
新機能および変更機能に関する情報

ここでは、『プログラマビリティコンフィギュレーションガイド』の新機能および変更され

た機能をすべて示します。

•新規および変更されたプログラマビリティ機能（2ページ）
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新規および変更されたプログラマビリティ機能

参照先変更が

行われ

たリ

リース

説明機能

「gRPCプロトコルを使用したデータモ
デルによるネットワーク運用の定義」

の章

gRPCネットワーク操作インターフェイ
ス

リリー

ス 7.1.1
gNOIは、ネットワークデバイス
上で操作コマンドを実行するた

めのgRPCベースのマイクロサー
ビスセットを定義します。拡張

可能な管理サービス（EMS）
gNOIは gNOIのCisco IOS XR実
装です。

gNOIは、次のリモートプロシー
ジャコール（RPC）をサポート
しています。

• System

• ping

• traceroute

• Time

• SwitchControlProcessor

• File

• Stat

• Put

• TransferToRemote

• Cert

• Rotate

• Install

• GetCertificates

• RevokeCertificates

• CanGenerateCSR

gRPCネッ
トワーク

操作イン

ターフェ

イス

（gNOI）
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参照先変更が

行われ

たリ

リース

説明機能

「プログラム可能な YANGデータモデ
ルを使用したネットワーク自動化の促

進」の章

YANGデータモデル

このデータモデルは、Githubリポジト
リから入手してください。

リリー

ス 7.1.1
OpenConfig双方向転送検出
（oc-bfd）のデータモデルは、マ
ルチベンダー環境のBFDプロト
コルを定義し、BFDプロトコル
の動作状態データを取得して設

定します。

oc-bfdデータモデル

は、micro-bfdコンテ

ナ、テレメトリデータ

プッシュ、およびイベ

ント駆動型テレメトリ

（EDT）をサポートし
ていません。

（注）

oc-bfd

データモ

デルのサ

ポート

「プログラム可能な YANGデータモデ
ルを使用したネットワーク自動化の促

進」の章

YANGデータモデル

このデータモデルは、Githubリポジト
リから入手してください。

リリー

ス 7.1.1
ネイティブマルチキャストラベ

ル配布プロトコル（mldp）モデ
ルは、MLDPプロトコルの設定
と動作状態のデータを定義しま

す。

mldpデー

タモデル

のサポー

ト

このデータモデルは、Githubリポジト
リから入手してください。

リリー

ス 7.1.1
OCコミュニティによって定義さ
れた OpenConfig - Integrated
Intermediate System-to-Intermediate
System（oc-isis）モデル。今回の
リリースでは、oc-isisデータモ
デルの追加パスがサポートされ

ています。

oc-isis

データモ

デルの改

訂
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参照先変更が

行われ

たリ

リース

説明機能

このデータモデルは、Githubリポジト
リから入手してください。

リリー

ス 7.1.1
OCコミュニティによって定義さ
れた OpenConfig-Policy
（oc-policy）データモデルには、
ルーティングポリシーで使用す

るための一般的なデータ定義が

含まれています。プロトコル固

有のポリシー条件とアクション

が設定されたモジュールによっ

てインポートできます。

今回のリリースでは、改訂バー

ジョン 2.0.1から 3.1.0を使用し
た oc-policyデータモデルで、追
加パスに対するサポートが拡張

されています。

この機能の制限事項について

は、この表の後の「注」のセク

ションを参照してください。

oc-policy

データモ

デルの改

訂

このデータモデルは、Githubリポジト
リから入手してください。

関連するモデルパスは次のとおりです。

/components/component/linecard/config/power-admin-state

/components/component/linecard/state/power-admin-state

リリー

ス 7.1.1
oc-platformデータモデルを使用
したラインカード電源のオンオ

フ機能のサポートが強化されま

した。

oc-platform

データモ

デルを使

用したラ

インカー

ド電源の

オンとオ

フ

このデータモデルは、Githubリポジト
リから入手してください。

リリー

ス 7.1.1
openconfig-platformデータモデル
を使用して、デバイスの動作状

態や設定といった、デバイスの

基盤となる特性に関するデータ

をストリーミングできます。

openconfig-platform

データモ

デルを使

用したテ

レメトリ

データの

ストリー

ミング
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参照先変更が

行われ

たリ

リース

説明機能

「gRPCプロトコルを使用したデータモ
デルによるネットワーク運用の定義」

の章

gRPCネットワーク管理インターフェイ
ス

拡張機能の詳細については、Githubリ
ポジトリの「gRPCネットワーク管理イ
ンターフェイス（gNMI）」を参照して
ください。

リリー

ス 7.1.1
バージョン0.4.0からバージョン
0.6.0への更新が組み込まれるよ
うに、gNMI仕様が拡張されま
した。

次の gNMI機能のサポートが拡
張されています。

•複数のクライアントロール
とマスター調停の gNMIサ
ポート

•パスターゲット

• gNMIサービスを gRPCリフ
レクションサービスに登録

することにより、クライア

ントはターゲットで gNMI
が使用可能であることを判

断できるようになります。

gNMI機能
の改訂

汎用 OC RPLの制限事項：

• Cisco IOS XRの実行コンフィギュレーションに OCでサポートされていないルーティング
ポリシー言語（RPL）の設定が含まれている場合、get要求を実行すると、空のデータが

応答として表示されます。セット名やポリシー名を保持する最上位のノードコンテナのみ

が表示されます。

• RPLは、リーフノードレベルの mergeや delete操作を replace操作と解釈します。

• edit-config要求に一致条件のみが含まれている場合は、デフォルトの passアクションが

追加されます。

•プレフィックスセットおよびポリシーのイベント駆動型テレメトリ（EDT）は、OCがサ
ポートするプレフィックスとステートメントでのみ動作します。ネイティブモデルでサ

ポートされているが、OCモデルではサポートされていないステートメントやプレフィッ
クスの場合、ポリシーやプレフィックスは実行されません。不完全なデータにつながる時

点で、プロセスが停止します。

（注）
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