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章

テレメトリ データのストリーミング
このドキュメントは、テレメトリ データおよびそのコア コンポーネントのストリーミング プロ
セスを理解するのに役立ちます。
• テレメトリ：スコープ、必要性、および利点, 1 ページ
• テレメトリ プロセス, 4 ページ

テレメトリ：スコープ、必要性、および利点
スコープ
テレメトリをストリーミングすることによって、ユーザは設定されている受信先にデータを直接
送信できます。このデータを分析やトラブルシューティングに使用することで、ネットワークの
健全性を維持できます。これは、マシン間通信の機能を利用して実現されます。
このデータは、開発および運用（DevOps）の担当者により、ネットワーク内の分析をリアルタイ
ムで収集してネットワークを最適化し、問題が発生した箇所を特定し、協力しながら問題を調査
する目的で使用されます。
必要性
分析やトラブルシューティングのためのデータ収集は、ネットワークの健全性をモニタリングす
る上で常に重要な要素であり続けています。
IOS XR は、ネットワークからデータを収集するための、SNMP、CLI や Syslog といった複数のメ
カニズムを提供します。これらのメカニズムには、自動化や拡張に対する制約があります。ネッ
トワーク要素からのデータの最初の要求がクライアントから出された場合、プル モデルの使用が
制限されることもその制約の 1 つです。プル モデルは、ネットワーク内に複数のネットワーク管
理ステーション（NMS）がある場合は拡張しません。このモデルを使用すると、クライアントが
要求した場合に限り、サーバがデータを送信します。このような要求を開始するには、手動によ
る介入を続けて行う必要があります。このような手動による介入を続けると、プル モデルの効率
が失われます。
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ネットワーク状態インジケータ、ネットワーク統計情報、および重要なインフラストラクチャ情
報がアプリケーション レイヤに公開され、操作性能の向上やトラブルシューティング時間の短縮
に使用されます。プッシュ モデルはこの機能を使用して、ネットワークからデータを継続的にス
トリーミングし、クライアントに通知します。テレメトリはプッシュ モデルをイネーブルにし、
モニタリング データにほぼリアルタイムでアクセスできるようにします。
テレメトリのストリーミングでは、対象のデータを IOS XR ルータから選択し、そのデータをモ
ニタリング用として構造化形式でリモート管理ステーションに送信するメカニズムを提供します。
このメカニズムは、リアルタイムのデータに基づいてシームレスに運用する上で重要なネットワー
クの自動調整を可能にします。テレメトリを通じて頻繁に得られるきめ細かいデータが、パフォー
マンスのモニタリングを向上させ、それによって優れたトラブルシューティングが行えます。こ
れにより、サービス効率の高い帯域幅の使用率、リンク使用率、リスク評価および管理、リモー
ト モニタリングおよび拡張性の向上に役立ちます。つまり、テレメトリのストリーミングは、モ
ニタリング プロセスを大規模なデータセットの高速抽出と分析を可能にして意思決定を改善する
ビッグデータ計画へと転換します。
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、 テレメトリ ストリーミングのコア コンポー
ネント, （13 ページ）を参照してください。
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図 1 に、テレメトリ データのストリーミングに使用される主要コンポーネントを示します。
図 1： テレメトリ データのストリーミング

（注）

データはルータから継続的にストリーミングされ、モニタリング システムがデータ上で動作
します。どの時点でもデータはリアルタイムであり、データの履歴は格納されません。

利点
ストリーミングされたリアルタイム テレメトリ データは次の場合に役に立ちます。
• トラフィックの最適化：ネットワーク内でのリンク使用率やパケットのドロップ数を頻繁に
モニタリングすると、リンクの追加や削除、トラフィックのリダイレクト、ポリシングの変
更などを簡単に行えます。高速再ルーティングのようなテクノロジーにより、ネットワーク
は新しいパスに切り替わり、SNMP ポーリング インターバル メカニズムよりも迅速に再ルー
ティングできます。テレメトリ データのストリーミングは、高速トラフィックに対して迅速
に応答できるようにするために役立ちます。
• 予防的トラブルシューティング：特定の期間に問題のある状態が発生した後の障害状況を迅
速に検出したり、回避するために役立ちます。
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テレメトリ プロセス
テレメトリを使用してリアルタイム データをストリーミングするプロセスは次のとおりです。
• ストリーミング頻度の定義
• データ収集のためのユーザ定義の形式の指定
• ユーザ定義のレシーバへの収集データの送信
• データの表示および分析
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図 2 に、テレメトリ データのストリーミングのプロセスに含まれるタスクを示します。
図 2： テレメトリ プロセス
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テレメトリの設定
目的のレシーバへのテレメトリ データのストリーミングには、以下が含まれます。
• ポリシー ファイルの作成, 7 ページ
• ポリシー ファイルのコピー, 8 ページ
• エンコーダの設定, 8 ページ
• ポリシーのアクティブ化の確認, 11 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スキーマ
パスが必要です。
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, （14
ページ）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, （13 ページ）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
{
"Name": "Test",
"Metadata": {
"Version": 25,
"Description": "This is a sample policy",
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"Comment": "This is the first draft",
"Identifier": "<data that may be sent by the encoder to the mgmt stn"
},
"CollectionGroups": {
"FirstGroup": {
"Period": 30,
"Paths": [
"RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.GenericCounters"
]
}
}
}

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。
Router#show telemetry 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。
• ポリシーが明示的に定義されるように指定する
• 対象のすべてのポリシーを登録する
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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。
JavaScript Object Notation（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 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, （7 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、JSON メッセージ形式, （16 ペー
ジ）

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。ポリシー ファイルの各パスには、そのパスに関連付けられた .proto
ファイルが必要です。
.proto ファイルは .map ファイルにコンパイルされます。コンパイルはサーバ上で実行されます。
telemetry_protoc というコンパイラを http://gitlab.cisco.com/groups/telemetry で入手できます。この

コンパイラは .proto ファイルを取得し、メッセージを符号化するためにルータ上で使用するコー
ドを生成します。
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 次のツールを使用して、ストリーミングする .proto ファイルをすべてのパスに作成します。
telemetry generate gpb-encoding path <path> [file <output_file>]
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注目

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。
2

コンパイラをシステムにコピーし、それを実行して .proto ファイルを .map
ファイルにコンパイルします。
telemetry_protoc

telemetry_protoc -f <input_file> -o <output_file>

次に例を示します。
telemetry_protoc -f generic_counters.proto -o generic_counters.map

3

.map

ファイルを ルータの /telemetry/gpb/maps/ ディレクトリにコピーします。

4 ポリシー ファイルをルータにコピーします。
5 テレメトリ ポリシーを設定します。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 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

（注）

自動生成された .proto ファイルの一部を編集することで、次の要件に対応することができま
す。
• 必要のないフィールドを削除し、不要なデータをストリーミングしないことで、パフォー
マンスを向上させる。
• 他のベンダーや以前のバージョンのファイルなど、他のソースのデータに一致するフィー
ルドを変更する。
.proto

ファイルで編集可能な部分を次の出力に示します。

Router# telemetry generate gpb-encoding path
"RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.GenericCounters"
file disk0:generic_counters.proto
//The part of the autogenerated message that can be edited//
message ifstatsbag_generic {
option (cisco_msg).schema_path =
"RootOper.InfraStatistics.Interface.Latest.GenericCounters";
optional string interface_name = 1
[(cisco_field).path_element="RootOper.InfraStatistics.Interface(InterfaceName)"];
optional uint64 packets_received = 50 [(cisco_field).name="PacketsReceived"];
optional uint64 bytes_received = 51 [(cisco_field).name="BytesReceived"];
optional uint64 packets_sent = 52 [(cisco_field).name="PacketsSent"];
optional uint64 bytes_sent = 53 [(cisco_field).name="BytesSent"];
...
}

GPB エンコーダのメッセージ形式の詳細については、GPB メッセージ形式, （17 ページ）
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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 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:
30s
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
| Max (s) | Err

| Avg (s)
|

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

|

0.000 |

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

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, （18 ページ）を参照してください。
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テレメトリの設定
ポリシーのアクティブ化の確認
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第

3

章

テレメトリストリーミングのコアコンポー
ネント
テレメトリ データのストリーミングに使用される 3 つのコア コンポーネントは次のとおりです。
• テレメトリ ポリシー ファイル, 13 ページ
• テレメトリ エンコーダ, 15 ページ
• テレメトリ レシーバ, 18 ページ

テレメトリ ポリシー ファイル
テレメトリ ポリシー ファイルは、生成してレシーバにプッシュするテレメトリ データの種類を
指定するために使用されます。ユーザがポリシー ファイルを定義します。ポリシーは .policy 拡張
子付きのテキスト ファイルに JSON 形式で保存する必要があります。複数のポリシー ファイルを
定義して、ルータ ファイル システムの /telemetry/policies/ フォルダにインストールでき
ます。
ポリシー ファイルには以下が含まれます。
• 1 つ以上の収集グループ。1 つの収集グループには、異なるインターバルでストリーミング
されるさまざまなデータが含まれています。
• グループごとの秒単位の時間。
• グループごとの 1 つ以上のパス。
• ポリシーに関するバージョン、説明、およびその他の詳細情報を含むメタデータ。
ポリシー ファイルの構文
次に、ポリシー ファイルの例を示します。
{
"Name": "NameOfPolicy",
"Metadata": {
"Version": 25,
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"Description": "This is a sample policy to demonstrate the syntax",
"Comment": "This is the first draft",
"Identifier": "<data that may be sent by the encoder to the mgmt stn"
},
"CollectionGroups": {
"FirstGroup": {
"Period": 30,
"Paths": [
"RootOper.MemorySummary.Node",
"RootOper.RIB.VRF",
"..."
]
},
"SecondGroup": {
"Period": 300,
"Paths": [
"RootOper.Interfaces.Interface"
]
}
}
}

ポリシー ファイルの構文には以下が含まれています。
• Name：ポリシーの名前。上記の例では、ポリシーは NameOfPolicy.policy という名前のファ
イルに保存されます。ポリシーの名前はファイル名と一致する必要があります（.policy 拡張
子を除く）。大文字と小文字のアルファベット（A ~ Z、a ~ z）、および数字（0 ~ 9）を含め
ることができます。ポリシー名は大文字と小文字が区別されます。
• Metadata：ポリシーに関する情報。メタデータには、バージョン番号、日付、説明、作成
者、著作権情報、その他のポリシーを特定する詳細情報を含めることができます。次のフィー
ルドはポリシーを特定するのに重要です。
• Description：show policies コマンド内に表示されます。
• Version および Identifier：すべてのテレメトリ メッセージのメッセージ ヘッダーの一部
として受信側に送信されます。
• CollectionGroups：グループ名をそれらに関する情報にマップするエンコーダ オブジェクト。
収集グループの名前には、大文字と小文字のアルファベット（A ~ Z、a ~ z）および数字（0
~ 9）を含めることができ、大文字と小文字は区別されます。
• Period：各収集グループの連鎖的動作。この期間で、データが照会されてレシーバに送信さ
れる頻度を秒単位で指定します。この値は 5 ~ 86400 秒の範囲内に収める必要があります。
• Paths：ストリーミングされてレシーバに送信されるデータの 1 つ以上のスキーマ パス。次
に例を示します。
RootOper.InfraStatistics.Interface(*).Latest.GenericCounters

スキーマ パス
スキーマパスを使用してテレメトリデータを収集します。参考のため、いくつかのパスのリスト
を次のテーブルに示します。
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表 1：スキーマ パス

動作

Path

インターフェイス運用データ

RootOper.Interfaces.Interface(*)

パケット/バイト カウンタ

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

パケット/バイト レート

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

IPv4 パケット/バイト カウンタ

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

MPLS の統計情報

• RootOper.MPLS_TE.Tunnels.TunnelAutoBandwidth
• RootOper.MPLS_TE.P2P_P2MPTunnel.TunnelHead
• RootOper.MPLS_TE.SignallingCounters.HeadSignallingCounters

QOS の統計情報

• RootOper.QOS.Interface(*).Input.Statistics
• RootOper.QOS.Interface(*).Output.Statistics

BGP データ

RootOper.BGP.Instance({'InstanceName':
'default'}).InstanceActive.DefaultVRF.Neighbor([*])

テレメトリ エンコーダ
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、レシーバに送信しま
す。
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。
• ポリシーが明示的に定義されるように指定する
• 対象のすべてのポリシーを登録する
テレメトリは次の 2 つのタイプのエンコーダをサポートしています。
• JavaScript Object Notation（JSON）エンコーダ
このエンコーダは 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。CLI および XML で設定でき、特定の
ポリシーに合わせて登録することができます。設定はポリシー グループにグループ化されま
す。各ポリシー グループには、1 つ以上のポリシーと 1 つ以上の宛先が含まれます。
• Google Protocol Buffers（GPB）エンコーダ
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このエンコーダは代替の符号化メカニズムを提供し、UDP を使用して GPB 形式でデータを
ストリーミングします。CLI および XML で設定でき、JSON と同じポリシー ファイルを使用
します。また、データを GPB 形式に変換するには、コンパイルされた .proto ファイル形式の
メタデータが GPB エンコーダに必要です。

JSON メッセージ形式
JSON エンコーダは zlib によって圧縮された JSON オブジェクトのシーケンスとしてデータを TCP
接続を介して送信します。JSON エンコーダはシンプルなタイプ/長さ/値（TLV）ベースのワイヤ
形式を使用します。
• 最初の 4 バイトはメッセージの長さです。
• メッセージ他の部分は TLV で構成されます。各 TLV の構成は次のとおりです。
• 32 ビットのビッグエイディアンとして符号化されたタイプ。
• 32 ビットのビッグエイディアンとして符号化された長さ。
• 値、タイプと長さに応じた形式。
TLV は以下から構成されます。
タイプ

名前

長さ

1

リセットコンプレッサ 0

値なし

2

JSON メッセージ

Zlib で圧縮された JSON メッセー
ジ

変数

値

トップレベル JSON オブジェクトは次のとおりです。
{
"Policy": "<name-of-policy>",
"Version": "<policy-version>",
"Identifier": "<data from policy file>"
"Data": { … object as above … }
}

JSON メッセージはルータのデータ モデルの階層を反映しています。階層は次のように構成され
ています。
• コンテナ：タイプに応じて異なるノードがあります。
• テーブル：テーブルにもノードがありますが、子ノードの数は異なる場合があり、同じタイ
プである必要があります。
• リーフ：整数や文字列などのデータ値を含んでいます。
スキーマ オブジェクトは次のように JSON にマップされます。
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• 各コンテナは JSON オブジェクトにマップされます。キーはノードのスキーマ名を表す文字
列です。この値はノードの値を表します。
• また、テーブルを表すために JSON オブジェクトも使用されます。この場合は、キーは文字
列形式に変換される命名情報に基づきます。
• リーフのデータ型は次のようにマップされます。
• 簡単な文字列、整数、およびブール値は直接マッピングされます。
• 列挙値は値の文字列表現として保存されます。
• IP アドレスなどのその他のシンプルなデータ型は文字列としてマップされます。
例
{
"Policy": "my_policy",
"Version": "1.0",
"Identifier": "string from policy file"
"Data": {
"Interfaces": {
"GigabitEthernet0/0/0/1": {
"Counters": {
"Protocols": {
"IPv4": {
"CollectionTime": 12345678,
"InputPkts": 100,
"InputBytes": 200,
}
}
}
},
"GigabitEthernet0/0/0/2": {
"Counters": {
"Protocols": {
"IPv4": {
"CollectionTime": 12345678,
"InputPkts": 400,
"InputBytes": 500,
}
}
}
}
}
}
}
}

GPB メッセージ形式
GPB エンコーダの出力は GPB によって全体的に構成され、単一のパケット内に複数のテーブルを
許可して拡張性を持たせています。
例
次の .proto ファイルは、エンコーダによって送信されるすべてのパケットに共通するヘッダーを
示しています。
message TelemetryHeader {
optional uint32 encoding = 1
optional string policy_name = 2;
optional string version = 3;
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optional string identifier = 4;
optional uint64 start_time = 5;
optional uint64 end_time = 6;
repeated TelemetryTable tables = 7;
}
message TelemetryTable {
optional string policy_path = 1;
repeated bytes row = 2;
}

値は次のとおりです。
• encoding は、レシーバが使用してパケットが有効かどうかを確認します。
• policiy_name、version、および identifier は、ポリシー ファイルから取得したメタデータです。
• start_time と end_time は、データが収集された時間です。
• tables はパケット内のテーブルのリストです。この形式は、1 つのパケットで複数のスキーマ
パスの結果を受け取ることができることを示します。
• 各テーブルの値は、次のとおりです。
• policy_path はスキーマ パスです。
• row は、符号化された GPB を表す 1 つ以上のバイト配列です。

テレメトリ レシーバ
テレメトリ レシーバは、宛先として使用してストリーミングされたデータを保存します。ユーザ
がこのレシーバを定義します。
GPB レシーバ用のコードをコンパイルするには、cisco.proto ファイルのコピーが必要です。
cisco.proto ファイルは
http://github.com/cisco/logstash-codec-bigmuddy-network-telemetry-gpb/tree/master/resources/xr6.0.0 で入
手できます。
標準のプロトコル コンパイラを使用します。次に例を示します。
protoc --python_out . -I=/sw/packages/protoc/current/google/include/:. generic_counters.proto
ipv4_counters.proto

値は次のとおりです。
• --python_out <out_dir> で、結果の生成されたファイルの場所を指定します。これらのファイ
ルの形式は <name>_pb2.py です。
• -I <import_path> で、インポートを検索するパスを指定します。これには、Google からの
descriptor.proto の場所を含める必要があります。（in /sw/packages）および cisco.proto

とコンパイルされた .proto ファイル。上記の例で示したすべてのファイルがローカル ディレ
クトリに存在します。
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