
ゼロタッチプロビジョニング

ネットワークプロビジョニングの課題に対応するため、シスコは、ゼロタッチプロビジョニ

ングモデルを導入しました。このモジュールでは、ゼロタッチプロビジョニング機能につい

て説明します。

ゼロタッチプロビジョニング機能は自動的に有効になり、設定は不要です。（注）
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ゼロタッチプロビジョニング
ネットワークプロビジョニングの課題に対応するため、シスコは、ゼロタッチプロビジョニ

ングモデルを導入しました。このモジュールでは、ゼロタッチプロビジョニング機能につい

て説明します。

ゼロタッチプロビジョニング機能は自動的に有効になり、設定は不要です。（注）

ゼロタッチプロビジョニングについて

ゼロタッチプロビジョニングの概要

ゼロタッチプロビジョニングは、異機種混在ネットワーク環境でのネットワークデバイスプ

ロビジョニングを自動化する、オープンブートストラップインターフェイスを提供します。

ゼロタッチプロビジョニングをサポートするデバイスが起動し、スタートアップコンフィギュ

レーションが見つからない場合（初期インストール時）、デバイスはゼロタッチプロビジョ

ニングモードに入ります。デバイスは、Dynamic Host Control Protocol（DHCP）サーバを検索
し、インターフェイスの IPアドレス、ゲートウェイ、ドメインネームシステム（DNS）サー
バの IPアドレスをブートストラップして、ゲストシェルを有効にします。次にデバイスは

ゼロタッチプロビジョニング

1



HTTP/TFTPサーバの IPアドレスまたは URLを取得し、HTTP/TFTPサーバからデバイスを構
成する Pythonスクリプトをダウンロードします。

ゲストシェルは、Pythonスクリプトを実行するための環境を提供します。ゲストシェルは、
ダウンロードした Pythonスクリプトを実行して、初期構成をデバイスに適用します。

初期プロビジョニングが完了したら、ゲストシェルは有効化されたままになります。詳細につ

いては、「ゲストシェル」の章を参照してください。

ゼロタッチプロビジョニングが失敗した場合、デバイスは自動インストールにフォールバッ

クして、コンフィギュレーションファイルをロードします。詳細については、「UsingAutoInstall
and Setup」を参照してください。

（注）

ゼロタッチプロビジョニングのための DHCPサーバの設定

ゼロタッチプロビジョニングでは、プロビジョニングされる新しいデバイスと同じネットワー

クで DHCPサーバを実行する必要があります。ゼロタッチプロビジョニングは、管理用ポー
トとインバンドポートの両方でサポートされます。

新しいデバイスをオンにすると、そのデバイスは、Pythonスクリプトが存在する HTTP/TFTP
サーバの IPアドレス情報と Pythonスクリプトのフォルダパスを DHCPサーバから取得しま
す。Pythonスクリプトの詳細については、「Python API」および「Python CLIモジュール」の
各章を参照してください。

DHCPサーバは、次のオプションで DHCP検出イベントに応答します。

•オプション150：（任意）管理ネットワーク上の、実行されるPythonスクリプトをホスト
している HTTP/TFTPサーバを指す IPアドレスの一覧が含まれます。

•オプション 67：HTTP/TFTPサーバ上の Pythonスクリプトのファイルパスが含まれます。

これらの DHCPオプションを受信すると、デバイスは、HTTP/TFTPサーバに接続して Python
スクリプトをダウンロードします。この時点で、デバイスはHTTP/TFTPサーバに到達するルー
トを持たないため、DHCPサーバによって提供されるデフォルトのルートを使用します。

ゼロタッチプロビジョニングの構成例

TFTPコピーを使用しての管理ポートにおける DHCPサーバ設定の例

次に、デバイスの管理ポート経由で接続されている場合に TFTPコピーを使用して行う DHCP
サーバ設定の例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.1.1
Device(config)# ip dhcp excluded-address vrf Mgmt-vrf 10.1.1.1 10.1.1.10
Device(config)# ip dhcp pool pnp_device_pool
Device(config-dhcp)# vrf Mgmt-vrf

ゼロタッチプロビジョニング

2

ゼロタッチプロビジョニング

ゼロタッチプロビジョニングのための DHCPサーバの設定

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/configfun/configuration/guide/ffun_c/fcf002.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/configfun/configuration/guide/ffun_c/fcf002.html


Device(config-dhcp)# network 10.1.1.0 255.255.255.0
Device(config-dhcp)# default-router 10.1.1.1
Device(config-dhcp)# option 150 ip 203.0.113.254
Device(config-dhcp)# option 67 ascii /sample_python_dir/python_script.py
Device(config-dhcp)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Device(config-if)# no ip dhcp client request tftp-server-address
Device(config-if)# end

HTTPコピーを使用しての管理ポートにおける DHCPサーバ設定の例

次に、デバイスの管理ポート経由で接続されている場合に HTTPコピーを使用して行
う DHCPサーバ設定の例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp pool pnp_device_pool
Device(config-dhcp)# vrf Mgmt-vrf
Device(config-dhcp)# network 10.1.1.0 255.255.255.0
Device(config-dhcp)# default-router 10.1.1.1
Device(config-dhcp)# option 67 ascii http://198.51.100.1:8000/sample_python_2.py
Device(config-dhcp)# end

TFTPコピーを使用したインバンドポートでのサンプル DHCPサーバ構成

次に示すのは、デバイスのインバンドポート経由で接続されている場合の、TFTPコピーを使
用したサンプル DHCPサーバ構成です。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.1.1
Device(config)# ip dhcp pool pnp_device_pool
Device(config-dhcp)# network 10.1.1.0 255.255.255.0
Device(config-dhcp)# default-router 10.1.1.1
Device(config-dhcp)# option 150 ip 203.0.113.254
Device(config-dhcp)# option 67 ascii /sample_python_dir/python_script.py
Device(config-dhcp)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Device(config-if)# no ip dhcp client request tftp-server-address
Device(config-if)# end

HTTPコピーを使用したインバンドポートでのサンプル DHCPサーバ構成

次に示すのは、デバイスのインバンドポート経由で接続されている場合の、HTTPコ
ピーを使用したサンプル DHCPサーバ構成です。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.1.1
Device(config)# ip dhcp pool pnp_device_pool
Device(config-dhcp)# network 10.1.1.0 255.255.255.0
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Device(config-dhcp)# default-router 10.1.1.1
Device(config-dhcp)# option 67 ascii http://192.0.2.1:8000/sample_python_2.py
Device(config-dhcp)# end

Linux Ubuntuデバイス上でのサンプル DHCPサーバの構成

次の DHCPサーバ構成例は、サーバがデバイスの管理ポートまたはインバンドポートのどち
らかに接続されていることと、Pythonスクリプトが TFTPサーバからコピーされることを示し
ています。

root@ubuntu-server:/etc/dhcp# more dhcpd.conf
subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.1.1.2 10.1.1.255;

host 3850 {
fixed-address 10.1.1.246 ;
hardware ethernet CC:D8:C1:85:6F:00;
option bootfile-name !<opt 67> " /python_dir/python_script.py";
option tftp-server-name !<opt 150> "203.0.113.254";

}
}

次のサンプルDHCP構成は、PythonスクリプトがHTTPサーバからデバイスにコピーされるこ
とを示しています。

Day0_with_mgmt_port_http
-------------------------
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.2 192.168.1.255;

host C2-3850 {
fixed-address 192.168.1.246 ;
hardware ethernet CC:D8:C1:85:6F:00;
option bootfile-name "http://192.168.1.46/sample_python_2.py";

}
}

DHCPサーバが実行状態になったら、管理ネットワーク接続デバイスを起動します。これによ
り構成の残りの部分は自動的に実行されます。

サンプルの Pythonプロビジョニングスクリプト

次に示すのは、HTTPサーバまたは TFTPサーバのいずれかから使用できるサンプル Pythonス
クリプトです。

print "\n\n *** Sample ZTP Day0 Python Script *** \n\n"

# Importing cli module
import cli

print "\n\n *** Executing show platform *** \n\n"
cli_command = "show platform"
cli.executep(cli_command)
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print "\n\n *** Executing show version *** \n\n"
cli_command = "show version"
cli.executep(cli_command)

print "\n\n *** Configuring a Loopback Interface *** \n\n"
cli.configurep(["interface loop 100", "ip address 10.10.10.10 255.255.255.255", "end"])

print "\n\n *** Executing show ip interface brief *** \n\n"
cli_command = "sh ip int brief"
cli.executep(cli_command)

print "\n\n *** ZTP Day0 Python Script Execution Complete *** \n\n"

ゼロタッチプロビジョニングのブートログ

次のゼロタッチプロビジョニングのブートログでは、ゲストシェルが正常に有効にされ、

Pythonスクリプトがゲストシェルにダウンロードされ、ゲストシェルがダウンロードした
Pythonスクリプトを実行してデバイスをデイゼロに設定していることが示されています。

% failed to initialize nvram
! <This message indicates that the startup configuration
is absent on the device. This is the first indication that the Day Zero work flow is
going to start.>

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco ISR4451-X/K9 (2RU) processor with 7941237K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FJC1950D091
4 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
16777216K bytes of physical memory.
7341807K bytes of flash memory at bootflash:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

%INIT: waited 0 seconds for NVRAM to be available

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: %
!!<DO NOT TOUCH. This is Zero-Touch Provisioning>>
Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)
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The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
The process for the command is not responding or is otherwise unavailable
Guestshell enabled successfully

*** Sample ZTP Day0 Python Script ***

*** Configuring a Loopback Interface ***

Line 1 SUCCESS: interface loop 100
Line 2 SUCCESS: ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
Line 3 SUCCESS: end

*** Executing show ip interface brief ***

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/3 192.168.1.246 YES DHCP up up
GigabitEthernet0 192.168.1.246 YES DHCP up up
Loopback100 10.10.10.10 YES TFTP up up

*** ZTP Day0 Python Script Execution Complete ***

Press RETURN to get started!

デイゼロプロビジョニングが完了すると、IOSプロンプトがアクセス可能になります。

ゼロタッチプロビジョニングの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースの

みを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびCiscoソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検
索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 1 :ゼロタッチプロビジョニングの機能情報

機能情報リリース機能名

ネットワークプロビジョニングの課題

に対応するため、シスコは、ゼロタッ

チプロビジョニングモデルを導入しま

した。

Cisco IOS XE Everest 16.5.1aでは、この
機能は次のプラットフォームに実装さ

れていました。

• Cisco Catalyst 3650シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 3850シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 9300シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 9500シリーズスイッ
チ

Cisco IOS XE Everest 16.5.1bでは、この
機能は次のプラットフォームに実装さ

れていました。

• Cisco 4000シリーズサービス統合
型ルータ

Cisco IOS XE Everest
16.5.1a

Cisco IOS XE Everest
16.5.1b

ゼロタッチプロビジョニ

ング
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機能情報リリース機能名

ゼロタッチプロビジョニングは、HTTP
および TFTPのファイルダウンロード
をサポートします。

Cisco IOS XE Everest 16.6.1では、この
機能は次のプラットフォームに実装さ

れていました。

• Cisco 4000シリーズサービス統合
型ルータ

• Cisco Catalyst 3650シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 3850シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 9300シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 9500シリーズスイッ
チ

Cisco IOS XE Everest
16.6.1

ゼロタッチプロビジョニ

ング：HTTPダウンロード

この機能は、Cisco IOSXEEverest 16.6.2
で、Cisco Catalyst 9400シリーズスイッ
チに実装されました。

Cisco IOS XE Everest
16.6.2
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