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概要

この資料は Cisco NX ソフトウェア 開発 キット（SDK）を Python アプリケーション開発に
Nexus 3000 および Nexus 9000 プラットフォームで使用 Cisco NX-OS を作業の流れを提供した
ものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント



このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

この資料は NX-SDK v1.0.0 および NX-SDK v1.5.0 を利用します●

NX-SDK v1.0.0 は NX-OS リリース 7.0(3)I7(1) 以降 NX-OS リリース 7.0(3)I6(1) 以降 Nexus
9000 プラットフォームおよび Nexus 3000 プラットフォームで利用することができます

●

NX-SDK v1.5.0 は NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) 以降 Nexus 9000 プラットフォームおよび
Nexus 3000 プラットフォーム両方で利用することができます

●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。  

背景説明

Cisco NX-SDK は Nexus 9000 および Nexus 3000 プラットフォームの Cisco NX-OS でネイティ
ブで動作できるカスタム アプリケーションの開発を可能にします。 NX-SDK は顧客向けの機能
を自身の CLI コマンドを作成する提供し、出力は特定のイベントに応じて、カスタマイズされた
Syslog を、ストリームによって合わせるテレメトリー、大いにもっと生成し。

NX-SDK に簡単だったラッパーおよびインターフェイス ジェネレーター（がぶ飮み）の使用と他
の言語に変換される a.c. ++ API があります。 これは顧客を選択のあらゆる言語の NX-SDK を利
用することを可能にします。 この資料は Python のよくある NX-SDK 機能の実装を示しましたり
、また顧客向けに自身の NX-SDK Python アプリケーションを開発するために作業の流れを提供
したものです。

NX-SDK の Python アプリケーションを開発して下さい

NX-SDK を有効に して下さい

動作するべきあらゆる NX-SDK アプリケーションのために NX-SDK 機能はデバイスで最初に有
効に する必要があります:

 switch(config)# feature nxsdk

Python ファイルを作成して下さい

Python ファイルは NX-OS Bash シェルの使用と作成され、編集することができます。 使用され
るべき Bash シェルのためにそれはデバイスで最初に有効に する必要があります:

 switch(config)# feature bash-shell

Bash シェルを入力し、Python ファイルを作成し、編集するために VI テキストエディタを使用し
て下さい:

 switch(config)# run bash

bash-4.2$ vi /isan/bin/nxsdk-app.py



注: 最良の方法は /isan/bin/ ディレクトリの Python ファイルを作成することです。 Python
ファイル必要実行権限動作するために- /bootflash ディレクトリまたはサブディレクトリの
何れかに Python ファイルを置かないで下さい。

注: NX-OS によって Python ファイルを作成し、編集することを必要としません。 開発者は
ローカル環境を使用してアプリケーションを作成し、デバイスに選択のファイル転送プロト
コルを使用して完了されたファイルを転送するかもしれません。 ただし、それは NX-OS ユ
ーティリティを使用してスクリプトをデバッグしてトラブルシューティングを行うことは開
発者用のより効率的であるかもしれません。

実装する NX-SDK コンポーネント

開発者用に Cisco DevNet NX-SDK GitHub の customCliPyApp テンプレートからの NX-SDK
Python アプリケーションを作成し始めることを推奨します。 この資料のこれらのセクションは
このテンプレート内の名前の使用の必要なコンポーネントを示します。

NX-SDK Python アプリケーションに必要な 4 つの主要コンポーネントがあります:

NX-SDK はインポート nx_sdk_py 文によってアプリケーションにインポートする必要があ
ります。

1.

その機能（一般的に ネームド sdkThread）は NX-SDK アプリケーションを開始し、アプリ
ケーションに関するさまざまなオプションを修正します。

2.

カスタム CLI コマンドの作成、また sdkThread 内のカスタム CLI コマンド構文の定義は機
能します。

3.

方式の pyCmdHandler と指名されたクラスは NX-SDK アプリケーションによって追加され
るカスタム CLI コマンドを処理する postCliCb を指名しました。

4.

sdkThread 機能

sdkThread 機能は初期化し、機能性をに追加し、NX-SDK アプリケーションを開始します。 機能
はパラメータをそれに渡されるように要求しません。 すべての Python NX-SDK アプリケーショ
ンは nx_sdk_py ライブラリからの 3 つのメソッドが呼ばれるように要求します:

nx_sdk_py.NxSdk.getSdkInst （len（sys.argv）、sys.argv）は SDK インスタンス オブジェ
クトを戻さないか、またはどれも戻します。 SDK インスタンス オブジェクトが戻る場合、
NX-SDK アプリケーションは NX-OS インフラストラクチャと登録に成功しました。 どれも
戻らない場合、エラーはこの登録 手続の時に発生し、エラー Log エントリはデバイスの
Syslog に現われます。 この方式はここに文書化されています。

1.

注: NX-SDK v1.5.0 から始まって、本当場合の無効に する 有効に し、偽場合の高度例外を
高度例外を第 3 ブール値パラメーターは NxSdk.getSdkInst 方式に渡すことができます。 こ
の方式はここに文書化されています。

sdkis が nx_sdk_py.NxSdk.getSdkInst （）方式によって SDK インスタンス オブジェクト戻1.

https://github.com/CiscoDevNet/NX-SDK/blob/master/examples/python/customCliPyApp
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxSdk.html#acdeb12edbd291b5421ddb3260547bf8a


ったところ、sdk.startEventLoop （）方式。 この方式は NX-SDK アプリケーションを開始
し、それが NX-OS インフラストラクチャと相互に作用するようにします。 この方式はここ
に文書化されています。
以前に説明される sdk が nx_sdk_py.NxSdk.getSdkInst （）方式によって戻る SDK インスタ
ンス オブジェクトであるところ、nx_sdk_py.NxSdk. __swig_destroy__（sdk）方式。 NX-
SDK アプリケーションの正常な終了のための sdkThread functionallows の端に置かれるこの
方式。

2.

いくつかの広く使われたメソッドは下記のものを含んでいます:

sdkis が nx_sdk_py.NxSdk.getSdkInst （）方式によって SDK インスタンス オブジェクト戻
ったところ、sdk.getTracer （）。 このメソッドの戻りカスタム Syslog を生成するのに使用
することができる NxTrace オブジェクト、またアプリケーション イベント履歴へのログ イ
ベントおよびエラー。 カスタム Syslog はデバイスの Syslog に目に見えるアプリケーション
イベント履歴に記録 される イベントが提示 <application-name> nxsdk イベント履歴イベン
トによって目に見えている現われましたりまたは <application-name> nxsdk イベント履歴エ
ラー コマンドを示します間、（show logging ログファイル コマンドによって）。 この方式
はここに文書化されています。 この方法により objectreturned NxTrace および関連するメソ
ッドはここに文書化されています。 たとえば、youcan ビューは Transceiver_DOM.py
throughthe と指名されるアプリケーションのイベント履歴 Transceiver_DOM.py nxsdkevent
履歴イベントを示し、Transceiver_DOM.py nxsdk イベント履歴エラー コマンドを示します
。

●

sdkis が nx_sdk_py.NxSdk.getSdkInst （）方式によって SDK インスタンス オブジェクト戻
ったところ、sdk.getCliParser （）。 この方式は Python によって既にあったり、またカスタ
ム CLI コマンドを作成している CLI コマンドを実行するのに使用することができる
NxCliParser オブジェクトを戻します。 この方式はここに文書化されています。 この方法に
より戻る NxCliParserobject および関連するメソッドはここに文書化されています。

●

cliPis が sdk.getCliParser （）方式によって戻る NxCliParser オブジェクト cmd 実行し引用
符でカプセル化されてたい、および return_type 出力されるべきデータ 形式です show コマ
ンドであるかところ cliP.execShowCmd （「cmd」、return_type）は。 データ 形式は
R_TEXT、R_JSON、または R_XML のどちらである場合もあります。 この方式はここに文
書化されています。

●

注: R_JSON および R_XML データ 形式はコマンドがそれらの形式の出力をサポートする場
合その時だけはたらきます。 NX-OS では、コマンドが要求されたデータ 形式ことをへ出力
を配管することによって特定のデータ 形式の出力をサポートするかどうか確かめることが
できます。 配管されたコマンドが有意義な出力を戻す場合、そのデータ 形式はサポートさ
れます。 たとえば、ダイナミック show mac アドレス テーブルを実行する場合 | NX-OS の
json は JSON 出力を戻します、そして R_JSON データ 形式は NX-SDK で同様にサポート
されます。

cliP.execConfigCmd（cmd_filename） cliPis が sdk.getCliParser （）方式によって
NxCliParser オブジェクト戻った、および cmd_filenameis かところコマンドが含まれている
ファイルへの絶対ファイル パスが行で分けた。 このメソッドの戻りはコマンドの実行の成功
を示すストリング- 「成功」がストリングにある場合、すべてのコマンド正常に実行されます
。 さもなければ、記述するコマンドが実行しなかったかなぜストリングは例外が含まれてい
ます。 この方式はここに文書化されています。

●

有用の場合もあるオプションのメソッドは次のとおりです:

sdkis が nx_sdk_py.NxSdk.getSdkInst （）方式によって SDK インスタンス オブジェクト戻●

https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxSdk.html#ad2c729bd12d1b9f4bf06f4b70fe28347
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxTrace.html
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxSdk.html#a98bcb70d1bf60e38b41eacdf0a72dc89
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliParser.html#a44b08502fa02c0f83b9dc26ef02e2be8


ったところ、sdk.setAppDesc （「description string」）。 この方式は NX-SDK アプリケーシ
ョンの説明を設定 します。 記述は CLI の疑問符によってアクセスされる NX-OS 状況依存の
ヘルプ メニューで表示されます。 この方式はここに文書化されています。 たとえば、
anapplication は次の通り Transceiver_DOM.py を、挿入される DOM 可能なトランシーバが
付いているすべてのインターフェイスの NX-OS 状況依存のヘルプにようである戻りのアプ
リケーション説明指名しました:

 N9K-C93180LC-EX# show Tra?

track Tracking information

Transceiver_DOM.py Returns all interfaces with DOM-capable transceivers inserted

sdkis が nx_sdk_py.NxSdk.getSdkinst （）方式によって SDK インスタンス オブジェクト戻
ったところ、sdk.getAppName （）。 このメソッドの戻り Python アプリケーションの名前
。 この方式はここに文書化されています。

●

カスタム CLI コマンドを作成して下さい

NX-SDK の使用の Python アプリケーションでは、カスタム CLI コマンドは sdkThread 機能の内
で作成され、定義されます。 コマンドには 2 つの型があります: Show コマンドおよび Config コ
マンド。

Show コマンドはデバイス、設定、または環境についての情報を表示します。1.
Config コマンドはデバイス・コンフィギュレーションを変更します、デバイスが周辺のネッ
トワークにどのように反応するか修正する。

2.

これら二つのメソッドは show コマンドおよび config コマンドの作成をそれぞれ可能にします:

どんなキーワードおよびパラメータがコマンドで使用することができるか cliPis が
sdk.getCliParser （）方式、cmd_nameis 内部 コマンドの固有の名前、および
syntaxdescribes によってカスタム NX-SDK アプリケーションに NxCliParser オブジェクト戻
ったところ、cliP.newShowCmd （「cmd_name」、「構文」）。 このメソッドの戻り
NxCliCmd オブジェクト、ここに文書化されています。この方式はここに文書化されていま
す。

●

注: このコマンドありますサブクラスの cliP.newCliCmd （どんなキーワードおよびパラメ
ータがコマンドで使用することができるか cmd_type が CONF_CMD または
 SHOW_CMD であるところに「cmd_type」、「cmd_name」、「構文」は） （設定される
コマンドの種類によって）、cmd_name はカスタム NX-SDK アプリケーションに内部 コマ
ンドの固有の名前および syntaxdescribes です。 このような理由で、このコマンドのための
APIDOCUMENTATION は参照用のより有用であるかもしれません。

どんなキーワードおよびパラメータがコマンドで使用することができるか cliPis が
sdk.getCliParser （）方式、cmd_nameis 内部 コマンドの固有の名前、および
syntaxdescribes によってカスタム NX-SDK アプリケーションに NxCliParser オブジェクト戻
ったところ、cliP.newConfigCmd （「cmd_name」、「構文」）。 このメソッドの戻り
NxCliCmd オブジェクト、ここに文書化されています。 この方式はここに文書化されていま
す。

●

注: このコマンドありますサブクラスの cliP.newCliCmd （cmd_type が CONF_CMD または
SHOW_CMD （どんなキーワードおよびパラメータがコマンドで使用することができるか
設定されるコマンドの種類によって決まりますであるところに「cmd_type」、「

https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxSdk.html#a2c6007a383114285951b2d2a062dacec
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliCmd.html#a82ed104f13c7859b24d3c0527f706be1a09e26af6ee427940926af9bd7ef2e73d
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliParser.html#a210cbbb8b312093285741f753c4cdcda
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliParser.html#a210cbbb8b312093285741f753c4cdcda
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliParser.html#a210cbbb8b312093285741f753c4cdcda
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliCmd.html#a82ed104f13c7859b24d3c0527f706be1a09e26af6ee427940926af9bd7ef2e73d
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliParser.html#a210cbbb8b312093285741f753c4cdcda


cmd_name」、「構文」は））、cmd_name はカスタム NX-SDK アプリケーションに内部
コマンドの固有の名前および syntaxdescribes です。 このような理由で、このコマンドのた
めの APIDOCUMENTATION は参照用のより有用であるかもしれません。

両タイプのコマンドに 2 つの異なるコンポーネントがあります: パラメータおよびキーワード:

1. パラメータはコマンドの結果を変更するのに使用される値です。 たとえば、コマンド show ip
route 192.168.1.0 で、IP アドレスを受け入れるパラメータに先行しているルート キーワードが
あります、含んでいるルーティングだけ提供された IP アドレス示す必要があること規定 する。

2. キーワードは単独で存在によってコマンドの結果を変更します。 たとえば、ダイナミック コ
マンド show mac アドレス テーブルでその動的に学習されした MAC アドレスだけ表示されるべ
きである規定 する ダイナミック キーワードがあります。

コンポーネントは両方とも NX-SDK コマンドの構文で作成されるとき定義されます。 NxCliCmd
オブジェクトにおけるメソッドは両方のコンポーネントの特定の実装を修正するためにあります
。

nx_cmd.updateParam （「<parameter>」は、「help_str」、タイプ）、nx_cmd が
cliP.newShowCmd によって戻る NxCliCmd オブジェクト（）または cliP.newConfigCmd
（）メソッドであるところに、<parameter> 山形カッコ（<>）によって CLI の疑問符によっ
てアクセスされる NX-OS 状況依存のヘルプ メニューで help_strsets カスタム コマンドのヘ
ルプ ストリングおよび表示されるです閉鎖修正することができるおよびタイプはパラメータ
の種類ですコマンドパラメータの名前。 この方式のための追加省略可能なパラメーターは利
用でき、ここに文書化されています。 型引数で規定 することができるパラメータに対する
Theseare 有効な型:

P_INTEGER -整数を規定 しますP_STRING -ストリングを規定 しますP_INTERFACE -ネッ
トワーク インターフェースを規定 しますP_IP_ADDR - IP アドレスを規定 します
P_MAC_ADDR - MAC アドレスを規定 しますP_VRF -バーチャルルーティングおよびフォワ
ーディング（VRF）例を規定 します

●

nx_cmd が cliP.newShowCmd （）または cliP.newConfigCmd （）メソッドによって戻る
NxCliCmd オブジェクトであるところに nx_cmd.updateKeyword （「キーワード」は、「
help_str」、is_key）、キーワード修正したい Command キーワード、help_strsets の名前カ
スタム コマンドのヘルプ ストリングで、CLI の疑問符によって、および偽に is_key isan オ
プションのブール値そのデフォルト アクセスされる NX-OS 状況依存のヘルプ メニューで表
示されます。 is_key isTrue が、それからこのキーワードの使用でコマンドによって作成され
る固有の設定 コマンドによって作成される他の固有の設定を上書きしなければ。 is_key
isFalse が、それからこのキーワードの使用でコマンドによって作成される設定 コマンドに
よって作成される他の設定を上書きすれば。 この方式はここに文書化されています。

●

よく使われるコマンド コンポーネントのコード例を表示するために、カスタム セクション CLI
コマンドこの資料の例を表示します。

カスタム CLI コマンドが作成された後、pyCmdHandler クラスからのオブジェクトはこので以降
を NxCliParser オブジェクトのための CLI コールバック ハンドラ オブジェクトとして作成され、
設定 される 資料必要性記述しました。 これは次の通り示されます:

 cmd_handler = pyCmdHandler()

https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliParser.html#a210cbbb8b312093285741f753c4cdcda
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/NX-SDK/master/doc/html/classnxos_1_1NxCliParser.html#a210cbbb8b312093285741f753c4cdcda
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cliP.setCmdHandler(cmd_handler)

それから、NxCliParser オブジェクトはカスタム CLI コマンドがユーザに目に見えるように NX-
OS CLI パーサー ツリーに追加される必要があります。 これは cliPis が sdk.getCliParser （）方
式によって NxCliParser オブジェクト戻った cliP.addToParseTree （）コマンドで実行されます
。

sdkThread 機能例

以前に説明される機能の使用の典型的な sdkThread 機能の例はここにあります。 この機能は（特
に典型的なカスタム NX-SDK Python アプリケーションの内で）スクリプト実行でインスタンス
化 されるグローバル変数を利用します。

cliP = ""

sdk = ""

event_hdlr = ""

tmsg = ""

def sdkThread():

    global cliP, sdk, event_hdlr, tmsg

    sdk = nx_sdk_py.NxSdk.getSdkInst(len(sys.argv), sys.argv)

    if not sdk:

       return

    sdk.setAppDesc("Returns all interfaces with DOM-capable transceivers inserted")

    tmsg = sdk.getTracer()

    tmsg.event("[{}] Started service".format(sdk.getAppName()))

    cliP = sdk.getCliParser()

    nxcmd = cliP.newShowCmd("show_port_bw_util_cmd", "port bw utilization [<port>]")

    nxcmd.updateKeyword("port", "Port Information")

    nxcmd.updateKeyword("bw", "Port Bandwidth Information")

    nxcmd.updateKeyword("utilization", "Port BW utilization in (%)")

    nxcmd.updateParam("<port>", "Optional Filter Port Ex) Ethernet1/1", nx_sdk_py.P_INTERFACE)

    nxcmd1 = cliP.newConfigCmd("port_bw_threshold_cmd", "port bw threshold <threshold>")

    nxcmd1.updateKeyword("threshold", "Port BW Threshold in (%)")

    int_attr = nx_sdk_py.cli_param_type_integer_attr()

    int_attr.min_val = 1;

    int_attr.max_val = 100;

    nxcmd1.updateParam("<threshold>", "Threshold Limit. Default 50%", nx_sdk_py.P_INTEGER,

int_attr, len(int_attr))

    mycmd = pyCmdHandler()

    cliP.setCmdHandler(mycmd)

    cliP.addToParseTree()

    sdk.startEventLoop()

    # If sdk.stopEventLoop() is called or application is removed from VSH...

    tmsg.event("Service Quitting...!")

    nx_sdk_py.NxSdk.__swig_destroy__(sdk)

pyCmdHandler クラス



pyCmdHandler クラスは nx_sdk_py ライブラリ内の NxCmdHandler クラスから受継がれます。
pyCmdHandler クラスの内で定義される postCliCb （自己、clicmd）方式は時はいつでも NX-
SDK アプリケーションから起きる CLI コマンド呼ばれます。 従って、postCliCb （自己、
clicmd）方式は sdkThread 機能の内で定義されるカスタム CLI コマンドがデバイスでどのように
動作するか定義するところにです。

postCliCb （自己、clicmd）関数の戻り値ブール値。 本当なら場合戻されます、コマンドがうま
く実行されたことが推定されます。 コマンドが何らかの理由でうまく実行しなかった場合偽戻さ
れるべきです。

clicmd パラメータは sdkThread 機能で作成されたときにコマンドのために定義された固有の名前
を使用します。 たとえば show_xcvr_dom の固有の名前で新しい show コマンドを作成すれば、
そして postCliCb （自己、clicmd）機能の同じ名前によってこのコマンドを示すことを推奨しま
す clicmd 引数の名前は show_xcvr_dom が含まれているかどうか確認した後。 それはここに示さ
れます:

def sdkThread():

    <snip>

    sh_xcvr_dom = cliP.newShowCmd("show_xcvr_dom", "dom")

    sh_xcvr_dom.updateKeyword("dom", "Show all interfaces with transceivers that are DOM-

capable")

    </snip>

class pyCmdHandler(nx_sdk_py.NxCmdHandler):

    def postCliCb(self, clicmd):

        if "show_xcvr_dom" in clicmd.getCmdName():

            get_dom_capable_interfaces()

コマンドが作成される場合、多分 postCliCb （パラメータを利用する自己、clicmd）機能のある
時点でそれらのパラメータを使用する必要があります。 これは <parameter> がコマンドパラメー
タの名前である clicmd.getParamValue （「<parameter>」）方式と山形カッコ（<>）によって閉
鎖の値を取得したいことすることができます。 この方式はここに文書化されています。 ただし、
値はこのによって必要とする型に変換される機能必要を戻しました。 これはこれらのメソッドと
することができます:

nx_sdk_py.void_to_int は整数型に値を変換します。●

nx_sdk_py.void_to_string は文字列型に値を変換します。●

postCliCb （自己、clicmd）機能（かそれに続く機能また）一般的に showコマンド出力がコンソ
ールに印刷されるところです。 これは clicmd.printConsole （）方式とされます。

注: アプリケーションがエラー、処理されない例外、または終了に別の方法で突然出会えば
、clicmd.printConsole （）機能からの出力はまったく表示されません。 従って Python アプ
リケーションをデバッグするとき、最良の方法は sdk.getTracer （）方式によって戻る
NxTrace オブジェクトの使用の Syslog にログ デバッグ メッセージまたは使用プリント文
にあり、Bash シェルの /isan/bin/python バイナリによってアプリケーションを実行します
。

pyCmdHandler クラス例

次のコードは上述されている pyCmdHandler クラスの一例として動作します。 このコードは利用
可能な IP 移動 NX-SDK アプリケーションの ip_move.py ファイルからここに奪取 されます。 こ
のアプリケーションの目的は Nexus デバイスのインターフェイスを渡るユーザが定義する IP ア
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ドレスの移動をトラッキングすることです。 これをするために、コードは MAC アドレスはデバ
イスの MAC アドレス表のことを使用に常駐することデバイスの ARPキャッシュ内の <ip> パラ
メータによって入力される IP アドレスの MAC アドレスを見つけましたりそしてどの VLAN か確
認します。 この MAC および VLAN を使用する、show system 内部 l2fm l2dbg macdb アドレス
<mac> VLAN <vlan> コマンドはこの組み合せが最近関連付けられてしまった SNMP インターフ
ェイス インデックスのリストを表示したものです。 コードはそれから show interface snmp
ifIndex コマンドを人間読みやすいインターフェイス名に最近の SNMP インターフェイス インデ
ックスを変換するのに使用します。

class pyCmdHandler(nx_sdk_py.NxCmdHandler):

    def postCliCb(self, clicmd):

        global cli_parser

        if "show_ip_movement" in clicmd.getCmdName():

            target_ip = nx_sdk_py.void_to_string(clicmd.getParamValue("<ip>"))

            target_mac = get_mac_from_arp(cli_parser, clicmd, target_ip)

            mac_vlan = ""

            if target_mac:

                mac_vlan = get_vlan_from_cam(cli_parser, clicmd, target_mac)

                if mac_vlan:

                    find_mac_movement(cli_parser, clicmd, target_mac, mac_vlan)

                else:

                    print("No entires in MAC address table")

                    clicmd.printConsole("No entries in MAC address table for

{}".format(target_mac))

            else:

                clicmd.printConsole("No entries in ARP table for {}".format(target_ip))

        return True

def get_mac_from_arp(cli_parser, clicmd, target_ip):

    exec_cmd = "show ip arp {}".format(target_ip)

    arp_cmd = cli_parser.execShowCmd(exec_cmd, nx_sdk_py.R_JSON)

    if arp_cmd:

        try:

            arp_json = json.loads(arp_cmd)

        except ValueError as exc:

            return None

        count = int(arp_json["TABLE_vrf"]["ROW_vrf"]["cnt-total"])

        if count:

            intf = arp_json["TABLE_vrf"]["ROW_vrf"]["TABLE_adj"]["ROW_adj"]

            if intf.get("ip-addr-out") == target_ip:

                target_mac = intf["mac"]

                clicmd.printConsole("{} is currently present in ARP table, MAC address

{}\n".format(target_ip, target_mac))

                return target_mac

            else:

                return None

        else:

            return None

    else:

        return None

def get_vlan_from_cam(cli_parser, clicmd, target_mac):

    exec_cmd = "show mac address-table address {}".format(target_mac)

    mac_cmd = cli_parser.execShowCmd(exec_cmd, nx_sdk_py.R_JSON)

    if mac_cmd:

        try:

            cam_json = json.loads(mac_cmd)

        except ValueError as exc:

            return None
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        mac_entry = cam_json["TABLE_mac_address"]["ROW_mac_address"]

        if mac_entry:

            if mac_entry["disp_mac_addr"] == target_mac:

                egress_intf = mac_entry["disp_port"]

                mac_vlan = mac_entry["disp_vlan"]

                clicmd.printConsole("{} is currently present in MAC address table on interface

{}, VLAN {}\n".format(target_mac, egress_intf, mac_vlan))

                return mac_vlan

            else:

                return None

        else:

            return None

    else:

        return None

def find_mac_movement(cli_parser, clicmd, target_mac, mac_vlan):

    exec_cmd = "show system internal l2fm l2dbg macdb address {} vlan {}".format(target_mac,

mac_vlan)

    l2fm_cmd = cli_parser.execShowCmd(exec_cmd)

    if l2fm_cmd:

        event_re = re.compile(r"^\s+(\w{3}) (\w{3}) (\d+) (\d{2}):(\d{2}):(\d{2}) (\d{4})

(0x\S{8}) (\d+)\s+(\S+) (\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)")

        unique_interfaces = []

        l2fm_events = l2fm_cmd.splitlines()

        for line in l2fm_events:

            res = re.search(event_re, line)

            if res:

                day_name = res.group(1)

                month = res.group(2)

                day = res.group(3)

                hour = res.group(4)

                minute = res.group(5)

                second = res.group(6)

                year = res.group(7)

                if_index = res.group(8)

                db = res.group(9)

                event = res.group(10)

                src=res.group(11)

                slot = res.group(12)

                fe = res.group(13)

                if "MAC_NOTIF_AM_MOVE" in event:

                    timestamp = "{} {} {} {}:{}:{} {}".format(day_name, month, day, hour,

minute, second, year)

                    intf_dict = {"if_index": if_index, "timestamp": timestamp}

                    unique_interfaces.append(intf_dict)

        if not unique_interfaces:

            clicmd.printConsole("No entries for {} in L2FM L2DBG\n".format(target_mac))

        if len(unique_interfaces) == 1:

            clicmd.printConsole("{} has not been moving between

interfaces\n".format(target_mac))

        if len(unique_interfaces) > 1:

                clicmd.printConsole("{} has been moving between the following interfaces, from

most recent to least recent:\n".format(target_mac))

                unique_interfaces = get_snmp_intf_index(unique_interfaces)

                clicmd.printConsole("\t{} - {} (Current interface)\n".format(unique_interfaces[-

1]["timestamp"], unique_interfaces[-1]["intf_name"]))

                for intf in unique_interfaces[-2::-1]:

                    clicmd.printConsole("\t{} - {}\n".format(intf["timestamp"],

intf["intf_name"]))

def get_snmp_intf_index(if_index_dict_list): global cli_parser snmp_ifindex =

cli_parser.execShowCmd("show interface snmp-ifindex", nx_sdk_py.R_JSON) snmp_ifindex_json =

json.loads(snmp_ifindex) snmp_ifindex_list =

snmp_ifindex_json["TABLE_interface"]["ROW_interface"] for index_dict in if_index_dict_list:

index = index_dict["if_index"] for ifindex_json in snmp_ifindex_list: if index ==



ifindex_json["snmp-ifindex"]: index_dict["intf_name"] = ifindex_json["interface"] return

if_index_dict_list

カスタム CLI コマンド構文例

このセクションは cliP.newShowCmd （）またはクリップが sdk.getCliParser （）方式によって
戻る NxCliParser オブジェクトである cliP.newConfigCmd （）メソッドでカスタム CLI コマンド
を作成するとき使用される構文パラメータのいくつかの例を展示します。

注: 開始および右かっことの構文のためのサポートは NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) に含まれ
ている NX-SDK v1.5.0 で（「（」および「）」）導入されます。 開始および右かっこを利
用する構文を含むのこれらの与えられた例従うときユーザが NX-SDK v1.5.0 を利用するこ
とが仮定されます。

単一 キーワード

この show コマンドは単一 キーワード MAC を奪取 し、キーワードに Shows の助手一連をこの
デバイスのすべての misprogrammed MAC アドレス入力します。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd("show_misprogrammed", "mac")

nx_cmd.updateKeyword("mac", "Shows all misprogrammed MAC addresses on this device")

単一のパラメーター

この show コマンドは単一パラメータ <mac> を奪取 します。 ワード MAC のまわりの囲むかぎ
カッコはこれがパラメータであることを示します。 ミスプログラミングがあるかどうか点検する
べき MAC アドレスの助手一連はパラメータに入力されます。 nx_cmd.updateParam （）方式の
nx_sdk_py。P_MAC_ADDR パラメータがストリング、整数、または IP アドレスのような別の型
のエンドユーザ 入力を、防ぐ MAC アドレスとパラメータの種類を定義するのに使用されていま
す。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd("show_misprogrammed_mac", "<mac>")

nx_cmd.updateParam("<mac>", "MAC address to check for misprogramming", nx_sdk_py.P_MAC_ADDR)

Optional キーワード

この show コマンドはオプションで単一 キーワード[MAC]奪取 するかもしれません。 ワード
MAC のまわりの囲む角カッコはこのキーワードがオプションであることを示します。 shows の
助手一連はキーワードにこのデバイスのすべての misprogrammed MAC アドレス入力されます。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd(  "show_misprogrammed_mac"  ,   "[mac]"  )

nx_cmd.updateKeyword( "mac" , "Shows all misprogrammed MAC addresses on this device" )

省略可能なパラメーター

この show コマンドはオプションで単一パラメータ[<mac>]奪取 するかもしれません。 ワード <
MAC > のまわりの囲む角カッコはこのパラメータがオプションであることを示します。 ワード
MAC のまわりの囲むかぎカッコはこれがパラメータであることを示します。 ミスプログラミン
グがあるかどうか点検するべき MAC アドレスの助手一連はパラメータに入力されます。



nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_MAC_ADDR パラメータがストリング、整数、
または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ MAC アドレスとパラメータの種
類を定義するのに使用されています。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd("show_misprogrammed_mac", "[<mac>]")

nx_cmd.updateParam("<mac>", "MAC address to check for misprogramming", nx_sdk_py.P_MAC_ADDR)

単一 キーワードおよびパラメータ

この show コマンドはすぐにパラメータ <mac-address> に先行している単一 キーワード MAC を
奪取 します。 ワード MAC アドレスのまわりの囲むかぎカッコはこれがパラメータであることを
示します。 ミスプログラミングのためのチェック MAC アドレスの助手一連はキーワードに入力
されます。 ミスプログラミングがあるかどうか点検するべき MAC アドレスの助手一連はパラメ
ータに入力されます。 nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_MAC_ADDR パラメータ
はストリング、整数、または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ MAC アド
レスとパラメータの種類を定義するために使用されます。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd("show_misprogrammed", "mac <mac-address>")

nx_cmd.updateKeyword("mac", "Check MAC address for misprogramming")

nx_cmd.updateParam("<mac-address>", "MAC address to check for misprogramming",

nx_sdk_py.P_MAC_ADDR)

複数のキーワードおよびパラメータ

この show コマンドはそれらに続く 2 つの異なるパラメータがある 2 つのキーワードの 1 つを奪
取できます。 最初のキーワード MAC に <mac-address> のパラメータがあり、第 2 キーワード
IP に <ip-address> のパラメータがあります。 ワード MAC アドレスおよび IP アドレスのまわり
の囲むかぎカッコはパラメータであることを示します。 ミスプログラミングのためのチェック
MAC アドレスの助手一連は MAC キーワードに入力されます。 ミスプログラミングがあるかどう
か点検するべき MAC アドレスの助手一連は <mac-address> パラメータに入力されます。
nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_MAC_ADDR パラメータがストリング、整数、
または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ MAC アドレスと <mac-
address> パラメータの種類を定義するのに使用されています。 misprograming のためのチェック
IP アドレスの助手一連は IP キーワードに入力されます。 ミスプログラミングがあるかどうか点
検するべき IP アドレスの助手一連は <ip-address> パラメータに入力されます。
nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_IP_ADDR パラメータが IP アドレスとストリン
グ、整数、または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ <ip-address> パラメ
ータの種類を定義するのに使用されています。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd("show_misprogrammed", "(mac <mac-address> | ip <ip-address>)")

nx_cmd.updateKeyword("mac", "Check MAC address for misprogramming")

nx_cmd.updateParam("<mac-address>", "MAC address to check for misprogramming",

nx_sdk_py.P_MAC_ADDR)

nx_cmd.updateKeyword("ip", "Check IP address for misprogramming")

nx_cmd.updateParam("<ip-address>", "IP address to check for misprogramming",

nx_sdk_py.P_IP_ADDR)

Optional キーワードの複数のキーワードおよびパラメータ

この show コマンドはそれらに続く 2 つの異なるパラメータがある 2 つのキーワードの 1 つを奪
取できます。 最初のキーワード MAC に <mac-address> のパラメータがあり、第 2 キーワード
IP に <ip-address> のパラメータがあります。 ワード MAC アドレスおよび IP アドレスのまわり
の囲むかぎカッコはパラメータであることを示します。 ミスプログラミングのためのチェック



MAC アドレスの助手一連は MAC キーワードに入力されます。 ミスプログラミングがあるかどう
か点検するべき MAC アドレスの助手一連は <mac-address> パラメータに入力されます。
nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_MAC_ADDR パラメータがストリング、整数、
または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ MAC アドレスと <mac-
address> パラメータの種類を定義するのに使用されています。 misprograming のためのチェック
IP アドレスの助手一連は IP キーワードに入力されます。 ミスプログラミングがあるかどうか点
検するべき IP アドレスの助手一連は <ip-address> パラメータに入力されます。
nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_IP_ADDR パラメータが IP アドレスとストリン
グ、整数、または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ <ip-address> パラメ
ータの種類を定義するのに使用されています。 この show コマンドはオプションでキーワードを
かもしれません[クリア]奪取 する。 ストリングが misprogrammed ために検出されるアドレスを
クリアする助手はこの Optional キーワードに追加されます。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd("show_misprogrammed", "(mac <mac-address> | ip <ip-address>) [clear]")

nx_cmd.updateKeyword("mac", "Check MAC address for misprogramming")

nx_cmd.updateParam("<mac-address>", "MAC address to check for misprogramming",

nx_sdk_py.P_MAC_ADDR)

nx_cmd.updateKeyword("ip", "Check IP address for misprogramming")

nx_cmd.updateParam("<ip-address>", "IP address to check for misprogramming",

nx_sdk_py.P_IP_ADDR)

nx_cmd.updateKeyword("clear", "Clears addresses detected to be misprogrammed")

省略可能なパラメーターの複数のキーワードおよびパラメータ

この show コマンドはそれらに続く 2 つの異なるパラメータがある 2 つのキーワードの 1 つを奪
取できます。 最初のキーワード MAC に <mac-address> のパラメータがあり、第 2 キーワード
IP に <ip-address> のパラメータがあります。 ワード MAC アドレスおよび IP アドレスのまわり
の囲むかぎカッコはパラメータであることを示します。 MAC キーワードに追加される
misprogrammingis のためのチェック MAC アドレスの助手一連。 ミスプログラミングがあるかど
うか点検するべき MAC アドレスの助手一連は <mac-address> パラメータに入力されます。
nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_MAC_ADDR パラメータがストリング、整数、
または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ MAC アドレスと <mac-
address> パラメータの種類を定義するのに使用されています。 misprograming のためのチェック
IP アドレスの助手一連は IP キーワードに入力されます。 ミスプログラミングがあるかどうか点
検するべき IP アドレスの助手一連は <ip-address> パラメータに入力されます。
nx_cmd.updateParam （）方式の nx_sdk_py。P_IP_ADDR パラメータが IP アドレスとストリン
グ、整数、または IP アドレスのような別の型のエンドユーザ 入力を、防ぐ <ip-address> パラメ
ータの種類を定義するのに使用されています。 この show コマンドはオプションでパラメータ
[<module>]奪取 するかもしれません。 助手ストリング 指定 モジュールにクリア アドレスだけこ
の省略可能なパラメーターに追加されます。

 nx_cmd = cliP.newShowCmd("show_misprogrammed", "(mac <mac-address> | ip <ip-address>)

[<module>]")

nx_cmd.updateKeyword("mac", "Check MAC address for misprogramming")

nx_cmd.updateParam("<mac-address>", "MAC address to check for misprogramming",

nx_sdk_py.P_MAC_ADDR)

nx_cmd.updateKeyword("ip", "Check IP address for misprogramming")

nx_cmd.updateParam("<ip-address>", "IP address to check for misprogramming",

nx_sdk_py.P_IP_ADDR)

nx_cmd.updateParam("<module>", "Clears addresses detected to be misprogrammed",

nx_sdk_py.P_INTEGER)

NX-SDK の Python アプリケーションをデバッグして下さい



NX-SDK Python アプリケーションが作成されたら、頻繁にデバッグされる必要があります。 NX-
SDK はコードにシンタックスエラーがあるが、Python ライブラリに C++ ライブラリを変換する
のに Python NX-SDK ライブラリががぶ飮みを利用するので知らせますコード 実行の時に見つけ
られるどの例外でもこれと同じようなアプリケーション コアダンプという結果に終ります:

 terminate called after throwing an instance of 'Swig::DirectorMethodException'

what(): SWIG director method error. Error detected when calling 'NxCmdHandler.postCliCb'

Aborted (core dumped)

このエラー メッセージの曖昧な性質が原因で、Python アプリケーションをデバッグする最良の
方法は sdk.getTracer （）方式によって戻る NxTrace オブジェクトの使用の Syslog へデバッグ
メッセージを記録 することです。 これは次の通り示されます:

#! /isan/bin/python

tracer = 0

def evt_thread():

    <snip>

    tracer = sdk.getTracer()

    tracer.event("[NXSDK-APP][INFO] Started service")

<snip>

class pyCmdHandler(nx_sdk_py.NxCmdHandler):

    def postCliCb(self, clicmd):

        global tracer

        tracer.event("[NXSDK-APP][DEBUG] Received command: {}".format(clicmd))

        if "show_test_command" in clicmd.getCmdName():

            tracer.event("[NXSDK-APP][DEBUG] `show_test_command` recognized")

Syslog へのデバッグ メッセージを記録 することはオプションではないです場合、代替方式はプ
リント文を使用し、Bash シェルの /isan/bin/python バイナリによってアプリケーションを実行す
ることです。 ただし、これらのプリント文からの出力はこのように実行されたとき目に見えます
ただ-アプリケーションを VSH シェルによって実行して出力を生成 しません。 プリント文を利用
する例はここに示されています:

#! /isan/bin/python

tracer = 0

def evt_thread():

    <snip>

    print("[NXSDK-APP][INFO] Started service")

<snip>

class pyCmdHandler(nx_sdk_py.NxCmdHandler):

    def postCliCb(self, clicmd):

        print("[NXSDK-APP][DEBUG] Received command: {}".format(clicmd))

        if "show_test_command" in clicmd.getCmdName():

            print("[NXSDK-APP][DEBUG] `show_test_command` recognized")

NX-SDK の Python アプリケーションを展開して下さい

Python アプリケーションが Bash シェルで十分にテストされ、配備の準備ができていれば、アプ
リケーションは VSH による本番にインストールする必要があります。 これはシステム スイッチ
オーバが二重スーパバイザ シナリオで行われる時アプリケーションが時デバイス読み込みまたは
持続するようにします。 アプリケーションを VSH によって展開するために、NX-SDK および



ENXOS SDK ビルド環境の使用で RPM パッケージを作成する必要があります。 容易な RPM パ
ッケージ作成を可能にする Cisco DevNet は Docker イメージを提供します。

注: 支援に関しては Docker を特定のオペレーティング システムでインストールするために
、Docker のインストール ドキュメントを参照して下さい。

Docker 可能なホストで、docker プル dockercisco/nxsdk の選択のイメージ バージョンを引っ張
って下さい: <tag> が選択のイメージ バージョンのタグであるところ、<tag> コマンド。 利用可
能なイメージ バージョンおよび対応する タグをここに表示できます。 これはここの v1 タグと示
されます:

 docker pull dockercisco/nxsdk:v1

このイメージからの nxsdk と指名されるコンテナーを開始し、それに接続して下さい。 選択のタ
グが異なっている場合、タグの v1 を代わりにして下さい:

 docker run -it --name nxsdk dockercisco/nxsdk:v1 /bin/bash

NX-SDK の最新バージョンへのアップデートおよび NX-SDK ディレクトリへの移動は、それから
git からの最新のファイルを引っ張ります:

 cd /NX-SDK/

git pull

NX-SDK のより古いバージョンを使用する必要がある場合 git クローンとのそれぞれバージョン
タグの使用の NX-SDK ブランチをクローンとして作ることができます- <version> が NX-SDK の
バージョンである b v<version> https://github.com/CiscoDevNet/NX-SDK.git コマンド、必要とし
ます。 これは NX-SDK v1.0.0 とここに示されます:

 cd /

rm -rf /NX-SDK

git clone -b v1.0.0 https://github.com/CiscoDevNet/NX-SDK.git

次に、Docker コンテナーに Python アプリケーションを転送して下さい。 これをする少数のさま
ざまな方法があります。

（コンテナーを停止し、それをもう一度開始するように要求する） Docker コンテナー終了
して下さい、Docker ホストに Python アプリケーションを転送し、そしてホストからコンテ
ナーにアプリケーションをコピーするために docker CP コマンドを使用して下さい。 これは
Python アプリケーションが /app/python_app.py の Docker ホストに転送されたと仮定して、
ここに示されます。

●

 root@2dcbe841742a:~# exit

[root@localhost ~]# docker cp /app/python_app.py nxsdk:/root/

[root@localhost ~]# docker start nxsdk

nxsdk

[root@localhost ~]# docker attach nxsdk

root@2dcbe841742a:/# ls /root/

python_app.py

Python アプリケーションの内容をシステム クリップボードにコピーし、そして vim の使用
で Docker コンテナーで作成されるファイルに内容を貼り付けて下さい。

●

次に、Python アプリケーションからの RPM パッケージを作成するために /NX-SDK/scripts/ にあ

https://hub.docker.com/r/dockercisco/nxsdk
https://github.com/CiscoDevNet/NX-SDK.git


る rpm_gen.py スクリプトを使用して下さい。 このスクリプトに 1 つの要求される引数があり、
2 つはスイッチを必要としました:

Python アプリケーションのファイル名。 たとえば、python_app.py と名付けられた
python_app.py の引数という結果にファイルの Python アプリケーションは終ります。 この
ファイル名も NX-SDK のためにアプリケーション 名として以降使用され、NX-OS によって
このアプリケーションによって作成されたコマンドを示すために使用されます。

●

注: ファイル名は .py のようなファイル拡張子を、含まれている必要はありません。 この例
では、ファイル名が python_app.py の代りに python_app、RPM パッケージは問題なしで生
成されます。

- s スイッチは前述ファイル名がどこにに見つけられるかそれが導く絶対ファイル パスのため
の引数を奪取 します。 たとえば python_app.py が /root/ にあれば、そして正しい引数は- s
/root/ です。

●

-ソースファイル名が実行可能ファイル ファイル名と同じであることを u スイッチは示しま
す。

●

rpm_gen.py スクリプトの使用はここに示されます。

root@7bfd1714dd2f:~# python /NX-SDK/scripts/rpm_gen.py test_python_app -s /root/ -u

################################################################################################

####

Generating rpm package...

<snip>

RPM package has been built

################################################################################################

####

SPEC file: /NX-SDK/rpm/SPECS/test_python_app.spec

RPM file : /NX-SDK/rpm/RPMS/test_python_app-1.0-1.0.0.x86_64.rpm

RPM パッケージへのファイル パスは rpm_gen.py スクリプト出力最終的な行で示されます。 こ
のファイルはホストに Docker コンテナーのアプリケーションを実行したいことそれが Nexus デ
バイスに転送することができるようにコピーする必要があります。 Docker コンテナーを終了し
た後、dockercp <container> と容易にすることができます: <container> が NX-SDK Docker コン
テナーの名前（この場合、nxsdk）の <container_filepath> <host_filepath> コマンドは、
<container_filepath> コンテナーの中の RPM パッケージの完全なファイル パス（この場合、/NX-
SDK/rpm/RPMS/test_python_app-1.0-1.0.0.x86_64.rpm）であり、<host_filepath> は RPM パッケ
ージがに転送される Docker ホストの完全なファイル パスです（この場合、/root/）。 このコマン
ドはここに示されます:

root@7bfd1714dd2f:/# exit

[root@localhost ~]# docker cp nxsdk:/NX-SDK/rpm/RPMS/test_python_app-1.0-1.0.0.x86_64.rpm /root/

[root@localhost ~]# ls /root/

anaconda-ks.cfg             test_python_app-1.0-1.0.0.x86_64.rpm

ファイル・トランスファーの好まれる方法の使用の Nexus デバイスにこの RPM パッケージを転
送して下さい。 RPM パッケージがデバイスにあれば、SMU に同様にインストールされ、アクテ
ィブにする必要があります。 これは RPM パッケージがデバイスのブートフラッシュに転送され
たと仮定して、次の通り示されます。

N9K-C93180LC-EX# install add bootflash:test_python_app-1.0-1.0.0.x86_64.rpm



[####################] 100%

Install operation 27 completed successfully at Tue May  8 06:40:13 2018

N9K-C93180LC-EX# install activate test_python_app-1.0-1.0.0.x86_64

[####################] 100%

Install operation 28 completed successfully at Tue May  8 06:40:20 2018

注: インストール add コマンドで RPM パッケージをインストールするとき、パッケージの
記憶装置および正確なファイル名を入れて下さい。 インストールの後で RPM パッケージを
アクティブにするとき、記憶装置およびファイル名を入れないで下さい-パッケージの名前
自体を使用して下さい。 非アクティブ コマンド提示インストールのパッケージ名を確認で
きます。

RPM パッケージがアクティブになれば、<application-name> が rpm_gen.py スクリプトが先に使
用されたときに定義された、続いて、アプリケーション）および Python ファイル名の名前であ
る nxsdk サービス <application-name> 構成コマンドで NX-SDK のアプリケーションを開始でき
ます（。 これは次の通り示されます:

N9K-C93180LC-EX# conf

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

N9K-C93180LC-EX(config)# nxsdk service-name test_python_app

% This could take some time. "show nxsdk internal service" to check if your App is Started &

Runnning

アプリケーションがアップ、提示 nxsdk と内部サービス コマンドを実行し始めたことを確認でき
ます:

N9K-C93180LC-EX# show nxsdk internal service

NXSDK Started/Temp unavailabe/Max services : 1/0/32

NXSDK Default App Path         : /isan/bin/nxsdk

NXSDK Supported Versions       : 1.0

Service-name              Base App        Started(PID)      Version    RPM Package

------------------------- --------------- ----------------- ---------- ------------------------

test_python_app           nxsdk_app4      VSH(23195)        1.0        test_python_app-1.0-

1.0.0.x86_64

またこのアプリケーションによって作成されるカスタム CLI コマンドが NX-OS でアクセス可能
であることを確認できます:

N9K-C93180LC-EX# show test?

  test_python_app    Nexus Sdk Application

関連情報

NX-SDK GitHub●

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS プログラム可能性ガイド、リリース 7.x●

Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS プログラム可能性ガイド、リリース 7.x●

Cisco Nexus 3500 シリーズ NX-OS プログラム可能性ガイド、リリース 7.x●

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ 白書とのネットワーク プログラム可能性およびオート
メーション

●

Cisco 開いた NX-OS （PDF）のプログラマビリティおよびオートメーション●

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems●

https://github.com/CiscoDevNet/NX-SDK
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/programmability/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Programmability_Guide_7x/Guest_Shell.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/programmability/7_x/b_Cisco_Nexus_3000_Series_NX-OS_Programmability_Guide_7x.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3548/sw/programmability/7x/b_Cisco_Nexus_3500_Series_NX-OS_Programmability_Guide_7x.html
/content/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/aci-fabric-controller/white-paper-c11-729385.html
/content/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/aci-fabric-controller/white-paper-c11-729385.html
/content/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/open_nxos/programmability/guide/Programmability_Open_NX-OS.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/open_nxos/programmability/guide/Programmability_Open_NX-OS.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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