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データ モデルについて
データモデルの概要：プログラムによる設定と各種の標準規格に準拠
した設定
ネットワーク デバイスを管理する従来の方法は、階層的データ（設定コマンド）および運用
データ（show コマンド）用のコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用することです。
ネットワーク管理の場合、特にさまざまなネットワーク デバイス間で管理情報を交換するため
に、Simple Network Management Protocol（SNMP）が広く使用されています。頻繁に使用され
ている CLI と SNMP ですが、これらにはいくつかの制約事項があります。CLI は非常に独自的
であり、テキスト ベースの仕様を理解し、解釈するには人間の介入が必要です。SNMP は、階
層的データと運用データを区別しません。
これを解決するには、手作業で設定作業を行うのではなく、プログラムを使用したり、各種の
標準規格に準拠してネットワーク デバイスの設定を記述します。Cisco IOS XE で動作するネッ
トワーク デバイスは、データ モデルを使用して、ネットワーク上の複数のデバイスの設定を
自動化することをサポートしています。データ モデルは、業界で定義された標準的な言語で開
発され、ネットワークの設定とステータス情報を定義できます。
Cisco IOS XE は、Yet Another Next Generation（YANG）データ モデリング言語をサポートして
います。YANG をネットワーク設定プロトコル（NETCONF）で使用すると、自動化されたプ
ログラミング可能なネットワーク操作の望ましいソリューションが実現します。NETCONF
（RFC 6241）は、クライアント アプリケーションがデバイスからの情報を要求してデバイス
に設定変更を加えるために使用する XML ベースのプロトコルです。YANG は主に、NETCONF
操作で使用される設定とステート データをモデル化するために使用されます。
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Cisco IOS XE では、モデル ベースのインターフェイスは、既存のデバイス CLI、Syslog、およ
び SNMP インターフェイスと相互運用します。必要に応じて、これらのインターフェイスは、
ネットワーク デバイスからノースバウンドに公開されます。YANG は、RFC 6020 に基づいて
各プロトコルをモデル化するために使用されます。

（注）

開発者に分かりやすい方法で Cisco YANG 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。ここでは、IOS XE、IOS-XR、および NX-OS
プラットフォームのさまざまなリリースのモデルを使用できます。

NETCONF
NETCONF は、ネットワーク デバイスの設定をインストール、操作、削除するためのよりシン
プルなメカニズムを提供します。
コンフィギュレーション データとプロトコル メッセージに Extensible Markup Language（XML）
ベースのデータ符号化を使用します。
NETCONF はシンプルなリモート プロシージャ コール（RPC）ベースのメカニズムを使用して
クライアントとサーバ間の通信を促進します。クライアントはネットワーク マネージャの一部
として実行されているスクリプトやアプリケーションです。通常、サーバはネットワーク デバ
イス（スイッチまたはルータ）です。ネットワーク デバイス全体の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。SSH ポート番号 830 をデフォルトのポートとして使用し
ます。ポート番号は、設定可能なオプションです。
NETCONF は、機能の検出およびモデルのダウンロードもサポートしています。サポート対象
のモデルは、ietf-netconf-monitoring モデルを使用して検出されます。各モデルに対する改定日
付は、機能の応答に示されています。データ モデルは、get-schema RPC を使用して、デバイス
からオプションのダウンロードとして入手できます。これらの YANG モデルを使用して、デー
タ モデルを理解したりエクスポートしたりできます。
詳細については、RFC 6241 を参照してください。

データ モデルの設定方法
NETCONF-YANG の設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：
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目的
特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。
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NETCONF オプションの設定

コマンドまたはアクション
Device> enable

ステップ 2 configure terminal
例：

目的
• 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。

Device# configure terminal

ステップ 3 netconf-yang
例：
Device (config)# netconf-yang

ステップ 4 exit
例：

ネットワーク デバイスで NETCONF イ
ンターフェイスを有効にします。
（注）

CLIによる最初の有効化の後、
ネットワーク デバイスをモデ
ル ベースのインターフェイス
を通じて管理できるようにな
ります。モデル ベースのイン
ターフェイス プロセスの完全
なアクティベーションには、
最大 90 秒かかることがありま
す。

グローバル コンフィギュレーション
モードを終了します。

Device (config)# exit

NETCONF オプションの設定
SNMP の設定
NETCONF を有効にして、サポートされている MIB から生成された YANG モデルを使用して
SNMP MIB データにアクセスしたり、IOS でサポートされている SNMP トラップを有効にし
て、サポートされているトラップから NETCONF 通知を受信したりするには、IOS で SNMP
サーバを有効にします。
次の操作を行ってください。
手順

ステップ 1 IOS で SNMP 機能を有効にします。
例：
configure terminal
logging history debugging
logging snmp-trap emergencies
logging snmp-trap alerts
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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-server community public RW
snmp-server trap link ietf
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup snmp-server enable traps
syslog
snmp-server manager
exit

ステップ 2 NETCONF-YANG が起動した後、次の RPC <edit-config> メッセージを NETCONF-YANG ポー
トに送信して、SNMP トラップのサポートを有効にします。
例：
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<edit-config>
<target>
<running/>
</target>
<config>
<netconf-yang xmlns="http://cisco.com/yang/cisco-self-mgmt">
<cisco-ia xmlns="http://cisco.com/yang/cisco-ia">
<snmp-trap-control>
<trap-list>
<trap-oid>1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1</trap-oid>
</trap-list>
<trap-list>
<trap-oid>1.3.6.1.6.3.1.1.5.3</trap-oid>
</trap-list>
<trap-list>
<trap-oid>1.3.6.1.6.3.1.1.5.4</trap-oid>
</trap-list>
</snmp-trap-control>
</cisco-ia>
</netconf-yang>
</config>
</edit-config>
</rpc>

ステップ 3 次の RPC メッセージを NETCONF-YANG ポートに送信して、実行コンフィギュレーションを
スタートアップ コンフィギュレーションに保存します。
例：
<?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>
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データ モデルに関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

参照先

IOS-XE、IOS-XR、および NX-OS プ 開発者に分かりやすい方法で Cisco YANG モデルにアク
ラットフォームのさまざまなリリー セスするには、GitHub リポジトリを複製し、vendor/cisco
スの YANG データ モデル
サブディレクトリに移動します。ここでは、IOS XE、
IOS-XR、および NX-OS プラットフォームのさまざまな
リリースのモデルを使用できます。
標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 6020

YANG：Network Configuration Protocol（NETCONF）向けデー
タ モデリング言語

RFC 6241

ネットワーク設定プロトコル（NETCONF）

テクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノ http://www.cisco.com/support
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。

データ モデルの機能情報
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。
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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 1 : プログラマビリティの機能情報：データ モデル

機能名

リリース

機能情報

データ モデル

Cisco IOS XE Denali 16.3.1 データ モデル機能によって、プログラ
ムによる各種の標準規格に準拠した方
法で、設定の記述やネットワーク デバ
イスからの運用データの読み取りが容
易になります。
netconf-yang.コマンドが導入されまし
た。
Cisco IOS XE Denali
16.5.1b

この機能は、Cisco Catalyst 9300 シリー
ズ スイッチと Cisco Catalyst 9500 シリー
ズ スイッチに実装されました。

Cisco IOS XE Denali 16.6.2 この機能は、Cisco Catalyst 9400 シリー
ズ スイッチに実装されました。
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