NETCONF/YANG を設定し、Cisco IOS XE 16.x
プラットフォームのための例を検証して下さい
目次
はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
背景説明
データ モデル-要網的、規格設定 および モニタリングを基づかせていました
更に別の次世代（ヤン）データのモデル化言語（RFC 6020）
ネットワーク構成（NETCONF）プロトコル（RFC 6241）
設定
1. NETCONF/YANG データのモデル化をサポートする Catalyst 3850 実行 IOS XE 16.3.3 ソフト
ウェアの基本設定
2. NETCONF/YANG Syslog および SNMP イベント許可する追加（オプションの）設定 モニタリ
ング
3. この例で使用される Catalyst 3850 のネットワーク 接続性の設定
Catalyst 3850 の NETCONF/YANG を確認して下さい
設定して下さい中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）を
1. ラップトップでヤン エクスプローラ アプリケーションをインストールして下さい
2. ヤン エクスプローラ アプリケーションを使用して下さい
3. 定期講読して下さいを NETCONF 通知（オプションの）
基本 NETCONF/YANG 操作上例
1. データ収集例
Catalyst 3850 からのインターフェイス名のリストを要求して下さい
2. 設定例
Catalyst 3850 のイーサネット インターフェイスをシャットダウンして下さい
上記の NETCONF/YANG コンフィギュレーション変更の前後のインターフェイス設定の Catalyst
3850 CLI ディスプレイ両方
Catalyst 3850 で設定を保存して下さい
上記の NETCONF/YANG 設定保存オペレーションの後の保存されたスタートアップ コンフィギ
ュレーションの Catalyst 3850 CLI ディスプレイ
CLI からの Catalyst 3850 を設定して下さい
3. どんな SNMP MIB 操作上データが GET 要求オペレーションによって利用できるかチェックし
て下さい
ヤン追加データ モデルをロードして下さい
1. さまざまなヤン データ モデル ファイルをそれぞれロードして下さい
2. すべてのヤン データ モデル ファイルの一括読み込みすぐに
ヤン著しいデータ モデル
ciscoia.yang データ モデル
ned.yang データ モデル
Python スクリプトを書くこと

ヤン エクスプローラ アプリケーション GUI からの Python スクリプトを生成して下さい
実行して下さい中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）から Python スクリプトを
トラブルシューティング
NETCONF エラー メッセージ
RPC エラー例
他の RPC エラーの種類例

概要
この資料に NETCONF/YANG IOS XE 16.x によって基づくプラットフォームを on Cisco 設定す
る方法を記述されています。 例はしかし Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのような他の Cisco
IOS XE 16.x プラットフォームに Catalyst 3850 によって研究室試験に、また提供される情報適用
されます焦点を合わせます。

前提条件
要件
NETCONF/YANG は IOS XE 16.3.1 ソフトウェア現在でサポートされます。
注: NETCONF、ヤン、または Python スクリプトを書くことのそれまでの経験この資料を使
用するために必要となりません。

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。
この例で Cisco IOS XE 16.3.3 を実行する立場 WS-C3850-12X48U スイッチだけは NETCONF サ
ーバとして使用されます。 これはどのデータ（showコマンド出力）をから NETCONF/YANG に
よってから収集されているか設定されるデバイスであり。
ラップトップ（Apple MacBook プロ実行 macOS 山脈 10.12.2 および Google Chrome ブラウザ
）は NETCONF クライアントとして使用されます。 それは中央集中型管理 プラットフォームと
してヤン エクスプローラ アプリケーションの利用によって機能します。 それは Catalyst 3850 か
らデータを設定し、収集するために NETCONF RPC （リモート プロシージャ コール）メッセー
ジによって Catalyst 3850 に送信 されるヤン フォーマットされていた要求を作成するデバイスで
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

データ モデル-要網的、規格設定 および モニタリングを基づかせていました
データ モデルは Ciscoデバイスを設定する代替および中央集中型方法を提供します（Cisco
Command Line Interface （CLI）か簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用するかわ
りに） そして操作上データ（show コマンド）を Ciscoデバイスから収集するため。 データ モデ
ルがそれらに複数のベンダーをサポートする顧客向けの理想をする規格によって基づくであるの
で同じプロシージャがシスコ以外のデバイスからデータを同様に設定するか、または収集するの
に使用することができます。 中央集中型管理 プラットフォーム（たとえばラップトップ）が
Python スクリプトを書くことによってこれらの proceedures を自動化するを複数の Ciscoデバイ
スおよびデータ モデル アーキテクチャ可能にからデータを設定するか、または収集するのに使用
することができます（2 つの追加主な利点）。

更に別の次世代（ヤン）データのモデル化言語（RFC 6020）
ヤンは操作上（show コマンド）データのためのデバイス Configuration 要求か要求を作成するの
に使用される規格によって基づくデータのモデル化言語です。 それに人が読み取り可能である計
算機 プログラムと同じような構造化形式があります。 複数のアプリケーションは中央集中型管理
プラットフォーム（たとえばラップトップ）でこれらの設定および操作上 Data 要求を作成する
ために動作することができること利用できます。
独自のベンダー 機能と関連付けられる操作上データを設定するか、または収集することを促進す
るベンダ別）データ モデル、すべてのベンダーに（たとえば、イーサネット インターフェイスを
無効に するか、またはシャットダウンする要求は Cisco およびシスコ以外のデバイス両方のため
に同一であるはずです）、またデバイス（ネイティブ適用するヤン両方とも標準（よくある）デ
ータ モデルがあります。

ネットワーク構成（NETCONF）プロトコル（RFC 6241）
中央集中型管理 プラットフォーム（たとえばラップトップ）でユーザが操作上（show コマンド
）データを設定するか、または要求したい Ciscoデバイスに動作するアプリケーションからのヤ
ンによってフォーマットされている設定か操作上 Data 要求を伝えるために転送するを提供する
NETCONF は標準基づいた、XML （XML）符号化されたプロトコルです。 それはその
Configuration 要求の部分が失敗するとき全体の Configuration 要求を打ち切ることのようなトラ
ンザクションによって基づくサービスを提供します。 NETCONF はクライアント（中央集中型管
理 プラットフォーム スクリプトかアプリケーション）およびサーバ間の通信を促進するのに簡単
なリモート プロシージャ コール（RPF）基づいたメカニズムを使用します（Ciscoスイッチかル
ータ）。 それはネットワーク デバイスを渡るトランスポート層としてセキュア シェル
（SSH）を使用します。 いくつかの NETCONF オペレーションは得ます、得構成、編集構成お
よび RPC 含んでいます。

設定
1. NETCONF/YANG データのモデル化をサポートする Catalyst 3850 実行 IOS XE
16.3.3 ソフトウェアの基本設定
3850-1# show running-config
netconf-yang -------------------------------------> Enable NETCONF/YANG globally. It may take up
to 90 seconds to initialize

username cisco1 privilege 15 password 0 cisco1 ---> Username/password used for NETCONF-SSH
access

注: これが NETCONF/YANG データのモデル化をサポートするために Catalyst 3850 で必要
な完全な設定ですが、「aaa new-model」が（デフォルト）同様にグローバルに設定されな
いと仮定します。 「aaa new-model」の設定によって AAA （認証、許可、会計）を有効に
することを望めば少くともまた次の設定が必要となります。 また TACACS+ か RADIUSコ
ンフィギュレーションと AAA を使用するためにこれを拡張できますが、これはこの例の範
囲を超えてあります。

aaa new-model
aaa authorization exec default local -------------> Required for NETCONF-SSH connectivity and
edit-config operations

2. NETCONF/YANG Syslog および SNMP イベント許可する追加（オプションの
）設定 モニタリング
これらの snmp-server 設定は NETCONF 通知（RFC 5277 有効に するために- Syslog メッセージ
とまた NETCONF 通知をの生成を生成するあらゆる設定された SNMPトラップのための
https://tools.ietf.org/html/rfc5277) ある必要があります。
これらが必要な最小の間、追加「snmp-server enable」エントリは同様にあるかもしれませんこ
とに注目して下さい。 NETCONF 通知ストリームをサーバ（Catalyst 3850）から受け取り、特定
のサブスクリプション RPC を送信 するクライアント（中央集中型管理 プラットフォーム）登録
（「中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップの設定）のセクション 3 を」参照して下さ
い）。

3850-1# show running-config
snmp-server community <string> RW ------------------------------> SNMP gateway in DMI requires
community public prior to 16.5.1. A configurable community is supported on 16.5.1 and later.
netconf-yang cisco-ia snmp-community-string <string> -----------> Configure the same community
string to enable SNMP MIB access for both NETCONF and RESTCONF.
snmp-server trap link ietf -------------------------------------> enable traps for IETF link
up/down
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup ---> enable traps for link up/down
snmp-server enable traps syslog --------------------------------> enable traps for Syslog so
notifications will be generated
snmp-server manager --------------------------------------------> enable snmp-server

Syslog に関しては RFC 5277 で定義される Syslog メッセージが Catalyst 3850 で IOSd によって
生成されるとき NETCONF 通知を生成する機能があるために、この設定は Catalyst 3850 のデー
タ モデル インターフェイス（DMI）のためにある必要があります。

logging history debugging -------> required for the generation of any NETCONF notification
messages for Syslog
logging snmp-trap emergencies ---> configure 1 or more of the following to control which levels
of Syslog messages are returned as notifications
logging snmp-trap alerts
logging snmp-trap critical
logging snmp-trap errors
logging snmp-trap warnings
logging snmp-trap notifications
logging snmp-trap informational

logging snmp-trap debugging

SNMPトラップに関しては NETCONF 通知を生成するために、この設定が必要となります。
NETCONF 通知を生成するために IOS XE 16.3.1 ソフトウェアで最大 10 の SNMPトラップは設
定することができますが、この制限は将来のリリースで取除かれます。 SNMPトラップのための
通知生成はデフォルトで有効に なります。 SNMPトラップ通知を生成することを無効に するた
めにこの CLI を「netconf ヤン ciscoia snmp トラップ コントロール グローバル フォワーディン
グ」使用しないで下さい。

netconf-yang cisco-ia snmp-trap-control trap-list 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 --------> LinkDown trap
netconf-yang cisco-ia snmp-trap-control trap-list 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 --------> LinkUp trap
netconf-yang cisco-ia snmp-trap-control trap-list 1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1 ---> Syslog generated
notification trap

3. この例で使用される Catalyst 3850 のネットワーク 接続性の設定
ネットワークとこの例の中央集中型管理 プラットフォームに（ラップトップは使用されます）接
続されるのに Catalyst 3850 管理インターフェイス GigabitEthernet0/0 が使用されています。
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 （DHCP）このインターフェイスへの
IP アドレス 172.16.167.175 を割り当てるのに使用されていました。 代替コンフィギュレーショ
ンは Catalyst 3850 でラップトップがネットワークの Catalyst 3850 に達することができる限り使
用することができます。

3850-1# show running-config
vrf definition Mgmt-vrf
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding Mgmt-vrf
ip address dhcp
negotiation auto
ip route vrf Mgmt-vrf 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.167.161
3850-1# show ip interface brief
Interface
Vlan1
Vlan10
Vlan20
GigabitEthernet0/0
Fo1/1/1
Fo1/1/2
GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/3
GigabitEthernet1/0/4
GigabitEthernet1/0/5

IP-Address
1.1.1.1
10.10.10.1
20.20.20.1
172.16.167.175
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned

OK?
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Method
NVRAM
NVRAM
NVRAM
DHCP
unset
unset
manual
unset
unset
unset
unset

Status
up
up
up
up
down
down
up
up
down
down
down

Protocol
up
up
up
up
down
down
up
up
down
down
down

Catalyst 3850 の NETCONF/YANG を確認して下さい
1. Catalyst 3850 Command Line Interface CLI Catalyst 3850 DMI netconf

3850-1# show platform software yang-management process
confd : Running
nesd : Running
syncfd : Running
ncsshd : Running
dmiauthd : Running
vtyserverutild : Running
opdatamgrd : Running
ngnix : Running

次のステップは中央集中型管理 プラットフォームから実行されます。 この例では、Catalyst
3850 にネットワーク アクセスをアクセスできるラップトップ（Apple MacBook プロ実行
macOS 山脈 10.12.2）は使用されます。 コマンドはラップトップのターミナル プロンプトから
発行されます。 ラップトップでこの時点でロードされる特別なアプリケーションがありません。
2. Catalyst 3850 172.16.167.175

USER1-M-902T:~ USER1$ ping 172.16.167.175
PING 172.16.167.175 (172.16.167.175): 56
64 bytes from 172.16.167.175: icmp_seq=0
64 bytes from 172.16.167.175: icmp_seq=1
64 bytes from 172.16.167.175: icmp_seq=2
64 bytes from 172.16.167.175: icmp_seq=3
^C

data bytes
ttl=247 time=3.912
ttl=247 time=6.917
ttl=247 time=4.063
ttl=247 time=4.371

ms
ms
ms
ms

3. 上の Catalyst 3850 設定からのユーザ名 および パスワード（cisco1/cisco1）の中央集中型管理
プラットフォーム（ラップトップ）からの Catalyst 3850 （この例の 172.16.167.175）に SSH 接
続を確認して下さい。 応答は HELLO メッセージに先行している Catalyst 3850 からの
NETCONF 機能の長いリストです。 TCPポート 830 = netconf-ssh。
ヒント： この SSH テストがはたらかない場合、ラップトップおよび Catalyst 3850 の間の
どのファイアウォールでも TCPポート 830 （参照 RFC 4742 を可能にするようにして下さ
い: https://tools.ietf.org/html/rfc4742)。

USER1-M-902T:~ USER1$ ssh -s cisco1@172.16.167.175 -p 830 netconf
cisco1@172.16.167.175’s password: cisco1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<capabilities>
<capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.1</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:writable-running:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:xpath:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.1</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:rollback-on-error:1.0</capability
--snip-</capabilities>
<session-id>2870</session-id></ hello>]]>]]>
Use < ^C > to exit

設定して下さい中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトッ

プ）を
1. ラップトップでヤン エクスプローラ アプリケーションをインストールして下さ
い
この例では、中央集中型管理 プラットフォームとして機能するのにラップトップ（Apple
MacBook プロ実行 macOS 山脈 10.12.2、Google Chrome ブラウザ）でヤン エクスプローラ ア
プリケーションが使用されています。 ヤン エクスプローラはユーザがこれをすることを許可しま
す:
• ユーザインターフェイスまたはコマンド・ラインからのヤン データ モデルをアップロードして
下さい/コンパイルして下さい
• 構築して下さい NETCONF RPC （リモート プロシージャ コール）を
• 実行して下さい実質 NETCONF サーバ（Catalyst 3850）に対して RPC を
• 収集に作成された RPC を後で使用できるように保存して下さい
• データ モデル ツリーを参照し、ヤン プロパティを点検して下さい
ヤン エクスプローラ アプリケーション ダウンロード、設定された手順およびユーザガイドはこ
こに見つけることができます: https://github.com/CiscoDevNet/yang-explorer。
注: ヤンはまた Linux システムでアプリケーションをサポートされます探索します。

2. ヤン エクスプローラ アプリケーションを使用して下さい
ヤン エクスプローラ アプリケーションを開始して下さい-ラップトップのターミナル プロンプト
から… ./start.sh 実行して下さい
注: ためにこのターミナルセッションを開いたヤン エクスプローラ アプリケーション シャ
ットダウンされる他では保存し、再起動されなければなりません。 それはまたアプリケー
ション アクティビティのコンソール ログとして動作します。

USER1-M-902T:~ USER1$ cd yang-explorer
USER1-M-902T:yang-explorer USER1$ ./start.sh &
Starting YangExplorer server ..
Use http://localhost:8088/static/YangExplorer.html
Performing system checks...
System check identified no issues (0 silenced).
January 19, 2017 - 23:12:20
Django version 1.8.3, using settings 'server.settings'
Starting development server at http://localhost:8088/
Quit the server with CONTROL-C.

起動させて下さいヤン エクスプローラ GUI を-ヤン エクスプローラ アプリケーション GUI を起
動させ、ラップトップの Google Chrome ブラウザにこの URL を貼り付けて下さい（スクリーン
ショットを参照して下さい）: http://localhost:8088/static/YangExplorer.html。
ログイン-アプリケーション GUI メイン メニューの右上隅のゲスト/ゲストとしてヤン エクスプロ

ーラ アプリケーション GUI へのログイン。
Catalyst 3850 からの取得する機能- Catalyst 3850 詳細（IP アドレス、Username/Password、
ssh-netconf のための TCPポート 830）を入力し、Catalyst 3850 ソフトウェアからヤン運用ケイ
パビリティ リストを取得するために機能をクリックして下さい。
ヒント： これはまた NETCONF 通信が中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ
）のヤン エクスプローラ アプリケーションと Catalyst 3850 の間ではたらくことを確認す
るよいテストです。

負荷ヤン データ モデル-ヤンさまざまなデータ モデルは下を管理しますモデルを定期講読するこ
とができます。 定期講読されて、それらは左のエクスプローラ ボックスに現われます。 ヤンこ
れらのモデルはヤン エクスプローラ アプリケーションが（それを設定するか、またはそれからデ
ータを取得するために Catalyst 3850 に送られる）ヤン詳細な専門知識を持つ必要なしでヤンに
よってフォーマットされている NETCONF リモート プロシージャ コール（RPC）メッセージ作
成するようにします。 方法の例は次のセクション基本 NETCONF/YANG 操作上例でこれをする
カバーされます。

3. 定期講読して下さいを NETCONF 通知（オプションの）
クライアント（中央集中型管理 プラットフォーム）はこのヤンによってフォーマットされている
NETCONF RPC メッセージの送信によってサーバ（Catalyst 3850）から NETCONF 通知ストリ
ームを受け取るために登録します。 Catalyst 3850 は定期講読する各クライアントに非同期的に
NETCONF 通知を送信 します。 このタスクを完了する前に、NETCONF 通知をサポートするた
めに正しい設定が Catalyst 3850 できちんと整っていることを確認して下さい（Catalyst 3850 の
NETCONF/YANG の設定のセクション 2）を参照して下さい。 イベントがシステムの内に発生す
るように NETCONF サーバ（Catalyst 3850）は NETCONF クライアント（中央集中型管理 プラ
ットフォーム）にイベント通知を送信 し始めます。 これらのイベント通知は NETCONF セッシ
ョンが終了されるか、またはサブスクリプションが他の原因で終わるまで送信 され続けます。 予
約購読オプション https://tools.ietf.org/html/rfc5277 に関する RFC 5277 を詳細については参照し
て下さい。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<create-subscription xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
<stream>snmpevents</stream>
</create-subscription>
</rpc>

これをするために、カスタム RPC としてヤン エクスプローラ アプリケーション GUI にこれをカ
ット アンド ペーストする必要があります

次に、NETCONF によって Catalyst 3850 にカスタム RPC メッセージを送るために選択されます
実行して下さい。 Catalyst 3850 応答を返オペレーションが正常だったことをユーザに知らせる
良いメッセージと。

注: この例で使用されるヤン エクスプローラの最新バージョンに受信された NETCONF 通
知を検知 するオプションがありません。 それらはクリック可能通知ログインで一般的に ア
プリケーションのメイン メニュー保存されます。

基本 NETCONF/YANG 操作上例
Catalyst 3850 および中央集中型管理 プラットフォームが通信し設定され、始めたのでいくつか
の基本的な操作上例の外観を許可します。
例はヤンが Catalyst 3850 へのアプリケーションが Catalyst 3850 の confd ソフトウェアプロセス
によって標準 Cisco IOS CLI に変換される中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）ヤ
ン エクスプローラからの NETCONF によって送信 された NETCONF RPC メッセージをフォー
マットしたことを示します。 また中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）ヤン エク
スプローラ アプリケーションに NETCONF RPC メッセージとして送信 される前に、Cisco IOS
CLI Data （show コマンド データ）は Catalyst 3850 の confd ソフトウェアプロセスによってヤ
ン定様式データに変換されます。 これはスイッチを設定し、同じをするために使用
NETCONF/YANG に加えて show コマンド データを収集するのに規則的な CLI がまだ Catalyst
3850 で使用することができることを意味します。

1. データ収集例
Catalyst 3850 からのインターフェイス名のリストを要求して下さい
望ましいオペレーションはヤン エクスプローラ アプリケーション GUI の左側エクスプローラ セ
クションから選択することができます。 この場合、インターフェイス名データは Catalyst 3850
から取得されるべきで、従ってオペレーションはインターフェイス名の下で得構成によって（オ
ペレーションのために）続きました廃棄します選択されます。 RPC は Catalyst 3850 からこのデ
ータを取得するために NETCONF によって Catalyst 3850 に送信 されるために必要となるヤンに
よってフォーマットされている（人が読み取り可能な） NETCONF RPC を生成するために『
Next』 を選択 されます。

ヤンによってフォーマットされている NETCONF RPC メッセージが生成された後、Catalyst

3850 にそれを送信 するために selcted 実行して下さい。 Catalyst 3850 は Catalyst 3850 インタ
ーフェイス名（GigabitEthernet1/1/1、GigabitEthernet1/1/2、等）のヤンによってフォーマットさ
れていた（人が読み取り可能な）リストと答えます。

2. 設定例
Catalyst 3850 のイーサネット インターフェイスをシャットダウンして下さい
望ましいオペレーションはヤン エクスプローラ アプリケーション GUI のエクスプローラ セクシ
ョンの左側から選択されます。 この場合、インターフェイスを（インターフェイスをシャットダ
ウンする）インターフェイス廃棄メニューの下で必須操作上パラメータによって Catalyst 3850
および従って構成で設定することが（設定のために） selcted 続きました必要となります。 RPC
はコンフィギュレーション タスクを実行するために NETCONF によって Catalyst 3850 に送信
されるために必要となるヤンによってフォーマットされている（人が読み取り可能な）
NETCONF RPC を生成するために『Next』 を選択 されます。

ヤンによってフォーマットされている NETCONF RPC メッセージが生成された後、Catalyst
3850 にそれを送信 するために選択されます実行して下さい。 設定 オペレーションが正常だった
こと Catalyst 3850 はヤンによってフォーマットされていた（人が読み取り可能な）メッセージ
とその状態を答えます（良い）。

設定を変更が起こったこと確認することはチェックすることができます。 interface
gigabitethernet 1/0/16 設定は「=」偽今有効に なったことを意味する Catalyst 3850 が応答を返す

ところにインターフェイスはシャットダウンされたことを得構成オペレーション（オペレーショ
ン）は使用することができます。
ヒント： 一般ではそれらを修正する試みが行われる前にどんな形式値がヤン エクスプロー
ラ アプリケーションのエクスプローラ セクションにであるはずであるかそれがクリアのと
き示されているようにヤン formated Catalyst 3850 設定をダンプすることはであるもの判別
するよい方法です。 下記の画面の右側はプロパティおよび Value 列のこれらの値にいくつ
かの説明および依存関係を同様に提供します。

ヤンによってフォーマットされている NETCONF RPC メッセージが生成された後、Catalyst
3850 にそれを送信 するために選択されます実行して下さい。 Catalyst 3850 は interface
gigabitethernet 1/0/16 設定は = 偽今有効に なったことをそのインターフェイスはシャットダウン
されたことを意味する形式のメッセージが示すヤンと答えます。

上記の NETCONF/YANG コンフィギュレーション変更の前後のインターフェイス設定の Catalyst
3850 CLI ディスプレイ両方
前のヤン エクスプローラ コンフィギュレーション変更オペレーションの時に、これは Catalyst
3850 の CLI から出力されます。 NETCONF RPC メッセージが Catalyst 3850 のログ メッセージ
に見られるように受け取られるまで Interface gigabitethernet 1/0/16 はデフォルト no shutdown
状態にありました。 インターフェイスをシャットダウンするためにヤン フォーマットされていた
要求が含まれている NETCONF RPC メッセージが受け取られた後オペレーションは完了します
、インターフェイスはシャットダウンされ、これを反映するために実行コンフィギュレーション
は修正されます。 これはまた Catalyst 3850 の confd ソフトウェアプロセスが標準 Cisco IOS CLI
に受け取ったヤンによってフォーマットされている NETCONF RPC メッセージをどのように変
換するか示します。 これは設定を修正し、NETCONF/YANG の使用に加えて show コマンドを実
行するのに同じをするのにユーザがまだ規則的な Cisco IOS CLI を使用できることを意味します
。

3850-1# show running-config interface gigabitEthernet 1/0/16
Building configuration...
Current configuration : 39 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/16
end
3850-1# show startup-config | begin 1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/16
!
*Jan 5 17:05:55.345: %DMI-5-CONFIG_I:Switch 1 R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by
cisco1, transaction-id 31332
*Jan 5 17:05:57.335: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/16, changed state to
administratively down

3850-1# show running-config interface gigabitEthernet 1/0/16
Building configuration...
Current configuration : 49 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/16
shutdown -------------------------> the interface is shutdown now
end
3850-1#

注: 設定は Catalyst 3850 で（実行コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギ
ュレーションにコピーされて）まだ保存されていません。

3850-1# show startup-config | begin 1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/16
!

Catalyst 3850 で設定を保存して下さい
実行コンフィギュレーションは Catalyst 3850 でスタートアップ コンフィギュレーションに
NETCONF によって Catalyst 3850 へこのヤンによってフォーマットされている NETCONF RPC
メッセージを送信 することによって保存することができます。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:save-config xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia"/>
</rpc>

これはカスタム RPC としてヤン エクスプローラ アプリケーションにこれをカット アンド ペー
ストするときされます。

NETCONF によって Catalyst 3850 にカスタム RPC メッセージを送るために選択されます実行し
て下さい。 Catalyst 3850 は正常なメッセージと応答を返します。

上記の NETCONF/YANG 設定保存オペレーションの後の保存されたスタートアップ コンフィギ
ュレーションの Catalyst 3850 CLI ディスプレイ
スタートアップ コンフィギュレーションは今実行コンフィギュレーションと一致します:

3850-1# show running-config interface gigabitEthernet 1/0/16
Building configuration...
Current configuration : 49 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/16
shutdown
end
3850-1# show startup-config | begin 1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/16
shutdown
!

CLI からの Catalyst 3850 を設定して下さい
以前に述べられるように、まだ規則的な Catalyst 3850 CLI がスイッチを設定し、同じをするのに
NETCONF/YANG の使用に加えて show コマンド データを収集するのに使用することができます
。 スイッチを設定するのに Catalyst 3850 CLI が NETCONF/YANG の代りに使用されているとき
新しい running-config は Catalyst 3850 のデータ モデル インターフェイス（DMI）と syncfd ソフ
トウェアプロセスによって同期されます。

3850-1# show running-config interface gigabitEthernet 1/0/16
Building configuration...

Current configuration : 49 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/16
shutdown
end
3850-1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3850-1(config)# interface gigabitEthernet 1/0/16
3850-1(config-if)#no shutdown
3850-1(config-if)# exit
3850-1(config)# exit
3850-1#
*Jan 24 16:39:09.968: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/16, changed state to down
*Jan 24 16:39:13.479: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Jan 24 16:39:15.208: %DMI-5-SYNC_START:Switch 1 R0/0: syncfd: External change to running
configuration detected. The running configuration will be synchronized to the DMI data store.
*Jan 24 16:39:43.290: %DMI-5-SYNC_COMPLETE:Switch 1 R0/0: syncfd: The running configuration has
been synchronized to the DMI data store.
3850-1#

ヤン出力の CLI 変更が、変更きちんと示された後次にヤン エクスプローラ Application 要求イン
ターフェイス設定のコピー。

NETCONF によって Catalyst 3850 に GigabitEthernet1/0/16 のための RPC 得構成メッセージを
送るために選択されます実行して下さい。 イネーブルになった = 本当を示す Catalyst 3850 は
GigabitEthernet1/0/16 インターフェイス設定と応答を返します。

3. どんな SNMP MIB 操作上データが GET 要求オペレーションによって利用できる
かチェックして下さい
NETCONF GET オペレーションと返すことができる SNMP MIB データは設定可能なユーザでは
ないです。 データ モデルによってが Catalyst 3850 の IOS XE ソフトウェアの一部であるヤンが
定義する構造化されたデータに変換されるすべては SNMP MIB をサポートしました。 どんな
MIB データがそこの GET 要求か検出するためにで利用できる示される 3 つのオプションでであ
って下さい。 すべてのサポートされた MIB は機能応答に smiv2 を含めます。
オプション 1 機能ボタンはヤン エクスプローラ アプリケーション GUI で選択することができま
す。 Catalyst 3850 は smiv2 MIB エントリが含まれている機能リストと応答を返します。

オプション 2 このヤンによってフォーマットされている NETCONF RPC メッセージは
NETCONF によって Catalyst 3850 に利用可能な smiv2 MIB モデルを含む機能リストを取得する
ために送ることができます。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<get>
<filter type="subtree">
<ncm:netconf-state xmlns:ncm="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-monitoring">
<ncm:capabilities/>
</ncm:netconf-state>
</filter>
</get>
</rpc>

これはカスタム RPC としてヤン エクスプローラ アプリケーションにカット アンド ペーストす
るときされます。

NETCONF によって Catalyst 3850 にカスタム RPC メッセージを送るために選択されます実行し
て下さい。 Catalyst 3850 はサポートされる smiv2 MIB を含む機能リストと応答を返します。

オプション 3 利用可能な MIB モデルのリストは中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトッ
プ）から SSH 接続に応じて Catalyst 3850 によって戻る NETCONF 機能および HELLO メッセー
ジで表示することができます。

USER1-M-902T:~ USER1$ ssh -s cisco1@172.16.167.175 -p 830 netconf

cisco1@172.16.167.175’s password: cisco1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<capabilities>
<capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.1</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:writable-running:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:xpath:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.1</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:rollback-on-error:1.0</capability
--snip-<capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:smiv2:CISCO-CONFIG-MAN-MIB?module=CISCO-CONFIG-MANMIB&amp;revision=2007-04-27</capability>
<capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:smiv2:CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB?module=CISCO-CONTEXTMAPPING-MIB&amp;revision=2008-11-22</capability>
<capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:smiv2:CISCO-DATA-COLLECTION-MIB?module=CISCO-DATACOLLECTION-MIB&amp;revision=2002-10-30</capability>
--snip-</capabilities>
<session-id>2870</session-id></ hello >]]>]]>
Use < ^C > to exit

負荷追加ヤン データ モデル
このリンクは追加ヤン データ モデル ファイルが含まれています。これらのファイルは追加オペ
レーションが他の Catalyst 3850 機能に IPv4 ユニキャストルーティング、QoS、先祖などを設定
するために関連している NETCONF/YANG によって実行されるようにします
https://github.com/YangModels/yang
標準（公有地、インターネット技術特別調査委員会 （IETF）） すべてのベンダーに適用するモ
デルは規格の、IETF 選択によって RFC 検索する、ことができます。 これは IETF 標準化団体が
RFC 書から奪取 するヤン規格によって基づくデータ モデルを提供します。
https://github.com/YangModels/yang/tree/master/standard/ietf/RFC
Cisco ネイティブ（デバイス、ベンダ別の）モデルはベンダーの、cisco 選択によって XE、1632
検索する、ことができます。 これは Catalyst 3850 の Cisco IOS XE ソフトウェア バージョン
16.3.2 にヤン独自のデータ モデルを提供します。
https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe/1632

これらのファイルは中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）にダウンロードされ、次
にヤン エクスプローラ アプリケーションに次々とロードすることができます。 これをする 2 つ
の方法があります。 第 1 は第 2 ですすべてのファイルの一括読み込みさまざまなヤン データ モ
デル ファイルでそれぞれロードすることです。

1. さまざまなヤン データ モデル ファイルをそれぞれロードして下さい
ヒント： http://rawgit.com/ が Github からファイルをダウンロードするために必要となるか
もしれません。 ファイルは github からダウンロードするためにヤン ファイルと関連付けら
れる未加工ボタンを選択します。 URL がファイルのダウンロード オプションの代りに与え
られる場合、URL は次々と本番 URL を提供する http://rawgit.com/ に貼り付けることができ
ます。 ブラウザへのこの新しい本番 URL を貼り付けることはファイルのダウンロード オ
プションを提供する必要があります。
この例で ciscoethernet.yang は中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）に github から
既にダウンロードされてしまいました。 次にツールのエクスプローラ セクションにロードされる
ようにヤン エクスプローラ アプリケーション GUI および Subscribeto にファイルをロードする
ステップはそれここにあります。
ヒント： NETCONF 機能機能性がどのデータ モデルが Catalyst 3850 ソフトウェアによっ
てサポートされるか判別するのに使用することができます。 中央集中型管理 プラットフォ
ーム（ラップトップ）の設定のセクション 2.を参照して下さい。

2. すべてのヤン データ モデル ファイルの一括読み込みすぐに
このプロシージャはまたセクション 5.2.2 でここで述べられます:
https://github.com/CiscoDevNet/yang-explorer。
中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ- Apple MacBook プロ実行 macOS 山脈
10.12.2）のターミナル プロンプトから:

USER1-M-902T:~ USER1$ cd yang-explorer
USER1-M-902T:yang-explorer USER1$ cd server
USER1-M-902T:server USER1$ python manage.py bulkupload --user guest --git
https://github.com/YangModels/yang.git --dir vendor/cisco/xe/1632
Git upload ..
Cloning into '/Users/USER1/yang-explorer/server/data/session/tmpk7V4O6'...
remote: Counting objects: 5610, done.
remote: Total 5610 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 5610
Receiving objects: 100% (5610/5610), 11.80 MiB | 2.34 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3159/3159), done.
Checking out files: 100% (3529/3529), done.
Cleaning up /Users/USER1/yang-explorer/server/data/session/tmpk7V4O6
Compiling : user: guest, file: /Users/USER1/yang-explorer/server/data/session/tmpHTAEP3/ciscoacl-oper.yang
DEBUG:root:Compiling session dependency ...
//anaconda/bin/pyang
DEBUG:root:Rebuilding dependencies for user guest
--snip--

ヤン データ モデルすべてはヤン エクスプローラ アプリケーション GUI で今見られます。 対象
の機能と関連付けられるファイルはツールのエクスプローラ セクションにそれらを追加する『
Subscribe』 をクリック するとき選択することができます。
ヒント： NETCONF 機能機能性がどのデータ モデルが Catalyst ソフトウェアによってサポ

ートされるか判別するのに使用することができます。 中央集中型管理 プラットフォーム
（ラップトップ）の設定のセクション 2.を参照して下さい。

他のタスクが Catalyst 3850 で設定を保存するために必要な NETCONF/YANG RPC を生成するた
めに今のような完了することができます。 これはヤン エクスプローラ アプリケーションの左側
のエクスプローラ セクションの保存 CONF RPC を選択するときされます。 それから RPC は
Catalyst 3850 で設定を保存するために NETCONF によって Catalyst 3850 に送信 されるヤンに
よってフォーマットされている NETCONF RPC を生成するために選択されます。

NETCONF によって Catalyst 3850 にカスタム RPC メッセージを送るために選択されます実行し
て下さい。 Catalyst 3850 は正常なメッセージと応答を返します。

ヤン著しいデータ モデル
ciscoia.yang データ モデル

ciscoia.yang データ モデルのためのいくつかの RPC 例はここにあります。 それらは Catalyst
3850 設定を保存し、Catalyst 3850 running-config をデータ モデル Interfcae ローカル（DMI）デ
ータ ストアに同期し、Catalyst 3850 の DMI インターフェイスをリセットするためにオペレーシ
ョンをのような含むので著しいです。
第一歩はヤン エクスプローラ アプリケーション GUI の左側でエクスプローラ セクションに現わ
れるように ciscoia.yang データ モデルを定期講読することです。

ciscoia データ モデルがヤン エクスプローラ アプリケーション GUI の左側でエクスプローラ セ
クションで拡張されればさまざまな操作上オプションは見られます。 一例として利用可能な
ciscoia.yang データ モデル オプションの 1 つを使用するために、保存構成オペレーションは選択
され、RPCBUTTON を選択するとき関連する RPC は生成されます。

次に、NETCONF によって Catalyst 3850 に RPC メッセージを送るために選択されます実行して
下さい。 Catalyst 3850 応答を返はオペレーションをユーザに知らせる正常なメッセージと正常
でした。

さまざまな ciscoia.yang データ モデル オペレーションすべてはここに記述されています:
同期化から-この RPC により Catalyst 3850 の NETCONF インターフェイスはデバイスの実行コ
ンフィギュレーションとデバイス 実行コンフィギュレーションの NETCONF データストア 表示
を同期します。 両方は Catalyst 3850 に自体あります。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:sync-from xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia"></cisco-ia:sync-from>
</rpc>

NETCONF データストアと同期されるべきデバイスに送られる show running-config コマンドの
出力を引き起こすこの RPC のデフォルトの動作は同期化なしデフォルトを行うことです。 同期
化デフォルトがある場合、NETCONF インターフェイスはまた機能コードによって提供されるデ
フォルト 設定 情報を読みます。 ほとんどの場合このオプションは使用されません。 通常これは
NETCONF インターフェイス ユーザが取り替えればデバイス構成の完全なセクションに代わるコ
マンドを NETCONF を使用したいと思った場合その時だけ使用されます。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:sync-from xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia">
<cisco-ia:sync-defaults/>
</cisco-ia:sync-from>
</rpc>

保存構成-この RPC はデバイス startup-configuration に現在のデバイス 実行コンフィギュレーシ
ョンを保存するために write memory （copy running-config startup-config）コマンドを実行しま
す。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:save-config xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia"/>
</rpc>

チェックポイント-この RPC により NETCONF インターフェイスは IOSd 組み込み設定のアーカ
イブ 機能を使用して持久記憶装置に実行コンフィギュレーションを保存します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:checkpoint xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia"/>
</rpc>

ロールバック-この RPC により実行コンフィギュレーションにロールバックに NETCONF インタ
ーフェイスにチェックポイント RPC かデバイスで保存された他のどの有効な実行コンフィギュ
レーションとも保存されたデバイスの running-configuration を引き起こします。

target-url
verbose?
nolock?
revert-on-error?
revert-timer?

string (name of the saved checkpoint file)
Boolean (show detail during rollback process)
Boolean (lock configuration)
Empty (if error occurs during rollback, leave running unchanged)
int16 (time in seconds before executing the rollback)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:rollback xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia">
<cisco-ia:target-url>saved-config</cisco-ia:target-url>
<cisco-ia:verbose>true</cisco-ia:verbose>
<cisco-ia:nolock>true</cisco-ia:nolock>
<cisco-ia:revert-on-error></cisco-ia:revert-on-error>
<cisco-ia:revert-timer>10</cisco-ia:revert-timer>
</cisco-ia:rollback>
</rpc>

戻して下さい-他の設定 オペレーションが受け取られない場合この RPC により NETCONF イン

ターフェイスは IOSd を前の実行コンフィギュレーションに、時間の遅れ、またはアイドル時間
以降にすぐに戻るために引き起こすために戻ります。

now? empty
timer? int16
idle? int16
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:revert xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia">
<cisco-ia:now/>
<cisco-ia:timer>10</cisco-ia:timer>
<cisco-ia:idle>60</cisco-ia:idle>
</cisco-ia:revert>
</rpc>

リセット- NETCONF インターフェイスはこの RPC で再起動することができます。 なら本当、
NETCONF インターフェイス クリアすればすべてのステート情報を書き込み可能実行データスト
アのその存在初期設定をやり直しなさい。 偽（デフォルト） NETCONF 設定 データストア ステ
ート情報が維持されれば。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:reset xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia">
<cisco-ia:reinitialize>true</cisco-ia:reinitialize>
</cisco-ia:reset>
</rpc>

注: いくつかの Cisco プラットフォームか Cisco IOS ソフトウェア バージョンは現時点で提
供された機能性すべてをサポートしないかもしれません。 たとえば Catalyst 3850 動作 IOS
16.3.3 に上のリセットを送信するとき、「リセット サポートされなかった」エラーは中央
集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）に Catalyst 3850 によって RPC 応答として
返されます。

<nc:rpc-error xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<nc:error-type>application</nc:error-type>
<nc:error-tag>operation-failed</nc:error-tag>
<nc:error-severity>error</nc:error-severity>
<nc:error-path xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia">/nc:rpc/ciscoia:reset</nc:error-path>
<nc:error-message lang="en" xmlns="http://www.w3.org/XML/1998/namespace">Reset not
supported</nc:error-message>
<nc:error-info>
<nc:bad-element>reset</nc:bad-element>
</nc:error-info>
</nc:rpc-error>

ned.yang データ モデル
ned.yang のようなネットワーク要素ドライバ（NED）データ モデルは Ciscoデバイス（Catalyst
3850）設定の点ではほとんどの電源を提供します。 これを示すいくつかのスクリーン ショット
はここにあります。
第一歩はヤン エクスプローラ アプリケーション GUI の左側でエクスプローラ セクションに現わ
れるように ned.yang データ モデルを定期講読することです。

ヤン エクスプローラ アプリケーションの左側のエクスプローラ セクションの利用可能なオプシ
ョンによってスクロールして、GUI は ned.yang データ モデルで設定可能な Catalyst 3850 機能
の長いリストを表示します。

一例として、これらのスクリーン ショット demostrate ヤン エクスプローラ アプリケーション
GUI の左側のエクスプローラ セクションの利用可能な ned.yang データ モデル 設定 オプション
のリストの下の最初スクローリングの後で Catalyst 3850 の OSPF ルーティングコンフィギュレ
ーションを表示する方法を。 ospfsub オプションは routeroption のの中にあります。
RPCBUTTON を選択するとき関連する得構成 RPC は生成されます。

次に、NETCONF によって Catalyst 3850 に RPC メッセージを送るために選択されます実行して
下さい。 Catalyst 3850 応答を返はそれと OSPF ルーティングコンフィギュレーションです。

得構成 RPC オペレーションに応じて Catalyst 3850 によって戻る OSPF ルーティングコンフィ
ギュレーションの展開はここにあります。

<rpc-reply message-id="urn:uuid:0e2c04cf-9119-4e6a-8c05-238ee7f25208"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<data>

<native xmlns="http://cisco.com/ns/yang/ned/ios">
<router>
<ospf>
<id>100</id>
<redistribute>
<connected>
<redist-options>
<subnets/>
</redist-options>
</connected>
</redistribute>
<network>
<ip>10.10.0.0</ip>
<mask>0.0.255.255</mask>
<area>0</area>
</network>
<network>
<ip>20.20.0.0</ip>
<mask>0.0.255.255</mask>
<area>0</area>
</network>
<network>
<ip>100.100.0.0</ip>
<mask>0.0.255.255</mask>
<area>0</area>
</network>
</ospf>
</router>
</native>
</data>
</rpc-reply>

ヤンは Catalyst 3850's CLI で Catalyst 3850 設定を検知 するとき NETCONF によって Catalyst
3850 から、人が読み取り可能見られるものが一致する取得された OSPF ルーティングコンフィ
ギュレーションを formated。

3850-1# show running-config | section ospf
router ospf 100
redistribute connected subnets
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
network 20.20.0.0 0.0.255.255 area 0
network 100.100.0.0 0.0.255.255 area 0
3850-1#

必要であれば、ned.yang データ モデルも OSPF ルーティングコンフィギュレーションを修正す
るのに使用することができます。 この例では、新しいネットワーク パラメータは Catalyst 3850
の既存の OSPF ルーティングコンフィギュレーションに最初に望ましいパラメータを左のヤン エ
クスプローラ アプリケーション GUI のエクスプローラ セクションで（ことに注目して下さいこ
とを OSPF Router ID 100 はまたエクスプローラ 画面スクローリングが見られなかった原因入力
されが、ではないし、）入力すること関連するヤン formated RPC を生成することによって追加
されましたり RPCbutton を押します。

次に、NETCONF によって Catalyst 3850 に RPC メッセージを送るために選択されます実行して
下さい。 Catalyst 3850 応答を返はオペレーションをユーザに知らせる良いメッセージと正常で
した。

ned.yang データ モデルで OSPF ルーティングコンフィギュレーションを修正するこの
NETCONF/YANG RPC オペレーションは Catalyst 3850's CLI で見られるように Catalyst 3850 設
定に反映されます。 またコンフィギュレーション変更を NETCONF によって行ったことを示す
Catalyst 3850 に syslog メッセージがあります。

3850-1#

*Jan 30 14:13:41.659: %DMI-5-CONFIG_I:Switch 1 R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by
cisco1, transaction-id 23143
3850-1# show running-config | section ospf
router ospf 100
redistribute connected subnets
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
network 20.20.0.0 0.0.255.255 area 0
network 30.30.0.0 0.0.255.255 area 0 ------> new line added to OSPF configuration
network 100.100.0.0 0.0.255.255 area 0
3850-1#

NETCONF/YANG によって Catalyst 3850 で startup-config に running-config を保存する方法の詳
細については前のセクション ciscoia.yang データ モデルで述べられる保存構成オペレーションを
参照して下さい。

Python スクリプトを書くこと
ヤン エクスプローラ アプリケーション GUI からの Python スクリプトを生成して
下さい
ヤンはまたアプリケーション GUI をある特定の NETCONF/YANG オペレーションのための
Python スクリプトを生成するのに使用することができます探索します。 Python スクリプトを書
くことの主な利点は NETCONF/YANG オペレーションのオーケストレーションおよびオートメー
ションを可能にすることです。
この例では、保存構成オペレーションは中央集中型 managemnet プラットフォーム（ラップトッ
プ）のヤン エクスプローラ アプリケーション GUI の左側のエクスプローラー ウィンドウで選択
されます。 次に、Script ボタンは Python スクリプトを生成するために選択されます。 Copy ボ
タンは Python .py ファイル extention の中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）で保
存することができるファイルに次々と貼り付けることができるようにスクリプトをコピーするた
めにそれから選択することができます。 この例に関しては（示されていない）このファイルは
example.py と名付けられました。
注: 「プラットフォーム」の使用の下の例で Python スクリプトを実行した場合 GUI で他を
終りましたエラーという結果に入力して下さい。 その結果、「プラットフォーム」型は
CSR に Cisco CSR ルータがまた Catalyst 3850 として Cisco IOS XE ソフトウェアをちょ
うど実行するので変更されました。 これをすることはエラーを防ぎました。

次にここに生成されたあり、コピー・貼付けしました Python スクリプトの展開は中央集中型管
理 プラットフォーム（ラップトップ）の example.py と呼ばれるファイルに。
注: ヤン エクスプローラ アプリケーション GUI によって生成された「example.py」ファイ
ルのはじめにコメントが Python スクリプトを実行するために必要なステップが含まれてい
ます。 「ペイロード」はスクリプトが実行する NETCONF/YANG オペレーションが含まれ
ています。 この例でそれは保存構成オペレーションです。

"""
Netconf python example by yang-explorer (https://github.com/CiscoDevNet/yang-explorer)
Installing python dependencies:
> pip install lxml ncclient
Running script: (save as example.py)
> python example.py -a 172.16.167.174 -u cisco1 -p cisco1 --port 830
"""
import lxml.etree as ET
from argparse import ArgumentParser
from ncclient import manager
from ncclient.operations import RPCError
payload = """ <save-config xmlns="http://cisco.com/yang/cisco-ia"/>
"""
if __name__ == '__main__':
parser = ArgumentParser(description='Usage:')
# script arguments
parser.add_argument('-a', '--host', type=str, required=True,
help="Device IP address or Hostname")
parser.add_argument('-u', '--username', type=str, required=True,
help="Device Username (netconf agent username)")
parser.add_argument('-p', '--password', type=str, required=True,

help="Device Password (netconf agent password)")
parser.add_argument('--port', type=int, default=830,
help="Netconf agent port")
args = parser.parse_args()
# connect to netconf agent
with manager.connect(host=args.host,
port=args.port,
username=args.username,
password=args.password,
timeout=90,
hostkey_verify=False,
device_params={'name': 'csr'}) as m:
# execute netconf operation
try:
response = m.dispatch(ET.fromstring(payload)).xml
data = ET.fromstring(response)
except RPCError as e:
data = e._raw
# beautify output
print(ET.tostring(data, pretty_print=True))

実行して下さい中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）から Python ス
クリプトを
startup-config running-config Python example.py Catalyst 3850 CLI shutdowncommand
running-config GigabitEthernet1/0/10 startup-config

3850-1# show running-config interface gigabitEthernet 1/0/10
Building configuration...
Current configuration : 49 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/10
shutdown
end
3850-1# show startup-config | begin 1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/10
!
interface GigabitEthernet1/0/11
!
interface GigabitEthernet1/0/12
!
interface GigabitEthernet1/0/13
!

中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）の規則的なターミナル プロンプトから、ヤン
エクスプローラ アプリケーション GUI によって生成された Python ファイル example.py はラッ
プトップのヤン探索ディレクトリに最初にコピーされます。

USER1-M-902T:~ USER1$ pwd
/Users/USER1
USER1-M-902T:~ USER1$ cp /Users/USER1/Desktop/example.py /Users/USER1/yang-explorer
USER1-M-902T:~ USER1$ cd yang-explorer
USER1-M-902T:yang-explorer USER1$ ls -l
total 112
-rw-r--r-- 1 USER1 staff 11358 Jan 4 17:59 LICENSE
-rw-r--r-- 1 USER1 staff 13635 Jan 4 17:59 README.md

drwxr-xr-x 12 USER1 staff 408 Jan 4 17:59 YangExplorer
drwxr-xr-x 7 USER1 staff 238 Jan 4 17:59 default-models
drwxr-xr-x 3 USER1 staff 102 Jan 4 17:59 docs
-rw-r--r-- 1 USER1 staff 72 Jan 4 17:59 env.sh
-rw-r--r--@ 1 USER1 staff 1990 Jan 30 17:50 example.py
-rw-r--r-- 1 USER1 staff 207 Jan 4 17:59 requirements.txt
drwxr-xr-x 11 USER1 staff 374 Jan 5 14:37 server
-rwxr-xr-x 1 USER1 staff 4038 Jan 4 17:59 setup.sh
-rwxr-xr-x 1 USER1 staff 640 Jan 4 17:59 start.sh
drwxr-xr-x 5 USER1 staff 170 Jan 4 18:00 v
USER1-M-902T:yang-explorer USER1$

次に、中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ）の規則的なターミナル プロンプトから
、ヤン エクスプローラ アプリケーション GUI によって生成された example.py ファイルのはじめ
にコメント セクションで提供されたこれら二つのコマンドは実行されます（ヤン エクスプローラ
アプリケーション GUI からの Python スクリプトを」生成する前のセクションを「参照して下さ
い）。

USER1-M-902T:yang-explorer USER1$ pip install lxml ncclient
Collecting lxml
Downloading lxml-3.7.2.tar.gz (3.8MB)
100% || 3.8MB 328kB/s
Collecting ncclient
Downloading ncclient-0.5.3.tar.gz (63kB)
100% || 71kB 3.5MB/s
Requirement already satisfied: setuptools>0.6 in
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages (from ncclient)
Collecting paramiko>=1.15.0 (from ncclient)
Downloading paramiko-2.1.1-py2.py3-none-any.whl (172kB)
100% || 174kB 3.1MB/s
Collecting six (from ncclient)
Using cached six-1.10.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting cryptography>=1.1 (from paramiko>=1.15.0->ncclient)
Using cached cryptography-1.7.2-cp27-cp27m-macosx_10_6_intel.whl
Collecting pyasn1>=0.1.7 (from paramiko>=1.15.0->ncclient)
Using cached pyasn1-0.1.9-py2.py3-none-any.whl
Collecting cffi>=1.4.1 (from cryptography>=1.1->paramiko>=1.15.0->ncclient)
Using cached cffi-1.9.1-cp27-cp27m-macosx_10_10_intel.whl
Collecting enum34 (from cryptography>=1.1->paramiko>=1.15.0->ncclient)
Using cached enum34-1.1.6-py2-none-any.whl
Collecting ipaddress (from cryptography>=1.1->paramiko>=1.15.0->ncclient)
Using cached ipaddress-1.0.18-py2-none-any.whl
Collecting idna>=2.0 (from cryptography>=1.1->paramiko>=1.15.0->ncclient)
Using cached idna-2.2-py2.py3-none-any.whl
Collecting pycparser (from cffi>=1.4.1->cryptography>=1.1->paramiko>=1.15.0->ncclient)
Downloading pycparser-2.17.tar.gz (231kB)
100% || 235kB 2.6MB/s
Installing collected packages: lxml, six, pycparser, cffi, pyasn1, enum34, ipaddress, idna,
cryptography, paramiko, ncclient
Running setup.py install for lxml ... done
Running setup.py install for pycparser ... done
Running setup.py install for ncclient ... done
Successfully installed cffi-1.9.1 cryptography-1.7.2 enum34-1.1.6 idna-2.2 ipaddress-1.0.18
lxml-3.7.2 ncclient-0.5.3 paramiko-2.1.1 pyasn1-0.1.9 pycparser-2.17 six-1.10.0
USER1-M-902T:yang-explorer USER1$

第 2 コマンドは TCPポート 830 （netconf-ssh）によって username/password cisco1/cisco1 と
IP アドレス 172.16.167.174 で Catalyst 3850 に対して Python スクリプト example.py を実行し
ます。 Catalyst 3850 は保存構成オペレーションが正常だった中央集中型管理 プラットフォーム
（ラップトップ）に戻って RPC 応答を返します。

USER1-M-902T:yang-explorer USER1$ python example.py -a 172.16.167.174 -u cisco1 -p cisco1 --port
830
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="urn:uuid:31e0fdee-b72f-4695-9e0391ec771b37f5"><result xmlns="http://cisco.com/yang/cisco-ia">Save running-config successful
</result>
</rpc-reply>
USER1-M-902T:yang-explorer USER1

running-config Python example.py Catalyst 3850 CLI shutdowncommand NETCONF/YANG
GigabitEthernet1/0/10 running-config startup-config

3850-1# show running-config interface gigabitEthernet 1/0/10
Building configuration...
Current configuration : 49 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/10
shutdown
end
3850-1# show startup-config | begin 1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/10
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/11
!
interface GigabitEthernet1/0/12
!
interface GigabitEthernet1/0/13
!

トラブルシューティング
ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

NETCONF エラー メッセージ
NETCONF クライアント（中央集中型管理の間でプラットフォーム（ラップトップ））交換され
るメッセージおよび NETCONF プロトコルは一組のオペレーションを定義します そしてサーバ
デバイス（Catalyst 3850）の NETCONF 実装。 広く使われた NETCONF オペレーションは下記
のものを含んでいます:
<get>、<get-config>、<edit-config> および <rpc>
NETCONF メッセージの内容の形式および他の制約はヤン データ モデルによって定義されます
。 NETCONF クライアント および サーバは RPC の送信によって相互に作用しています。
NETCONF メッセージの形式にエラーがあるかまたはメッセージの内容がデバイスによって実装
されているヤン データ モデルの定義を一致する デバイスの NETCONF サーバは RPC エラーを
返します。

<error-type>application</error-type>

これらの RPC エラーはクライアントがサーバ デバイスで設定されるヤン データ モデルによって
サポートされないオペレーションを行うことを試みていることを NETCONF インターフェイスが
はたらいていないことを、これらのエラー示します示しません。 ユーザはこれらのエラーのため
の原因を特定し、解決するためにサーバ デバイスで設定されるヤン データ モデルを検討する必
要があります。
RPC エラー例
この例不正確なインターフェイス型 ianaift: Catalyst 3850 に NETCONF によって送信 するために
fastEtherFX がヤンによってフォーマットされている <edit-config> NETCONF RPC メッセージを
生成するのに使用されています。

Catalyst 3850 に RPC メッセージを送るために実行が選択されれば Catalyst 3850 はエラー メッ
セージと答えます。

Catalyst 3850 によって返されたエラーはここにあります。 それは」オペレーション障害がある
エラー タグが「含まれている注意し、「サポートされていないことを示すことによってエラーに
かかわること更に詳しい情報ことに-値は ethernetCsmacd または softwareLoopback " </nc であ
る必要があります: error-message>」。

<nc:rpc-error xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<nc:error-type>application</nc:error-type>
<nc:error-tag>operation-failed</nc:error-tag>
<nc:error-severity>error</nc:error-severity>
<nc:error-path xmlns:if="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">/rpc/editconfig/config/if:interfaces/if:interface[if:name='GigabitEthernet1/0/16']/if:type</nc:errorpath>
<nc:error-message lang="en"
xmlns="http://www.w3.org/XML/1998/namespace">/interfaces/interface[name='GigabitEthernet1/0/16']
/type: "Unsupported - value must be ethernetCsmacd or softwareLoopback"</nc:error-message>
<nc:error-info>
<nc:bad-element>type</nc:bad-element>
</nc:error-info>
</nc:rpc-error>

次に、正しいインターフェイス型 ianaift の規定によってエラーを修正しよう: RPC メッセージの
ethernetCsmacd は Catalyst 3850 に Catalyst 3850 がエラーの代りに良いメッセージと答えるの
は送信 したからです。

今回は一度、Catalyst 3850 に RPC メッセージを送るために選択されます動作しますオペレーシ
ョンが正常だったことを示すために Catalyst 3850 は良いメッセージと答えます。

ヒント： 不確実な場合正しいエクスプローラが評価する何を形式はであるパラメータそれ
への変更を行なうように試みる前に存在が検知 することができること設定あるはずです。
これは得構成オペレーション（オペレーション）と示されているようにすることができます
。

Catalyst 3850 に RPC メッセージを送るために実行が選択されればインターフェイス型は ianaift
であることを示す Catalyst 3850 はヤンによってフォーマットされていたインターフェイス設定
と答えます: ethernetCsmacd。

他の RPC エラーの種類例
1. 「使用中の」（構成ロックされた） RPC エラー応答メッセージ
これは <edit-config> 要求への NETCONF エラー応答です。 <error-tag> は使用中を」示します。
応答はことをデータストアを実行するサーバ デバイス（Catalyst 3850） NETCONF 現在ロック

される示しますおよび NETCONF <edit-config> オペレーションは現時点で実行されたことができ
ませんでした。 これは NETCONF インターフェイスの実装のエラーを示しません。 データスト
アが使用中のとき NETCONF クライアントがデータストアを実行する NETCONF への書を試み
れば、クライアントはこの RPC 応答を受け取ります。 NETCONF クライアントは NETCONF 編
集構成メッセージを再試行する必要があります。 この応答はデバイス IOSd 設定とデータストア
を実行する NETCONF を同期するためにデバイスが「同期化からデバイス」内部オペレーション
を行っているとき受け取られるかもしれません。
クライアント（中央集中型管理 プラットフォーム（ラップトップ））へのサーバ（Catalyst
3850）からの NETCONF 応答。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3">
<rpc-error>
<error-type>application</error-type>
<error-tag>in-use</error-tag>
<error-severity>error</error-severity>
<error-app-tag>config-locked</error-app-tag>
<error-info>
<session-id>0</session-id>
</error-info>
</rpc-error>
</rpc-reply>

2. 「データ抜けた」RPC エラー応答メッセージ
この例で <edit-config> は設定されなかったループバック インターフェイスのための Catalyst
3850 に RPC 送信 されました。 エラーは Catalyst 3850 にないインターフェイスを設定できない
ので返されました。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3">
<rpc-error>
<error-type>application</error-type>
<error-tag>data-missing</error-tag>
<error-severity>error</error-severity>
<error-path xmlns:if="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">/rpc/editconfig/config/if:interfaces/if:interface[if:name='Loopback1111']/if:type</error-path>
<error-message xml:lang="en">/interfaces/interface[name='Loopback1111']/type is not
configured</error-message>
<error-info>
<bad-element>type</bad-element>
</error-info>
</rpc-error>
</rpc-reply>

3. 不足データ モデル RPC エラー応答メッセージ
要求が Catalyst 3850 か要求にないデータ モデルのためにリーフのために作られればなされれば
データ モデルで設定されない、サーバ（Catalyst 3850）は空データ応答と応答します。 これは
正常な動作です。
ヒント： どのデータ モデルが Catalyst ソフトウェアによってサポートされるか判別するの
に NETCONF 機能機能性を使用して下さい。 中央集中型管理 プラットフォーム（ラップト
ップ）の設定のセクション 2.を参照して下さい。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"/>

4. 「無効値」RPC エラー応答メッセージ
場合によっては NETCONF メッセージはヤン データ モデルに基づく有効なである内容が含まれ
ているかもしれませんしかし、デバイス（Catalyst 3850）が要求されることが設定することがで
きない。 Catalyst 3850 の NETCONF インターフェイスが IOSd が適用正常にできない IOSd に
設定を送るとき、仕様 RPC エラー応答は NETCONF クライアントに返されます。
この例では、偽の無効な logging buffered 値は Catalyst 3850 に RPC メッセージで送られます。
Catalyst 3850 からの応答のエラー タグは無効値を示します。 エラーメッセージはこれが有効値
ではないので Catalyst 3850 IOS パーサーが偽に logging buffered 重大度を設定することができな
かったことを示します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="6">
<rpc-error>
<error-type>application</error-type>
<error-tag>invalid-value</error-tag>
<error-severity>error</error-severity>
<error-app-tag>http://cisco.com/ns/yang/ned/ios</error-app-tag>
<error-message xml:lang="en">inconsistent value: Device refused command "logging buffered
bogus" at column 20 </error-message>
</rpc-error>
</rpc-reply>

