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運用データパーサーのポーリングについて

運用データの概要

YANGデータモデルを使用すると、デバイスから運用状態データを読み取ることができます。
運用データでは、IOS showコマンドと同様に、デバイスの現在の状態や動作を知ることがで
きます。

読み取り専用の運用状態データをシステムから取得するには、NETCONFGET操作を実行しま
す。適切なYANGモデルを介してデータを取得するには、NETCONFを有効にし、（該当する
場合）データパーサーをアクティブ化する必要があります。

プログラミングが可能なインターフェイスとCLIを介して運用データを設定する方法の詳細に
ついては、「運用データの設定方法」の項を参照してください。

運用データパーサーと対応する YANGモデル
運用データパーサーには、2つのタイプがあります。1つ目のタイプは常にオンにするもので
す。2つ目のタイプは、運用データを一定の間隔でポーリングするように設定する必要があり
ます。1つ目のタイプの運用データパーサーについては、設定は不要です。データは、NETCONF
GET要求の際に常に取得されます。これらのデータパーサーにはポーリング間隔はなく、運
用データは、運用データは変更が発生するとすぐに更新されます。

2つ目のタイプの運用データパーサーは、CLIまたはNETCONFメッセージを介してアクティ
ブ化する必要があります（詳細については、「運用データパーサーのポーリングを有効にする
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方法」の項を参照してください）。このタイプのパーサーの運用データは定期的なポーリング

間隔でポーリングされ、その情報は、NETCONF GET要求の際に取得されます。

次の表に、アクティブ化が必要なデータパーサーと、それらに対応する、運用データが格納さ

れている YANGモデルを示します。

表 1 :アクティブ化が必要な運用データパーサーと対応する YANGモデル

運用データにアクセスする YANGモデル運用データパーサー名

Cisco-IOS-XE-bgp-oper.yangBGP

Cisco-IOS-XE-bfd-oper.yangBFD

Cisco-IOS-XE-bridge-domain.yang

ルーティングプラットフォームでのみサポート（注）

BridgeDomain

ietf-diffserv-target.yangDiffServ

Cisco-IOS-XE-cfm-oper.yang

ルーティングプラットフォームでのみサポート（注）

EthernetCFMStats

Cisco-IOS-XE-flow-monitor-oper.yangFlowMonitor

ietf-routing.yangIPRoute

Cisco-IOS-XE-mpls-fwd-oper.yangMPLSLForwarding

Cisco-IOS-XE-mpls-ldp.yangMPLSLDPNeighbor

common-mpls-static.yangMPLSStaticBinding

ietf-ospf.yangOSPF

Cisco-IOS-XE-platform-software-oper.yangPlatformSoftware

Cisco-IOS-XE-virtual-service-oper.yang

ルーティングプラットフォームでのみサポート（注）

VirtualService

運用データパーサーのポーリングを有効にする方法

プログラマブルインターフェイスを使用しての運用データパーサー

ポーリングの有効化

プログラマブルインターフェイスを使用して運用データパーサーのポーリングを有効化する

には、次の作業を実行します。
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1. NETCONF-YANGを有効化した後に、cisco-odm.yang（GitHubリポジトリにて入手可能）
を使用して <edit-config>リモートプロシージャコール（RPC）を送信し、運用データの
ポーリングを有効化します。このポーリングを有効にすると、すべての運用データパー

サーがデフォルトで有効化します。各パーサーのデフォルトのポーリング間隔は、120秒
（120000ミリ秒）です。ポーリング間隔により、パーサーが運用データを取得してデータ
ストア内の対応する YANGモデルを更新する頻度が決定されます。

2. 運用データのポーリングを有効化したら、<get>RPCを送信し、運用データを取得します。
運用データの取得にどの運用 YANGモデルを使用する必要があるか決定するには、パー
サーから YANGモデルへのマッピングを使用します。次の RPC応答は、
Cisco-IOS-XE-acl-oper.yangを使用して、アクセス制御リスト（ACL）の運用データを取得
します。

CORRESPONDING RPC REPLY:
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="101">

<data>
<access-lists xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-acl-oper">

<access-list>
<access-control-list-name>TEST</access-control-list-name>
<access-list-entries>

<access-list-entry>
<rule-name>10</rule-name>
<access-list-entries-oper-data>
<match-counter>100</match-counter>

</access-list-entry>
<access-list-entry>

<rule-name>20</rule-name>
<access-list-entries-oper-data>
<match-counter>122</match-counter>

</access-list-entry>
</access-list-entries>

</access-list>
</access-lists>

</data>
</rpc-reply>

詳細については、GitHubリポジトリ内の cisco odm.yangモデルを参照してください。（注）

CLIからの運用データパーサーのポーリングの有効化
NETCONF-YANGを有効にしたら、このタスクを実行して運用データパーサーのポーリング
を有効にし、ポーリング間隔を調整します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

Device> enable •プロンプトが表示されたら、パス
ワードを入力します。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

運用データのポーリングを有効にしま

す。

netconf-yang cisco-odm polling-enable

例：

ステップ 3

Device(config)# netconf-yang cisco-odm
polling-enable

指定されたアクションを有効にし、ODM
アクションコンフィギュレーション

モードを開始します。

netconf-yang cisco-odm actions
action-name

例：

ステップ 4

•運用データを取得する運用データ
パーサー名を指定します。

Device(config)# netconf-yang cisco-odm
actions OSPF

ポーリングモードでデータパーサーを

設定します。

mode poll

例：

ステップ 5

Device(config-odm-action)# mode poll

デフォルトのパーサーポーリング間隔

を変更します。

polling-interval秒

例：

ステップ 6

•データのポーリングからパーサーを
停止するには、modenoneコマンド
を設定します。

Device(config-odm-action)#
polling-interval 1000

ODMアクションコンフィギュレーショ
ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-odm-action)# end

ステップ 7

次のタスク

運用データのポーリングを有効にしたら、<get> RPCを送信して、デバイスから運用データを
入手します。
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運用データパーサーのポーリングに関するその他の参考

資料

関連資料

参照先関連項目

開発者に分かりやすい方法でCiscoYANGモデルにアク
セスするには、GitHubリポジトリを複製し、vendor/cisco
サブディレクトリに移動します。

Cisco IOS XEの YANGデータモデ
ル

『Programmability Command Reference, Cisco IOS XE
Everest 16.6.1』

MIB

MIBリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィーチャセットに関するMIB
を探してダウンロードするには、次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Product Alert Tool（Field Noticeからアクセス）、Cisco Technical
Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）フィードなど
の各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

運用データパーサーのポーリングの機能情報
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
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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。

表 2 :運用データパーサーのポーリングの機能情報

機能情報リリース機能名

YANGデータモデルにより、デバイス
から運用状態データを読み取ることが

できます。

Cisco IOSXEDenali 16.3.1運用データパーサーの

ポーリング

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
16.5.1a
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