.

ルートテーブルの説明。
説明の⻑さは 2 〜 256 ⽂字でなければな
りません。 名前は英字で始まる必要があり
ます。先頭⽂字列は http :// または 

https :// にすることはできません。
HealthChec
kSourceIp

String 省略可能 116.62.222
.28 ヘルスチェックの実⾏に使⽤されるソース 

IP アドレス。 ローカル VPC の未使⽤の IP
 アドレスである必要があります。

注 :
このパラメーターは、物理アクセスのシナ
リオで指定できます。
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

HealthChec
kTargetIp

String 省略可能 116.62.222
.28 ヘルスチェックのターゲット IP アドレス。

注 :
HealthChec kSourceIp  パラメー

ターが指定されている場合は、必要なパラ
メーターです。

InstanceCh
argeType

String 省略可能 PrePaid ルーターインターフェイスの課⾦⽅法。 有
効値：
• PostPaid  (デフォルト)：従量課⾦

Name String 省略可能 Router 
interface 1 ルーターインターフェイスの名前。

名前の⻑さは 2 ~ 128 ⽂字である必要があり
ます。 英数字、ピリオド (.)、アンダースコ
ア (_)、ハイフン (-) を含めることができま
す。 名前は英字で始まる必要があります。
先頭⽂字列は http :// または https

:// にすることはできません。
OppositeAc
cessPointI
d

String 省略可能 ap-cn-
shanghaiSZ
-pd-A

ピアルーターインターフェイスのアクセスポ
イントの ID 。

注 :
VBR 上にピアルーターインターフェイス
がある場合は、必要なパラメーターです。
ルーターインターフェイスの作成後は変更
できません。

OppositeIn
terfaceId

String 省略可能 ri-
2zeo3xzyf3
8r4urzdpvf
s

ピアルーターインターフェイスの ID 。

OppositeIn
terfaceOwn
erId

String 省略可能 fffsf ピアルーターインターフェイスの所有者の 
ID 。
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パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

OppositeRo
uterId

String 省略可能 vrt-
bp1lhl0tai
krteen80ox
x

ピアルーターの ID 。

OppositeRo
uterType

String 省略可能 VRouter ピアルーターインターフェイスに関連付けら
れているルーターのタイプ。 有効値：
• VRouter ：VRouter
• VBR ：VBR

Period String 省略可能 3 購⼊内容の有効期間。 値の範囲：
• ⽉ごとの⽀払い：1 〜 9。
• 年ごとの⽀払い：1 〜 3。

注 :
InstanceCh argeType パラメーター

の値が PrePaid  の場合は、必要なパラ
メーターです。

PricingCyc
le

String 省略可能 Month サブスクリプション課⾦⽅法の課⾦サイク
ル。 有効値：
• Month  (デフォルト)：⽉単位で課⾦さ

れます
• Year ：年単位で課⾦されます

注 :
InstanceCh argeType  パラメー

ターの値が PrePaid 5 の場合は、必要
なパラメーターです。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
OrderId String 2020085949

30117
オーダーナンバー。 サブスクリプションの課
⾦⽅法を選択すると、このパラメーターが返
されます。
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パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String 079874CD

-AEC1-
43E6-AC03-
ADD96B6E49
07

リクエストの ID です。

RouterInte
rfaceId

String ri-
2ze7fbuohm
xxxxxx

ルーターインターフェイスの ID 。

例
リクエストの例

http ( s ):// vpc . aliyuncs . com /? Action = CreateRout
erInterfac e

& OppositeRe gionId = cn - shanghai
& RegionId = cn - hangzhou
& Role = Initiating Side | AcceptingS ide
& RegionId = cn - hangzhou
& RouterType = VRouter
& Spec = Large
&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< CreateRout erInterfac eResponse >
  < RequestId > 980960B0 - 2969 - 40BF - 8542 - EBB34FD358 AB </
RequestId >
  < RouterInte rfaceId > ri - 2ze7fbuohm xxxxxx </ RouterInte
rfaceId >
</ CreateRout erInterfac eResponse >

• JSON 形式
{
 " RouterInte rfaceId ":" ri - 2ze7fbuohm xxxxxx ",
 " RequestId ":" 980960B0 - 2969 - 40BF - 8542 - EBB34FD358 AB "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidRegionId.
NotFound

指定された regionId はレ
コードに存在しません。

指定された リージョン ID は
存在しません。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidRole.
ValueNotSu
pported

指定された役割は無効です。 指定された役割は無効です。

400 InvalidSpec
.ValudNotSu
pported

指定された Spec はサポート
されていません。

指定された仕様はサポートさ
れていません。

400 InvalidRou
terType.
ValueNotSu
pported

指定された RouterType は無
効です。

指定されたルータータイプは
無効です。

404 InvalidRouterId.
NotFound

指定された RegionId はレ
コードに存在しません。

指定されたルーター ID は存
在しません。

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定された "Description" は
無効です。

指定された説明は無効です。
説明の⻑さは 2〜256 ⽂字で
なければなりません。 先頭⽂
字列を http:// または https://
にすることはできません。

400 Forbidden.
BillsOutstanding

未払いの請求書があるため、
新たに RouterInterface を
作成することはできません。

⽀払い期限が過ぎている⽀払
いがあるため、ルーターイン
ターフェイスを作成できませ
ん。

400 Limitation
Exceed.
InterfaceN
umberOnRouter

ルーター上の RouterInte
rface の総数を超えていま
す。

ルーターインターフェイスの
クォータに達しました。

400 Forbidden.
NotInRoute
rInterface
CreateWhitelist

ルーターインターフェイス作
成ホワイトリストの範囲外で
す。

ルーターインターフェイスの
ホワイトリスト上に存在しま
せん。

400 RI_CREATE_
ONE_LIMIT_
BY_SYNC

同期によって 1 つのルーター
インターフェイスのみ作成。

⼀度に作成できるルーターイ
ンターフェイスは 1 つのみで
す。

400 InvalidAcc
essPoint.
ValueNotAllowed

⾮ vbr のルーターインター
フェイスにアクセスポイント
を設定することはできませ
ん。

VBR にないルーターインター
フェイスにアクセスポイント
を設定することはできませ
ん。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidAcc
essPoint.
ValueNotAllowed

⾮ vbr のピア側ルーターイン
ターフェイスには、ピア側の
アクセスポイントを設定する
ことはできません。

VBR にないルーターインター
フェイスにアクセスポイント
を設定することはできませ
ん。

400 InvalidAcc
essPoint.
NotMatch

accessPoint ID が⼀致しま
せん

アクセスポイントの ID が無
効です。

400 InvalidAcc
essPoint.
NotExist

accessPoint が存在しません 指定されたアクセスポイント
は存在しません。

400 InvalidRou
terType.
ValueNotSu
pported

指定された RouterType は無
効です

指定されたルータータイプは
無効です。

400 ForbiddenAction 該当ユーザーはこのアクショ
ンを⾏うことができません。

この操作を⾏う権限がありま
せん。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。

5.2 DeleteRouterInterface
ルーターインターフェイスを削除します。
ルーターインターフェイスを削除する前に、次の内容をご確認ください。
• アイドル状態または⾮アクティブ状態のルーターインターフェイスのみを削除できます。
• ルーターインターフェイスを削除する前に、それをポイントするすべてのカスタムルートエン

トリを削除する必要があります。
デバッグ

API Explorer  を使⽤して、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API の迅速な検索が
簡単にできます。
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リクエストパラメーター
パラメー
ター

データ
型

必須/省略可
能

値の例 説明

Action String 必須 DeleteRout
erInterfac
e

この操作の名前。 Value:
DeleteRout erInterfac e

RegionId String 必須 cn-
shanghai SLB インスタンスが属するリージョンの ID

 。
リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions  を呼び出します。

RouterInte
rfaceId

String 必須 ri-
2zeo3xzyf3
8r4urzdpvf
s

ルーターインターフェイスの ID 。

ClientToke
n

String 省略可能 qwefcc1212
3333334f リクエストの冪等性を保証するために使⽤さ

れるクライアントトークン。
このパラメーター値はクライアントによって
⽣成され、⼀意でなければなりません。 ⻑
さは 1 〜 64 ASCII ⽂字でなければなりませ
ん。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String 4EC47282-

1B74-4534
-BD0E-
403F3EE64C
AF

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

http ( s ):// vpc . aliyuncs . com /? Action = DeleteRout
erInterfac e

& RegionId = cn - shanghai
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& RouterInte rfaceId = ri - 2zeo3xzyf3 8r4urzdpvf s
&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< DeleteRout erInterfac eResponse >
  < RequestId > 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 </
RequestId >
</ DeleteRout erInterfac eResponse >

• JSON 形式
{
 " RequestId ":" 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 IncorrectStatus この操作を実⾏できるのは、
この RouterInterface のス
テータスがアイドル/⾮アク
ティブの場合のみです。

ルーターインターフェイスが
アイドルまたは⾮アクティブ
状態ではないため、この操作
は実⾏できません。

400 Dependency
Violation.
RouterInte
rfaceRefer
edByRouteEntry

RouterInterface がルート
テーブルエントリによって
ネクストホップとして参照さ
れている場合は削除できませ
ん。

ルートエントリがこのルー
ターインターフェイスをネク
ストホップとして使⽤して
いるため、削除することはで
きません。 このルーターイ
ンターフェイスを削除する前
に、ルートエントリを削除す
る必要があります。

404 InvalidIns
tanceId.
NotFound

指定された InstanceId は、
レコードに存在しません。

指定された ECS インスタンス
は存在しません。 すなわち、
VPC の配下にこのインスタン
スはありません。

400 InvalidRou
terInterfa
ceChargeType.
Malformed

プリペイドルーターインター
フェイスは削除できません。

サブスクリプションルーター
インターフェイスは削除でき
ません。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。
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6 仮想境界ルーター
6.1 CreateVirtualBorderRouter

仮想ボーダールーター (VBR) を作成します。
現在のアカウントを使⽤して VBR を作成する場合、作成後の VBR の状態は有効になります。
他のアカウントを使⽤して VBR を作成する場合、作成された VBR のステータスは未確認になり
ます。 他のアカウントからの確認が必要になります。

デバッグ
OpenAPI Explorer を使⽤して、デバッグ操作の実⾏、SDK コード例の⽣成を⾏います。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 CreateVirt
ualBorderR
outer

この操作の名前です。
値：CreateVirtualBorderRouter

PhysicalCo
nnectionId

String 必須 pc-xxxxxxxxx 物理接続の ID 。
RegionId String 必須 cn-shanghai 物理接続が属するリージョンの ID

。 リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions を呼び出しま
す。

VlanId Integer 必須 10 VBR の VLAN ID 。 値の範囲：1
〜2999

注 :
物理接続の所有者のみがこのパラ
メーターを指定することができま
す。 同じ物理接続内にある 2 つの
VBR の VLAN ID は異なる ID で
ある必要があります。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

CircuitCod
e

String 省略可能 longtel001 任意。 物理接続のためにサービス
プロバイダーが提供する専⽤回線
コード。

注 :
このパラメーターは物理接続の所
有者のみが指定することができま
す。

ClientToke
n

String 省略可能 02fb3da4-130e
-11e9-8e44-
0016e04115b

任意。 クライアントトークン。 リ
クエストのべき等性を保証するた
めに使⽤されます。 このパラメー
ターの値は、クライアントによって
⽣成される、多様なリクエストにお
いて⼀意の値です。 ⻑さは 1〜64 
ASCII ⽂字である必要があります。

Descriptio
n

String 省略可能 VBR の説明 任意。 VBR の説明。 説明の⻑さ
は 2〜256 ⽂字である必要がありま
す。 先頭⽂字列は、⽂字または漢
字である必要があります。 http

://や、 https ://にすること
はできません。

LocalGatew
ayIp

String 省略可能 116.62.222.28 任意。 VBR が使⽤する Alibaba 
Cloud 側の IP アドレス。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

Name String 省略可能 テスト 任意。 VBR の名前。 名前は
2〜128 ⽂字である必要がありま
す。英数字、ピリオド (.)、アン
ダースコア (_)、ハイフン (-) が
使⽤可能です。 名前の先頭⽂字列
は、英字または漢字である必要があ
ります。 先頭⽂字列を http ://

や https ://にすることはできま
せん。

PeerGatewa
yIp

String 省略可能 116.62.222.28 任意。 VBR が使⽤するカスタマー
側の IP アドレス。 VBR 所有者の
みがこのパラメーターを指定また
は変更することができます。 この
パラメーターは、物理接続所有者
の VBR を作成する場合に必要なパ
ラメーターです。他のアカウント
の VBR を作成する場合はこのパラ
メーターを指定することはできませ
ん。

PeeringSub
netMask

String 省略可能 255.255.255.
252 任意。 Alibaba Cloud 側の IP ア

ドレスとカスタマー側の IP アドレ
スのサブネットマスク。 これら 2
 つの IP アドレスは同じ CIDR ブ
ロック内にある必要があります。

VbrOwnerId Long 省略可能 10 任意。 VBR 所有者のアカウント 
ID 。 既定値は、現在のユーザーの
アカウント ID 、すなわち物理接続
の所有者です。
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レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
VbrId String vbr-bp1jcg5cmx

jbl9xgc58bw VBR の ID 。
RequestId String 4EC47282-1B74

-4534-BD0E-
403F3EE64CAF

リクエスト ID。

例
リクエストの例

http ( s )://[ Endpoint ]/? Action  = CreateVirt ualBorderR
outer

& PhysicalCo nnectionId = pc - xxxxxxxxx
& RegionId = cn - shanghai
& VlanId = 10
&< CommonPara meters >

レスポンスの例
XML  形式
< CreateRout erInterfac eResponse >
  < RequestId > 980960B0 - 2969 - 40BF - 8542 - EBB34FD358 AB </
RequestId >

  < VbrId > vbr - 2zecmmvg5g vu8i4telkh w </ VbrId >
</ CreateRout erInterfac eResponse >

JSON  形式
{
 " CreateRout erInterfac eResponse ":{
  " RequestId ":" 980960B0 - 2969 - 40BF - 8542 - EBB34FD358 AB ",
  " VbrId ":" vbr - 2zecmmvg5g vu8i4telkh w "
 }
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidRegionId.
NotFound

指定された RegionId が⾒つ
かりません。

指定された RegionId は無効
です。 指定のリージョンでク
ラウドサービスが利⽤可能か
確認してください。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidPhy
sicalConne
ctionId.
NotFound

指定された PhysicalCo
nnectionId が⾒つかりませ
ん。

指定された物理接続 ID は無
効です。

400 InvalidVlanId.
Used

指定された VlanId が使⽤さ
れました。

指定された VLAN はすでに使
⽤されています。

400 MissingPar
ameter

リクエスト処理に必須の⼊⼒
パラメーター 'PhysicalCo
nnectionId' が指定されてい
ません。

PhysicalConnectionId パラ
メーターを指定する必要があ
ります。

400 InvalidPhy
sicalConne
ctionId.
NotEnabled

指定された PhysicalCo
nnectionId が有効の状態に
なっていません。

指定された物理接続のステー
タスでは、この操作は許可さ
れていません。

404 InvalidVbr
OwnerId.
NotFound

指定された VbrOwnerId は
無効です。

VbrOwnerId パラメーター
の値が無効です。

400 InvalidVlanId.
Malformed

指定された VlanId は無効で
す。

VlanId パラメーターの値が
無効です。

400 InvalidCir
cuitCode.
Malformed

指定された CircuitCode は
無効です。

CircuitCode パラメーターの
指定値が無効です。

400 MissingPar
ameter

このリクエスト処理に必
須の⼊⼒パラメーター '
LocalGatewayIp' が指定さ
れていません。

LocalGatewayIp パラメー
ターを指定する必要がありま
す。

400 InvalidLoc
alGatewayIp.
Malformed

指定された LocalGatewayIp
 は無効です。

ローカルゲートウェイの IP
 アドレスが無効です。

400 MissingPar
ameter

このリクエスト処理に必
須の⼊⼒パラメーター '
PeerGatewayIp' が指定され
ていません。

PeerGatewayIp パラメー
ターを指定する必要がありま
す。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 MissingPar
ameter

このリクエスト処理に必
須の⼊⼒パラメーター '
PeeringSubnetMask' が指
定されていません。

PeeringSubnetMask パラ
メーターを指定する必要があ
ります。

400 InvalidPee
ringSubnetMask.
Malformed

指定された PeeringSub
netMask は無効です。

PeeringSubnetMask パラ
メーターの指定値が無効で
す。

403 Forbidden.
LocalGatew
ayIpNotAll
owedByCaller

呼び出し元は、LocalGatew
ayIp パラメーターを指定する
ことを許可されていません。

LocalGatewayIp パラメー
ターを指定することを許可さ
れていません。

403 Forbidden.
PeerGatewa
yIpNotAllo
wedByCaller

呼び出し元は、PeerGatewa
yIp パラメーターを指定する
ことを許可されていません。

PeerGatewayIp パラメー
ターを指定することを許可さ
れていません。

403 Forbidden.
PeeringSub
netMaskNot
AllowedByCaller

呼び出し元は、PeeringSub
netMask パラメーターを指
定することを許可されていま
せん。

PeeringSubnetMask パラ
メーターを指定することを許
可されていません。

403 Forbidden.
NameNotAll
owedByCaller

呼び出し元は、Name パラ
メーターを指定することを許
可されていません。

Name パラメーターを指定す
ることはできません。

403 Forbidden.
Descriptio
nNotAllowe
dByCaller

呼び出し元は、Description
 パラメーターを指定できませ
ん。

Description パラメーターを
指定することはできません。

400 InvalidName.
Malformed

指定された? Name? が無効で
す。

指定された名前は無効です。

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定された? Description? が
無効です。

説明が無効です。 説明の⻑
さは 2〜256 ⽂字である必要
があります。 先頭⽂字列を 
http:// または https:// にする
ことはできません。

400 QuotaExceeded.
vbrPerpConn

各 PhysicalConnection
 クォータの仮想ボーダールー
ターを超えています。

物理接続の VBR クォータを
超えています。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 QuotaExceeded.
freevbr

無料の仮想ボーダールーター
のクォータを超えています。

VBR クォータを超えていま
す。

400 InvalidIp.
NotSameSubnet

ローカルゲートウェイ IP と
ピアゲートウェイ IP が同⼀
のサブネット内にありませ
ん。

ローカルゲートウェイ IP と
ピアゲートウェイ IP が同⼀
のサブネット内にありませ
ん。

404 CROSS_BID.
FORBIDDEN

bid をまたいで VBR を作成
することは違法です。

別のサイトのユーザー⽤に 
VBR を作成することはできま
せん。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。
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7 物理接続
7.1 CreatePhysicalConnection

物理接続の申請をします。
物理接続の申請が承認されると、物理接続のステータスが初期に変わります。 この段階で、サー
ビスプロバイダーにデータセンターケーブルの設置を開始するよう指⽰する必要があります。
この API を呼び出す前に、次の内容をご確認ください。
• 有効状態でない物理接続を 5 つ以上持つことはできません。
• アカウント配下の物理接続に期限超過の⽀払いがある場合、新たに物理接続を申請することは

できません。
デバッグ

OpenAPI Explorer を使⽤して、デバッグ操作を実⾏し、SDK コード例を⽣成します。
リクエストパラメーター

パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

Action String 必須 CreatePhys
icalConnection この操作の名前。

値：CreatePhysicalConnection
AccessPoin
tId

String 必須 AccessPointId
=ap-cn-beijing
-ft-A

物理接続で使⽤されるアクセスポイ
ントの ID。 リージョン ID を照会
するには、DescribeRegions を呼
び出します。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

ClientToke
n

String 必須 dgfdg12344ff クライアントトークン。 リクエス
トのべき等性を保証するために使
⽤されます 。 このパラメーターの
値はクライアントによって⽣成さ
れ、多様なリクエストにおいて⼀
意です。 インスタンス名は最⼤ 64
 ASCII ⽂字まで含むことができま
す。

LineOperat
or

String 必須 CT 専⽤回線を提供するサービスプロバ
イダー。 有効値：
• CT：China Telecom
• CU： China Unicom
• CM：China Mobile
• CO：中国本⼟のその他のサービ

スプロバイダー
• Equinix：Equinix
• Other：中国本⼟以外のその他

のサービスプロバイダー
PeerLocati
on

String 必須 Zhejiang---
vfjdbg_21e オンプレミスデータセンターの地理

的ロケーション。
RegionId String 必須 cn-shanghai 物理的な接続のリージョン。

リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions を呼び出しま
す。

CircuitCod
e

String 省略可能 longtel001 任意。 サービスプロバイダーが物
理接続のために提供する専⽤回線
コード。

Document Version20190828 53

~~36063~~
~~36063~~


Virtual Private Cloud API リファレンス /  7 物理接続

パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

Descriptio
n

String 省略可能 物理接続の説
明。 任意。 物理接続の説明。 説明の⻑

さは 2 〜 256 ⽂字でなければなり
ません。 先頭⽂字列は、英字また
は漢字である必要があり、 http

://または https ://にするこ
とはできません。

Name String 省略可能 test 任意。 物理接続の名前。 名前は
2 〜 128 ⽂字である必要がありま
す。英数字、ピリオド (.)、アン
ダースコア (_)、ハイフン (-) が使
⽤可能です。 名前の先頭⽂字列は
英字か漢字である必要があります。
http :// または https ://に

することはできません。
PortType String 省略可能 1000Base-T 任意。 物理接続のポートタイプ。

有効値：
• 100Base-T: 100M electrical 

port
• 1000Base-T(default): 1 

Gigabit electrical port
• 1000Base-LX: 1 Gigabit 

single-mode optical port (10
 km)

• 0GBase-T: 10 Gigabit 
electrical port

• GBase-LR: 10 Gigabit single-
mode optical port (10 km)

RedundantP
hysicalCon
nectionId

String 省略可能 pc-119mfjzm7 任意。 冗⻑物理接続の ID 。 冗⻑
物理接続は、割り当て済み、確認済
み、または有効の状態でなければな
りません。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

Type String 省略可能 VPC 任意。 物理接続のタイプ。 既定
値： VPC

bandwidth Integer 省略可能 10 任意。 帯域幅パッケージのピーク
帯域幅選。 値の範囲：5 〜 5000。
単位：Mbit/s

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
PhysicalCo
nnectionId

String vpc-bp12mw1f8k
3jgygk9bmlj 物理接続の ID 。

RequestId String 8A6A5EC5-6F6C
-4906-9689-
56ACE58A13E0

リクエスト ID 。

例
リクエストの例

http ( s )://[ Endpoint ]/? Action = CreatePhys icalConnec tion
& AccessPoin tId = AccessPoin tId = ap - cn - beijing - ft - A
& ClientToke n = dgfdg12344 ff
& LineOperat or = CT
& PeerLocati on = Zhejiang --- vfjdbg_21e
& RegionId = cn - shanghai
&< CommonPara meters >

レスポンスの例
XML  形式
< CreatePhys icalConnec tionRespon se >
  < RequestId > 8A6A5EC5 - 6F6C - 4906 - 9689 - 56ACE58A13 E0 "</
RequestId >

  < PhysicalCo nnectionId > pc -*************</ PhysicalCo
nnectionId >

</ CreatePhys icalConnec tionRespon se >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" 8A6A5EC5 - 6F6C - 4906 - 9689 - 56ACE58A13 E0 ",
 " PhysicalCo nnectionId ":" pc -**************"
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}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidAcc
essPointId.
NotEnabled

無効なアクセスポイントス
テータス。

アクセスポイントが無効で
す。

400 InvalidType.
Malformd

指定された Type は無効で
す。

Type パラメーターの値が無
効です。

400 InvalidPee
rLocation.
Malformd

指定された PeerLocation が
無効です。

PeerLocation パラメーター
の値が無効です。

400 InvalidLin
eOperator.
Malformd

指定された LineOperator は
無効です。

LineOperator パラメーター
の指定値が無効です。

400 InvalidPortType.
Malformd

指定された PortType は無効
です。

指定されたポートタイプは無
効です。

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定された？ 説明？ が無効で
す。

説明が無効です。 説明は、⻑
さが 2 ~ 256 ⽂字である必要
があります。⽂頭に http://
または https:// を含めること
はできません。

400 InvalidRed
undantPhys
icalConnectionId
.NotFound

RedundantPhysicalCon
nectionId が⾒つかりませ
ん。

指定された冗⻑物理接続は存
在しません。

400 InvalidName.
Malformed

指定された？ 名前？ が無効で
す。

名前が無効です。

400 QuotaExceeded.
pConnPerAP

AP クォータごとの物理接続
数を超えています。

アクセスポイントの物理接続
クォータを超えています。

400 InvalidBan
dwidth

無効な物理接続の帯域幅。 物理接続の帯域幅が無効で
す。

400 InvalidRed
undantPhys
icalConnection

現在のユーザーは、該当の冗
⻑物理接続を所有していませ
ん。

冗⻑物理接続はアカウントに
属していません。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidRed
undantPhys
icalConnec
tionStatus

無効な冗⻑物理接続ステータ
ス。

指定された冗⻑物理接続のス
テータスは無効です。

400 InvalidCir
cuitCode.
Malformed

circuitCode は違法です。 CircuitCode パラメーターの
指定値が無効です。

400 QuotaExceeded.
freePconnPerAP

無料の物理接続数を超えまし
た。

物理接続のクォータを超えて
います。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。

7.2 EnablePhysicalConnection
Confirmed ステータスの物理接続を有効化します。 有効化すると、物理接続が Enabled ス
テータスに変わります。
この操作を呼び出す前に、次の内容をご確認ください。
• ステータスがConfirmed の場合のみ、物理接続を有効化することができます。
• 有効化すると、物理接続のステータスが Enabled に変わります。

デバッグ
 API Explorer  を使⽤して、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API のすばやい検索
を簡単にすることができます。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 EnablePhys
icalConnection この操作の名前。 値 ：

EnablePhys icalConnec

tion

PhysicalCo
nnectionId

String 必須 pc-119mfjzm7 物理接続の ID 。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

RegionId String 必須 cn-shanghai 物理接続があるリージョン。
リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions を呼び出しま
す。

ClientToke
n

String 省略可能 02fb3da4-130e
-11e9-8e44-
0016e04115b

リクエストの冪等性を保証するため
に使⽤されるクライアントトーク
ン。
このパラメーターはクライアントに
よって⽣成される値で、⼀意でなけ
ればなりません。 ⻑さは 1 〜 64 
ASCII ⽂字である必要があります。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String API-20365164-

5b0d-460a-83c2-
2189972b3349

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = EnablePhys icalConnec
tion

& PhysicalCo nnectionId = pc - 119mfjzm7
& RegionId = cn - hangzhou
&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< EnablePhys icalConnec tionRespon se >
  < RequestId > 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 </
RequestId >
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</ EnablePhys icalConnec tionRespon se >

• JSON 形式
{
 " RequestId ":" 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidPhy
sicalConne
ctionId.
NotFound

指定された PhysicalCo
nnectionId は、レコードに
存在しません。

指定された物理接続は存在し
ません。

400 Forbidden.
NotAllowed
InState

現在の状態では、このリクエ
ストを⾏うことができませ
ん。

リソースのステータスがこの
アクションを許可していない
ため、リクエストを処理でき
ません。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。
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8 VPN Gateway
8.1 DeleteVpnGateway

VPN Gateway を削除します。

注 :
IPsec 接続に関連付けられた VPN Gateway は削除できません。

デバッグ
API Explorer  を使⽤して、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API の迅速な検索を
簡単にすることができます。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 DeleteVpnG
ateway アクションの名前。 値 ：

DeleteVpnG ateway

RegionId String 必須 cn-hangzhou VPN Gateway が属するリージョン
の ID。
リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions  を呼び出しま
す。

VpnGateway
Id

String 必須 vpn-
bp1q8bgx4x
nkm2ogj0fiu

VPN Gateway の ID 。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

ClientToke
n

String 省略可能 02fb3da4-130e
-11e9-8e44-
0016e04115b

リクエストの冪等性を保証するため
に使⽤されるクライアントトーク
ン。
このパラメーター値は、クライアン
トによって⽣成される⼀意の値で
ある必要があります。 ⻑さは 1 〜 
64 ASCII ⽂字でなければなりませ
ん。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String >0ED8D006-F706

-4D23-88ED-
E11ED28DCAC0

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = DeleteVpnG ateway
& RegionId = cn - hangzhou
& VpnGateway Id = vpn - bp1q8bgx4x nkm2ogj0fi u
&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< DeleteNatG atewayResp onse >
  < RequestId > 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 </
RequestId >
</ DeleteNatG atewayResp onse >

• JSON 形式
{
 " RequestId ":" 0ED8D006 - F706 - 4D23 - 88ED - E11ED28DCA C0 "
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}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 Forbbiden.
SubUser

ご使⽤のアカウントは別の
ユーザーによって作成されて
いるため、指定されたリソー
スで操作する権限がありませ
ん。

このリソースで操作を⾏う権
限がありません。

403 Forbidden 指定されたリソースで操作を
⾏う権限がありません。

このリソースで操作を⾏う権
限がありません。 さらに詳し
く知るには、チケットを起票
し、サポートセンターへお問
い合わせください。

404 InvalidVpn
GatewayIns
tanceId.
NotFound

指定された VPN Gateway イ
ンスタンス ID は存在しませ
ん。

指定された VPN Gateway は
存在しません。

403 ForbiddenR
elease

有効期限内に事前払いのイン
スタンスをリリースすること
は禁⽌されています。

有効期限⽇前にサブスクリプ
ションインスタンスをリリー
スすることはできません。

400 VpnGateway.
Configuring

指定されたサービスは設定中
です。

指定されたサービスは設定中
です。 しばらくしてからもう
⼀度お試しください。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。

8.2 ModifyVpnGatewayAttribute
VPN Gateway の名称と説明を変更します。

デバッグ
API Explorer  を使⽤して、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API の迅速な検索を
簡単にすることができます。

62 Document Version20190828

https://error-center.aliyun.com/status/product/Vpc
https://api.aliyun.com/#product=Vpc&api=DescribeVpcAttribute


Virtual Private Cloud API リファレンス /  8 VPN Gateway

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 ModifyVpnG
atewayAttr
ibute

このアクションの名前。 値 ：
ModifyVpnG atewayAttr

ibute

RegionId String 必須 cn-shanghai VPN Gateway が属するリージョン
の ID。
リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions を呼び出しま
す。

VpnGateway
Id

String 必須 vpn-
bp1q8bgx4x
nkm2ogj0fiu

VPN Gateway の ID。

ClientToke
n

String 省略可能 02fb3da4-130e
-11e9-8e44-
0016e04115b

リクエストの冪等性を保証するため
に使⽤されるクライアントトーク
ン。
このパラメーター値はクライアン
トによって⽣成され、⼀意でなけ
ればなりません。 ⻑さは 1〜64
 の ASCII ⽂字でなければなりませ
ん。

Descriptio
n

String 省略可能 vpn Gateway VPN Gateway の説明。
説明の⻑さは 2〜256 ⽂字である必
要があります。 名前は英字で始ま
る必要があります。先頭⽂字列は 
http :// または https ://

にすることはできません。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

Name String 省略可能 myvpn VPN Gateway の名前。
名前の⻑さは 2 ~ 128 ⽂字である
必要があります。 英数字、ピリオ
ド (.)、アンダースコア (_)、ハイフ
ン (-) が使⽤可能です。 名前は英字
で始まる必要があります。 先頭⽂
字列を http ://または https

:// にすることはできません。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
VpnGateway
Id

String vpn-bp1q8bgx4x
nkm2ogj0fiu VPN Gateway の ID。

VpcId String vpc-bp1ub1yt9c
vakoelj1y9 VPN Gateway が属する VPC の ID。

VSwitchId String vsw-bp1y9ovl1c
u9ou4tvma0l VPN Gateway が属する VSwitch の ID

 。
InternetIp String 116.62.69.xxx VPN Gateway のパブリック IP アドレ

ス。
CreateTime Long 1492753580000 VPN Gateway の作成時刻。
EndTime Long 1495382400000 VPN Gateway の有効期限。
Spec String 5M <td>VPN Gateway の仕様。
Name String test VPN Gateway の名前。
Description String test VPN Gateway の説明。
ステータス String active VPN Gateway のステータス。
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パラメーター データ型 値の例 説明
BusinessSt
atus

String Normal VPN Gateway のビジネスステータス。
IntranetIp String 172.16.104.xxx VPN Gateway のパブリック IP アドレ

ス。
RequestId String 54B48E3D-DF70

-471B-AA93-
08E683A1B457

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = ModifyVpnG atewayAttr
ibute

& RegionId = cn - shanghai
& VpnGateway Id = vpn - bp1q8bgx4x nkm2ogj0fi u
&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< ModifyVpnG atewayAttr ibuteRespo nse >
  < Name > aaa </ Name >
  < Status > active </ Status >
  < VpnGateway Id > vpn - bp1q8bgx4x nkm2ogj0fi u </ VpnGateway
Id >
  < BusinessSt atus > Normal </ BusinessSt atus >
  < Spec > 5M </ Spec >
  < CreateTime > 1492753580 000 </ CreateTime >
  < IntranetIp > 172 . 16 . 104 . xxx </ IntranetIp >
  < RequestId > 54B48E3D - DF70 - 471B - AA93 - 08E683A1B4 57 </
RequestId >
  < InternetIp > 116 . 62 . 69 . xxx </ InternetIp >
  < EndTime > 1495382400 000 </ EndTime >
  < VSwitchId > vsw - bp1y9ovl1c u9ou4tvma0 l </ VSwitchId >
  < VpcId > vpc - bp1ub1yt9c vakoelj1y9 c </ VpcId >
</ ModifyVpnG atewayAttr ibuteRespo nse >

• JSON 形式
{
 " Name ":" aaa ",
 " Status ":" active "
 " VpnGateway Id ":" vpn - bp1q8bgx4x nkm2ogj0fi u ",
 " Spec ":" 5M ",
 " BusinessSt atus ":" Normal ",
 " RequestId ":" BA56EAF8 - E3A9 - 4BE6 - 8511 - 8F03512153 E2 ",
 " IntranetIp ":" 172 . 16 . 104 . xxx ",
 " CreateTime ": 1492753580 000 ,
 " InternetIp ":" 116 . 62 . 69 . xxx ",
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 " EndTime ": 1495382400 000 ,
 " VSwitchId ":" vsw - bp1y9ovl1c u9ou4tvma0 l ",
 " VpcId ":" vpc - bp1ub1yt9c vakoelj1y9 c "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 Forbbiden.
SubUser

ご利⽤のアカウントは別の
ユーザーによって作成されて
いるため、指定されたリソー
スで操作する権限がありませ
ん。

このリソースで操作を⾏う権
限がありません。

403 Forbidden 指定されたリソースで操作を
⾏う権限がありません。

このリソースで操作を⾏う権
限がありません。 より詳しい
情報は、チケットを起票して
サポートセンターにお問い合
わせください。

404 <td>InvalidVpn
GatewayIns
tanceId.
NotFound</td>

指定された VPN ゲートウェ
イのインスタンス ID は存在
しません。

指定された VPN Gateway は
存在しません。

400 InvalidName 名前が無効です。 名前の形式が無効です。
400 InvalidDes

cription
説明が無効です。 説明の形式が無効です。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。

8.3 CreateVpnConnection
IPsec-VPN 接続を作成します。

デバッグ
OpenAPI Explorer を使⽤して、デバッグ操作の実⾏、SDK コード例の⽣成を⾏います。
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リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 CreateVpnC
onnection この操作の名前。 値：

CreateVpnConnection
CustomerGa
tewayId

String 必須 vpn-
bp1q8bgx4x
nkxxxxxxxx

カスタマーゲートウェイの ID 。

LocalSubne
t

String 必須 1.1.1.1,1.1.1.0/
24 オンプレミスデータセンターに接続

される VPC の CIDR ブロック。 こ
のパラメーターは、フェーズ 2 ネゴ
シエーションに使⽤されます。
カンマ (,) で複数の CIDR ブロック
を区切ります。 たとえば、192.168
.1.0/24, 192.168.2.0/24 とするこ
とができます。

RegionId String 必須 cn-shanghai IPsec-VPN 接続が属するリージョ
ンの ID 。 リージョン ID を照会す
るには、DescribeRegions を呼び
出します。

RemoteSubn
et

String 必須 1.1.1.0/24,1.1.2
.0/24 オンプレミスデータセンターの 

CIDR ブロック。 このパラメー
ターは、フェーズ 2 ネゴシエーショ
ンに使⽤されます。
カンマ (,) で複数の CIDR ブロック
を区切ります。 たとえば、92.168
.3.0/24, 192.168.4.0/24 とするこ
とができます。

VpnGateway
Id

String 必須 vpn-
bp1q8bgx4x
nkmxxxxxxxx

VPN Gatewayの ID 。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

ClientToke
n

String 省略可能 02fb3da4-130e
-11e9-8e44-
001xxxxxxxx

リクエストの冪等性を保証するため
に使⽤されるクライアントトーク
ン。 このパラメーター値はクライ
アントによって⽣成され、多様な
リクエストにおいて⼀意であること
が保証されています。 ⻑さは 1 〜 
64 ASCII ⽂字でなければなりませ
ん。

EffectImme
diately

Boolean 省略可能 false 正常にネゴシエーションされた 
IPsec-VPN トンネルを削除し、再
度ネゴシエーションを開始するかを
⽰します。 有効値：
• true：設定完了直後にネゴシ

エーションをします。
• false (既定)：トラフィック検出

時にネゴシエーションします。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

IkeConfig String 省略可能 ikev1 フェーズ 1 ネゴシエーションの設
定。
• IkeConfig.Psk：IPsec VPN

Gateway とカスタマーゲート
ウェイ間の認証に使⽤されま
す。 このパラメーターは、既定
ではランダムに⽣成される最⼤
100 ⽂字の値です。 ⼿動でキー
を指定することもできます。

• IkeConfig.IkeVersion：IKE
プロトコルのバージョン。 有
効値：Ikev1|Ikev2 既定値： 
Ikev1

• IkeConfig.IkeMode：IKE V1
モードのネゴシエーションモー
ド。 有効値： main|aggressive
 既定値： main

• IkeConfig. IkeEncAlg：フェー
ズ 1 ネゴシエーションの暗号化
アルゴリズム。 有効値：aes|
aes192|aes256|des|3des 既定
値：aes

• IkeConfig.IkeAuthAlg：
フェーズ 1 ネゴシエーションの
認証アルゴリズム。 有効値：
md5|sha1 既定値：md5

• IkeConfig.IkePfs：フェーズ
1 ネゴシエーションで使⽤され
る Diffie-Hellman 鍵交換ア
ルゴリズム。 有効値：group1
|group2|group5|group14|
group24 既定値：group2

• IkeConfig.IkeLifetime：
フェーズ 1 ネゴシエーション
の結果として構成される SA ラ
イフサイクル。 値の範囲：0〜
86400。 既定値：86400。 単
位：秒

• IkeConfig.LocalIdIPsec
：VPN Gateway の識別。 こ
のパラメーターの⻑さは最⼤
100 ⽂字です。 既定値：VPN
Gateway のパブリック IP アド
レス。

• IkeConfig.RemoteId：カスタ
マーゲートウェイの識別。 この
パラメーターの⻑さは最⼤ 100
⽂字です。 既定値：カスタマー
ゲートウェイのパブリック IP ア
ドレス。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

IpsecConfi
g

String 省略可能 aes フェーズ 2 ネゴシエーションの設
定。
• IpsecConfig.IpsecEncAlg：

フェーズ 2 ネゴシエーションの
暗号化アルゴリズム。 有効値：
aes|aes192|aes256|des|3des。
既定値：aes

• IpsecConfig. IpsecAuthAlg
：フェーズ 2 ネゴシエーション
の認証アルゴリズム。 有効値：
md5|sha1 既定値：md5

• IpsecConfig. IpsecPfs：すべ
てのプロトコルのパケットを転
送します。 フェーズ 1 ネゴシ
エーションで使⽤される Diffie-
Hellman 鍵交換アルゴリズ
ム。 有効値：group1|group2
|group5|group14|group24。
既定値：group2

• IpsecConfig. IpsecLifetime
：フェーズ 2 ネゴシエーション
の結果として構成される SA ラ
イフタイムの値。 値の範囲：0-
86400 既定値：86400 単位：秒

名前 String 省略可能 IPsec IPsec 接続の名前。 インスタンス
の名前は 2 〜 128 ⽂字である必
要があります。英数字、ピリオド
(.)、アンダースコア (_)、ハイフン
(-) が使⽤可能です。 名前は英字で
始まる必要があります。 先頭⽂字
列を http :// や https ://に
することはできません。
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レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
VpnConnect
ionId

String vco-bp15oes1py
4i6xxxxxxxx IPsec-VPN 接続の ID。

CreateTime Long 1544666102000 IPsec-VPN 接続の作成時刻。
Name String test IPsec-VPN 接続の名前。
RequestId String 082AD562-B8DB

-4BB2-861F-
DA1FCA01FD76

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = CreateVpnC onnection
& CustomerGa tewayId = vpn - bp1q8bgx4x nkxxxxxxxx
& LocalSubne t = 1 . 1 . 1 . 0 / 24 , 1 . 1 . 2 . 0 / 24
& RegionId = cn - shanghai  
& RemoteSubn et = 1 . 1 . 1 . 0 / 24 , 1 . 1 . 2 . 0 / 24
& VpnGateway Id = vpn - bp1q8bgx4x nkmxxxxxxx x
&< CommonPara meters >

レスポンス例
XML  形式
< CreateVpnC onnectionR esponse >
  < VpnConnect ionId > vco - bp1bbi27ho jx8xxxxxxx x </ VpnConnect
ionId > 

  < CreateTime > 1492753817 000 </ CreateTime >
</ CreateVpnC onnectionR esponse >

JSON  形式
{
 " VpnConnect ionId ":" vco - bp15oes1py 4i6xxxxxxx x ",
 " CreateTime ": 1544666102 000
}
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エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 Forbbiden.
SubUser

ご使⽤のアカウントは別の
ユーザーによって作成されて
いるため、指定されたリソー
スで操作する許可がありませ
ん。

このリソースで操作を⾏う権
限がありません。 権限を申請
して、再度お試しください。

403 Forbidden 指定されたリソースで操作を
⾏う権限がありません。

このリソースで操作を⾏う権
限がありません。

400 Resource.
QuotaFull

リソースのクォータに到達し
ています。

リソースのクォータに到達し
ています。

404 InvalidCus
tomerGatew
ayInstanceId.
NotFound

指定されたカスタマーゲート
ウェイのインスタンス ID は
存在しません。

指定されたインスタンスは存
在しません。

404 <td>InvalidVpn
GatewayIns
tanceId.
NotFound</td>

<td>指定された VPN 
Gateway インスタンス ID は
存在しません。</td>

指定された VPN Gateway は
存在しません。

400 InvalidVpn
Connection.
AlreadyExists

Vpn 接続がすでに存在しま
す。

VPN 接続がすでに存在しま
す。

400 VpnGateway.
Configuring

指定されたサービスは設定中
です。

指定されたサービスは設定中
です。

400 VpnGateway.
FinancialLocked

指定されたサービスは財務的
要因によりロックされていま
す。

指定されたサービスはアカウ
ントに⼗分な資⾦がないため
ロックされています。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。
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9 NAT Gateway
9.1 ModifyNatGatewaySpec

NAT Gateway の仕様を変更します。
NAT Gateway は、1 ⽇に使⽤される中で最⼤の仕様にもとづいて課⾦されます。
NAT Gateway の仕様によってSNAT のパフォーマンスメトリック (最⼤接続数、および接続/秒)
が定められます。ただし、データスループットとは関連がありません。
NAT Gateway の仕様とそれに対応するパフォーマンスメトリックスの関係性は次の通りです：
仕様 最⼤接続数 接続/秒 (CPS)
⼩ 10,000 1,000
中 50,000 5,000
⼤ 200,000 10,000

デバッグ
API Explorer  を使⽤して、API のデバッグ、SDK コード例の⾃動⽣成、API の迅速な検索が
簡単にできます。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 ModifyNatG
atewaySpec 実⾏する操作。 有効値：

ModifyNatG atewaySpec

NatGateway
Id

String 必須 ngw-
bp1uewa15k
4iy5770ya89

NAT Gateway の ID 。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

RegionId String 必須 cn-hangzhou NAT Gateway が属するリージョ
ン。
リージョン ID を照会するには、
DescribeRegions を呼び出しま
す。

Spec String 必須 Small NAT Gateway の仕様。 有効値：
• Small (既定値)：⼩
• Middle ：中
• Large ：⼤

ClientToke
n

String 省略可能 SHA234js12
1223xxxxx リクエストの冪等性を保証するため

に使⽤されるクライアントトーク
ン。
このパラメーター値はクライアント
によって⽣成され、⼀意でなければ
なりません。 64 ⽂字 (ASCII) 以内
である必要があります。

レスポンスパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String DBD4E4A2-786E

-4BD2-8EB6-
107FFC2B5B7D

リクエストの ID 。

例
リクエストの例

https :// vpc . aliyuncs . com /? Action = ModifyNatG atewaySpec
& NatGateway Id = ngw - bp1uewa15k 4iy5770ya8 9
& RegionId = cn - hangzhou
& Spec = Small
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&< CommonPara meters >

レスポンス例
• XML 形式

< ModifyNatG atewaySpec Response >
  < RequestId > DBD4E4A2 - 786E - 4BD2 - 8EB6 - 107FFC2B5B 7D </
RequestId >
</ ModifyNatG atewaySpec Response >

• JSON 形式
{
 " RequestId ":" DBD4E4A2 - 786E - 4BD2 - 8EB6 - 107FFC2B5B 7D "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明　

404 InvalidRegionId.
NotFound

指定された RegionId はレ
コードに存在しません。

指定された リージョン ID は
存在しません。

404 InvalidNat
GatewayId.
NotFound

指定された NatGatewayId
 はレコードに存在しません。

指定された NatGatewayId
 は存在しません。

400 NATGW_MODI
FY_SPEC_SAME

指定された Spec は現⾏と同
じです。

⼊⼒された仕様は現⾏仕様と
同⼀です。

400 InvalidPar
ameter.Spec
.ValueNotSu
pported

指定された Spec は無効で
す。

指定された仕様は無効です。

⼀般的なエラーコードをご参照ください。
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10 EIP
10.1 AllocateEipAddress

Elastic IP アドレス (EIP) を作成します。
注意点

API を呼び出す前に、EIP の課⾦⽅法と価格の内容を⼗分に確認してください。 詳しくは、「
課⾦⽅法」をご参照ください。
この API を呼び出した後、使⽤可能ステータスの EIP は指定のリージョンに割り当てられます。
EIP は 、ICMP 、TCP 、UDP プロトコルをサポートしています。IGMP および SCTP プロトコ
ルはサポートしていません。

デバッグ
OpenAPI Explorer を使⽤して、デバッグ操作を実⾏し、SDK コード例を⽣成します。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
値の例 説明

Action String 必須 AllocateEi
pAddress この操作の名前です。 値：

AllocateEipAddress
RegionId String 必須 cn-hangzhou インスタンスが属するリージョンの

ID。 リージョン ID を照会するに
は、DescribeRegions を呼び出し
ます。

AutoPay Boolean 省略可能 false ⾃動⽀払いの有無を⽰します。 こ
のパラメーターは未記⼊のままにし
ます。

帯域幅 String 省略可能 5 任意。 EIP のピーク帯域幅。 単
位：Mbit/s。 既定値：5
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

ClientToke
n

String 省略可能 02fb3da4-130e
-11e9-8e44-001
****

任意。 リクエストのべき等性を保
証するために使⽤されるクライアン
トトークン。 このパラメーターの
値はクライアントによって⽣成され
ます。 多様なリクエストにおいて
⼀意な値で、⻑さは 1 〜 64 ASCII
 ⽂字です。

ISP String 省略可能 BGP 任意。 回線のタイプ。 既定値：
BGP.
• 単⼀回線帯域幅のホワイト

リストが有効になっている場
合、China Telecom、また
は China Unicom、または
China Mobile が提供する単
⼀回線 EIP を有効化するため
に、ISP パラメーターをそれ
ぞれ ChinaTelecom 、また
は ChinaUnicom 、または 
ChinaMobile に設定すること
ができます。

• 杭州リージョンを選択した⾦
融クラウドユーザーは必須
のパラメーターです。 値：
BGP_FinanceCloud

InstanceCh
argeType

String 省略可能 PostPaid EIP の課⾦⽅法。 値： PostPaid
 (従量課⾦) InternetChargeType
 のパラメーター値は、PayByTraff
icである必要があります。 従量課
⾦の課⾦⽅法に関する詳細につい
ては、「従量課⾦」をご参照くださ
い。
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パラメーター データ型 必須/省
略可能

値の例 説明

InternetCh
argeType

String 省略可能 PayByTraffic 任意。 EIP の課⾦⽅法。 値：トラ
フィック課⾦ (トラフィックにもと
づいた課⾦⽅法) 詳細については、
「 トラフィック課⾦」をご参照く
ださい。

Netmode String 省略可能 Public 任意。 ネットワークタイプ。 既定
値： Public

期間 Integer No 1 購⼊期間。 このパラメーターは未
記⼊のままにします。

PricingCyc
le

String 省略可能 Month サブスクリプションの課⾦サイク
ル。 このパラメーターは未記⼊の
ままにします。

ResourceGr
oupId

String 省略可能 rg-acfmxazffg
gds**** 任意。 エンタープライズリソース

グループの ID です。
レスポンスパラメーター

パラメーター データ型 値の例 説明
EipAddress String 12.xx.xx.78 作成された EIP。
AllocationId String eip-25877c70gd

dh**** EIP の ID 。
OrderId Long 10 InstanceChargeType が PrePaid に

設定されている場合にのみ返されるオー
ダーナンバー。

RequestId String 4EC47282-1B74
-4534-BD0E-
403F3EE64CAF

リクエスト ID 。

ResourceGr
oupId

String rg-acfmxazfdgdg
**** エンタープライズリソースグループの 

ID 。
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例
リクエストの例

http ( s )://[ Endpoint ]/? Action = AllocateEi pAddress
& RegionId = cn - hangzhou
&< CommonPara meters >

レスポンスの例
XML  形式
< AllocateEi pAddressRe sponse >
      < Allocation Id > eip - 25877c70gf dkh ****</ Allocation Id >
      < EipAddress > 123 . xx . xx . 206 </ EipAddress >
      < RequestId > B6B9F518 - 60F8 - 4D81 - 9242 - 1207B35675 4D </
RequestId >

</ AllocateEi pAddressRe sponse >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" B6B9F518 - 60F8 - 4D81 - 9242 - 1207B35675 4D ",
 " EipAddress ":" 123 . xx . xx . 206 ",
 " Allocation Id ":" eip - 25877c70gf dkh ****"
}

エラー
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 Forbbiden 指定されたリソースで操作す
る権限のないユーザー。

あなたはこのドメインを操作
する権限がありません。

400 QuotaExceeded.
Eip

Elastic IP アドレスのクォー
タを超えました

EIP のクォータに達してい
ます。 クォータを増やすに
は、チケットを起票し、サ
ポートセンターへお問い合わ
せください。 または、 NAT 
Gateway を使⽤して新たな 
IP アドレスを取得することを
推奨します。

400 InvalidPar
ameter

"InternetChargeType" に指
定された値は無効です

InternetChargeType パラ
メーター値が無効です。

400 InvalidPar
ameter

指定された "Bandwidth" の
値が無効です。

指定された帯域幅の値は無効
です。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 QuotaExceeded.
Eip

Elastic IP アドレスのクォー
タを超えました。

EIP のクォータを超えてい
ます。 クォータを増やすに
は、チケットを起票し、サ
ポートセンターへお問い合わ
せください。 または、NAT 
Gateway を使⽤して新たな 
IP アドレスを取得することを
推奨します。

400 ReserveIpFail Reserve eip に失敗しまし
た。

EIP を確保する操作に失敗し
ました。

400 InvalidRegion.
NotSupport

指定されたリージョンはサ
ポートされていません。

指定されたリージョンはこの
操作をサポートしていませ
ん。

エラーコードについては、「APIエラーセンター」をご参照ください。
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