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A P P E N D I X B
スティッキおよびプロキシミ
ティ XML スキーマ ファイル

ここでは、GSS の 2 つの XML スキーマ ファイルを使って、スティッキ XML と

プロキシミティ XML 出力ファイルを記述し検証する方法を説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• スティッキ XML スキーマ ファイルの内容

• プロキシミティ XML スキーマ ファイルの内容
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スティッキおよびプロキシミティ XML スキーマ ファイル
GSS には、スティッキ XML およびプロキシミティ XML 出力ファイルを記述し

て検証できる 2 つの XML スキーマ ファイルがあります。スティッキ スキーマ

とプロキシミティ スキーマは XML ファイルに記載される要素、サブ要素、属性

のつながりで構成されおり、XML ファイルのコンテンツがどのように表示され

るかを左右します。

スキーマ ファイルの stickySchema.xsd と proximitySchema.xsd は、GSS 装置の起

動時には /home ディレクトリに格納されています。/home ディレクトリには XML

出力ファイルも格納されています。

スティッキ XML スキーマ ファイルの内容

次に、スティッキ XML スキーマ（stickySchema.xsd）の内容を示します。

<xsd:schema xmlns="http://www.cisco.com/gss/sticky"
            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            targetNamespace="http://www.cisco.com/gss/sticky"
            elementFormDefault="qualified"
            attributeFormDefault="unqualified">

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      Cisco GSS Sticky Database
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:element name="Sticky_Database" type="StickyDatabaseType"/>
  <xsd:element name="Header" type="HeaderType"/>
  <xsd:element name="Source_Entries" type="SourceEntriesType"/>
  <xsd:element name="Source_Entry" type="SourceEntryType"/>
  <xsd:element name="Group_Entries" type="GroupEntriesType"/>
  <xsd:element name="Group_Entry" type="GroupEntryType"/>

  <xsd:complexType name="StickyDatabaseType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Header" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element ref="Source_Entries" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Source_Entry_Count" type="xsd:integer"
                   minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element ref="Group_Entries" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Group_Entry_Count" type="xsd:integer"
                   minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
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    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="HeaderType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Version" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Time_Stamp" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Entry_Count" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Mask" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="SourceEntriesType">
    <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element ref="Source_Entry" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="GroupEntriesType">
    <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element ref="Group_Entry" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="SourceEntryType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IP" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="D" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="R" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="A" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="H" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="T" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="GroupEntryType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
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        <xsd:element name="N" type="xsd:string"
                     minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="G" type="xsd:integer"
                     minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="D" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="R" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="A" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
       <xsd:element name="H" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="T" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
   </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

</xsd:schema>

プロキシミティ XML スキーマ ファイルの内容

次に、プロキシミティ XML スキーマ（proximitySchema.xsd）の内容を示します。

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      Cisco GSS Proximity Database
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:element name="ProximityDatabase" type="ProximityDatabaseType"/>
  <xsd:element name="Header" type="HeaderType"/>
  <xsd:element name="Entry" type="EntryType"/>
  <xsd:element name="ProbeTarget" type="ProbeTargetType"/>
  <xsd:element name="Zone" type="ZoneType"/>

  <xsd:complexType name="ProximityDatabaseType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Header" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element ref="Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>



B-5
Cisco Global Site Selector GUI-Based グローバル サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-10412-01-J

付録 B      スティッキおよびプロキシミティ XML スキーマ ファイル

スティッキおよびプロキシミティ XML スキーマ ファイル

  <xsd:complexType name="HeaderType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Version" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Time_Stamp" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="EntryCount" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="EntryType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="EntryID" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="ModificationTimeStamp" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Static" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="DirectProbingInProgress" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="HitTimeStamp" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="HitCount" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element ref="ProbeTarget" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element ref="Zone" minOccurs="32" maxOccurs="32"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="ProbeTargetType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IP" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Method" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Type" type="xsd:string"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
   </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="ZoneType">
    <xsd:sequence>
       <xsd:element name="ID" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="RTT" type="xsd:integer"
                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="RefreshTime" type="xsd:integer"
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                   minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
   </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:simpleType name="StaticType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="true"/>
      <xsd:enumeration value="false"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="MethodType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="TCP"/>
      <xsd:enumeration value="ICMP"/>
      <xsd:enumeration value="NotUsed"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="TypeOfType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="static"/>
      <xsd:enumeration value="non-static"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="ZoneIdType">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:minInclusive value="1"/>
      <xsd:maxInclusive value="32"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

</xsd:schema>
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