
ポリシーベースのテレメトリの設定

ポリシーベースのテレメトリ（PBT）は、ポリシーファイルを使用してテレメトリデータを
宛先にストリームします。ポリシーファイルは、ストリーミングされるデータと、データがス

トリーミングされる頻度を定義します。

テレメトリデータのストリーミングプロセスでは、次の 3つの主要コンポーネントを使用し
ます。

•テレメトリポリシーファイルは、指定した頻度で生成されるテレメトリデータの種類を
指定します。

•テレメトリエンコーダは、生成したデータを目的の形式にカプセル化し、受信先に送信し
ます。

•テレメトリレシーバは、テレメトリデータを保存するリモート管理システムです。

これら3つの主要コンポーネントの詳細については、ポリシーベースのテレメトリストリーミ
ングの主要コンポーネントを参照してください。

モデル駆動型テレメトリは、ポリシーベースのテレメトリより優先されます。（注）

ポリシーベースのテレメトリデータを目的の受信者にストリーミングするには、次の作業が必

要です。

•ポリシーファイルの作成（1ページ）
•ポリシーファイルのコピー（3ページ）
•エンコーダの設定（4ページ）
•ポリシーのアクティブ化の確認（6ページ）

ポリシーファイルの作成
テレメトリポリシーファイルを定義して、生成後にレシーバにプッシュするテレメトリデー

タの種類を指定します。ポリシーファイルを定義するには、データをストリーミングするパス
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が必要です。パスは、スキーマ、ネイティブ YANG、または許可されたリストエントリにで
きます。

対応するコマンドに関連付けられたスキーマパスに関する詳細については、スキーマパスを

参照してください。

ポリシーファイルの詳細については、テレメトリポリシーファイルを参照してください。

1. データをストリーミングするスキーマパスを決定します。

たとえば、インターフェイスのスキーマパスは次のようになります。

RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.GenericCounters

2. これらのパスが含まれているポリシーファイルを作成します。

例：ポリシーファイル

次の例は、インターフェイスの汎用カウンタをストリーミングするためのサンプルポリシー

ファイルを示しています。

{
"Name": "Test",
"Metadata": {

"Version": 25,
"Description": "This is a sample policy",
"Comment": "This is the first draft",
"Identifier": "<data that may be sent by the encoder to the mgmt stn"

},
"CollectionGroups": {

"FirstGroup": {
"Period": 10,
"Paths": [

"RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.GenericCounters"
]

}
}
}

次の例は、ポリシーファイルに許可されたリストエントリを含むパスを示しています。特定

のエントリのすべてのデータをストリーミングする代わりに、許可されたリストエントリを使

用して特定のアイテムだけをストリーミングできます。エントリは、ポリシーファイル内の

IncludeFieldsを使用して許可されます。この例では、IncludeFieldsセクション内のエントリ
は、その TEトンネルの最新の適用済み AutoBW値のみをストリームします。この値は、パス
の最上位から 2レベル下にネストされます。

{

"Name": "RSVPTEPolicy",
"Metadata": {

"Version": 1,
"Description": "This policy collects auto bw stats",
"Comment": "This is the first draft"

},

"CollectionGroups": {
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"FirstGroup": {
"Period": 10,

"Paths": {
"RootOper.MPLS_TE.P2P_P2MPTunnel.TunnelHead({'TunnelName':

'tunnel-te10'})": {
"IncludeFields": [{

"P2PInfo": [{
"AutoBandwidthOper": [

"LastBandwidthApplied"
]

}]
}]

}
}

}
}

}

次の例は、ポリシーファイルにネイティブ YANGエントリを含むパスを示しています。この
エントリは、インターフェイスの汎用カウンタをストリームします。

"Paths": [

“/Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-statistics/interfaces/interface=*/latest/generic-counters”

]

次の作業：

ポリシーファイルをルータにコピーします。同じポリシーファイルを複数のルータにコピー

できます。

ポリシーファイルのコピー
Secure Copy Protocol（SCP）コマンドを実行し、ポリシーファイルを作成したサーバからその
ファイルを安全にコピーします。次に例を示します。

$ scp Test.policy <ip-address-of-router>:/telemetry/policies

たとえば、IPアドレス 10.0.0.1のルータの /telemetry/policiesフォルダに Test.policy

ファイルをコピーするには、次のコマンドを実行します。

$ scp Test.policy cisco@10.0.0.1:/telemetry/policies
cisco@10.0.0.1's password:
Test.policy
100% 779 0.8KB/s 00:00
Connection to 10.0.0.1 closed by remote host.

ポリシーのインストールの確認

次の例では、ルータファイルシステム内の /telemetry/policies/フォルダにポリシーが
インストールされています。show telemetry policies briefコマンドを実行し、ポリシーがルー
タに正常にコピーされていることを確認します。
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Router#show telemetry policy-driven policies brief
Wed Aug 26 02:24:40.556 PDT

Name |Active?| Version | Description
----------------------------|-------|---------|------------------------------
Test N 1 This is a sample policy

次の作業：

テレメトリエンコーダを設定し、データをアクティブにしてストリーミングします。

エンコーダの設定
エンコーダはストリーミングテレメトリ APIを呼び出して、以下を実行します。

•明示的に定義するポリシーを指定する

•対象のすべてのポリシーを登録する

ポリシーをアクティブにし、データをストリーミングするようにエンコーダを設定します。複

数のポリシーと宛先を指定できます。各エンコーダに複数のポリシーグループを指定でき、各

グループを複数の宛先にストリーミングできます。複数の宛先を指定した場合は、すべての宛

先にデータがストリーミングされます。

要件に基づいてエンコーダを設定します。

JSONエンコーダの設定
JavaScript Object Notation（JSON）エンコーダは、IOS XRソフトウェアとともにパッケージ化
されており、デフォルト形式のテレメトリデータのストリーミングを提供します。

JavaScriptObjectNotation（JSON）形式でデータをストリーミングするには、エンコーダ、ポリ
シー、ポリシーグループ、宛先、およびポートを指定します。

Router# configure
Router(config)#telemetry policy-driven encoder json
Router(config-telemetry-json)#policy group FirstGroup
Router(config-policy-group)#policy Test
Router(config-policy-group)#destination ipv4 10.0.0.1 port 5555
Router(config-policy-group)#commit

ポリシーおよびポリシーグループの名前は、作成するポリシーおよびその定義と同じある必要

があります。ポリシーファイルの詳細については、ポリシーファイルの作成（1ページ）を
参照してください。

JSONエンコーダのメッセージ形式に関する詳細については、次の項を参照してください。
JSONメッセージ形式
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GPBエンコーダの設定
GPB（Googleプロトコルバッファ）エンコーダの設定には、コンパイル済みの .protoファイ

ル形式のメタデータが必要です。.protoファイルはデータのストリーミングに使用する GPB
メッセージ形式を記述します。

次の 2つのエンコーディング形式がサポートされています。

•コンパクトエンコーディングは、データを圧縮された非自己記述形式で格納します。結果
ファイルを復号化するために受信者が使用するポリシーファイル内のパスごとに、.proto

ファイルを生成する必要があります。

•キー値エンコーディングは、単一の .protoファイルを使用して、データを自己記述形式

でエンコードします。このエンコーディングでは、各パスに .protoファイルは必要あり

ません。キー名が含まれているため、ワイヤ上のデータはさらに大きくなります。

GPBデータをストリーミングするには、次の手順を実行します。

1. コンパクトエンコーディングの場合は、次のツールを使用して、ストリーミングするすべ
てのパスに .protoファイルを作成します。

telemetry generate gpb-encoding path <path> [file <output_file>]

または

telemetry generate gpb-encoding policy <policy_file> directory <output_dir>

パーサーの制限により、ツールのパス内では引用符を使用できません。ツールで使用するに

は、たとえば、ポリシーパス

RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.Protocol(['IPV4_UNICAST'])を

RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.Protocolに変更します。

注目

2. ポリシーファイルをルータにコピーします。

3. エンコーダ、ポリシー、ポリシーグループ、宛先、およびポートを指定するテレメトリ
ポリシーを設定します。

Router# configure
Router(config)#telemetry policy-driven encoder gpb
Router(config-telemetry-json)#policy group FirstGroup
Router(config-policy-group)#policy Test
Router(config-policy-group)#destination ipv4 10.0.0.1 port 5555
Router(config-policy-group)#commit

GPBエンコーダのメッセージ形式の詳細については、次の項を参照してください。 GPBメッ
セージ形式
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ポリシーのアクティブ化の確認
ポリシーがアクティブであることをshow telemetry policiesコマンドを使用して確認します。

Router#show telemetry policy-driven policies
Wed Aug 26 02:24:40.556 PDT

Filename: Test.policy
Version: 25
Description: This is a sample policy to demonstrate the syntax
Status: Active
CollectionGroup: FirstGroup
Cadence: 10s
Total collections: 2766
Latest collection: 2015-08-26 02:25:07
Min collection time: 0.000s
Max collection time: 0.095s
Avg collection time: 0.000s
Min total time: 0.022s
Max total time: 0.903s
Avg total time: 0.161s
Collection errors: 0
Missed collections: 0

+----------------------------------------------+---------+---------+------+------+------+------+------+------+

| Path | Avg
(s) | Max (s) | Err |

+----------------------------------------------+---------+---------+------+------+------+------+------+------+

| RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.GenericCounters | 0.000
| 0.000 | 0 |

+----------------------------------------------+---------+---------+------+------+------+------+------+------+

ポリシーを検証後、テレメトリエンコーダがレシーバへのデータのストリーミングを開始しま

す。レシーバの詳細については、テレメトリレシーバを参照してください。
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