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はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

• 対象読者, xi ページ

• 表記法, xi ページ

• Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの関連資料, xii ページ

• マニュアルに関するフィードバック, xiii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xiii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusスイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者
を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x    
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説明表記法

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す

べき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォン
トで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screenフォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screenフォント
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

!、#

Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチの関連資料
Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ全体のマニュアルセットは、次の URLにあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html
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マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What'sNew inCiscoProductDocumentation』を参照してください。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.htmlから入手できます。

『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、RSSフィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用して、コ
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSSフィードは無料のサービスです。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 6.x』に記載されてい
る新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
この表は、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x』の新機能および変
更された機能の概要と、その参照先を示しています。

表 1：新機能および変更された機能

参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

XML管理インターフェイ
ス, （73ページ）

7.0(3)I4(1)XML管理インターフェイス
を使用したデバイス設定が

追加されました。

XML管理インターフェイス

Nexusアプリケーション開
発 - SDK, （131ページ）

7.0(3)i2(1)Cisco SDKは、Yocto 1.2に
基づいた開発キットです。

このキットには、Cisco
Nexusスイッチ上で実行す
るアプリケーションの構築

に必要なすべてのツールが

含まれています。

Nexusアプリケーション開
発
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参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

カーネルスタック, （111
ページ）

7.0(3)i2(1)一般的な Linux APIを使用
して、ルートおよび前面パ

ネルのポートを管理しま

す。

カーネルスタック

Nexusアプリケーション開
発 - ISO, （141ページ）

7.0(3)i2(1)ISOイメージは、ブート可
能なWind River 5環境であ
り、構築に必要なツール、

ライブラリ、ヘッダーとと

もに、Cisco Nexusスイッチ
上でネイティブに実行する

RPMパッケージのサード
パーティ製アプリケーショ

ンが含まれます。

ISO

iPXE, （107ページ）7.0(3)i2(1)オープンソースのネット

ワークブートファームウェ

ア。

iPXE

Cisco NX-OSでの Chefクラ
イアントの使用 , （145ペー
ジ）

7.0(3)i2(1)Chefは、Chef Software, Inc.
が開発したオープンソース

のソフトウェアパッケージ

です。

Chef

Puppetエージェント, （149
ページ）

7.0(3)i2(1)Puppet Labsによって開発さ
れた Puppetソフトウェア
パッケージは、構成設定な

どのデバイス状態を適用す

ることにより、サーバおよ

びその他のリソースを管理

するためのオープンソース

自動化ツールセットです。

Puppet

サードパーティ製アプリ

ケーション, （115ページ）
7.0(3)i2(1)オープンソースアプリケー

ションが追加されました。

サードパーティ製アプリ

ケーション

ゲストシェル 2.1, （35
ページ）

7.0(3)i2(1)ゲストシェル 2.0へのアッ
プデート

ゲストシェル

iPXE, （107ページ）7.0(3)i2(1)オープンソースのネット

ワークブートファームウェ

ア。

iPXE
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参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

カーネルスタック, （111
ページ）

7.0(3)i2(1)一般的な Linux APIを使用
して、ルートおよび前面パ

ネルのポートを管理しま

す。

カーネルスタック

7.0(3)I1(1)リリース 6.x以降のアップ
デートなし
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プログラマビリティの概要
Cisco 9000シリーズデバイス上で実行されている Cisco Nexus NX-OSソフトウェアには、以下の
ような特徴があります。

•復元力

ビジネスクラスのクリティカルな可用性を提供します。

•モジュール型

ビジネスニーズに応じた拡張が可能です。

•高いプログラマビリティ

アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）による迅速な自動化およびオー
ケストレーションを実現します。

• Secure

データと動作が保護され、維持されます。

•フレキシブル

新しいテクノロジーの導入および有効化が可能です。

•スケーラブル

ビジネスとその要件に対応して拡大できます。

•簡単な管理
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必要な学習量の削減、導入のシンプル化、簡単な管理が実現します。

CiscoNX-OSオペレーティングシステムにより、デバイスはユニファイドファブリックモードで
機能し、プログラム可能な自動化機能によるネットワーク接続が実現します。

CiscoNX-OSには、オープンソースソフトウェア（OSS）とともに、自動化、オーケストレーショ
ン、プログラマビリティ、監視、コンプライアンスサポートを提供する商用テクノロジーが含ま

れています。

Open NX-OSの詳細については、http://opennxos.cisco.comを参照してください。

標準的なネットワーク管理機能
• SNMP（v1、v2c、v3）

• Syslog

• RMON

• NETCONF

• CLIおよび CLIスクリプト

高度な自動化機能
デバイス上の拡張 Cisco NX-OSは、自動化をサポートします。プラットフォームには、PowerOn
Auto Provisioning（POAP）のサポートが含まれます。

PowerOn Auto Provisioning のサポート
PowerOnAuto Provisioning（POAP）は、ネットワークに初めてCisco Nexusデバイスをする際に、
ソフトウェアイメージのインストールやアップグレードのプロセス、およびコンフィギュレー

ションファイルのインストールプロセスを自動化します。ネットワーク容量を拡張するために必

要な手動作業が削減されます。

POAP機能を備えたCiscoNexusデバイスは、起動時にスタートアップコンフィギュレーションが
見つからないと、POAPモードを開始します。デバイスは、DHCPサーバを検索し、インターフェ
イス IPアドレス、ゲートウェイアドレス、およびDNSサーバ IPアドレスを自身で設定します。
デバイスは TFTPサーバの IPアドレスまたは HTTPサーバの URLを取得し、コンフィギュレー
ションスクリプトをダウンロードします。このスクリプトはデバイスをイネーブルにして、適切

なソフトウェアイメージとコンフィギュレーションファイルをダウンロードしてインストールし

ます。

POAPに関する詳細については、『CiscoNexus 9000 Series NX-OSFundamentals ConfigurationGuide』
を参照してください。
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OpenStack の統合
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、OpenStack Networking（別名 Neutron）用の Cisco Nexusプ
ラグインをサポートします（http://www.cisco.com/web/solutions/openstack/index.html）。このプラグ
インにより、Infrastructure as a Service（IaaS）ネットワークを構築し、クラウドネットワークを導
入できます。OpenStackを使用して、オンデマンド、セルフサービス、マルチテナントのコンピュー
ティングインフラストラクチャを構築できます。ただし、仮想インフラストラクチャと物理イン

フラストラクチャをまたいでOpenStackのVLANネットワーキングモデルを実装する場合は、困
難をともなうことがあります。

OpenStackNetworkingの拡張可能なアーキテクチャは、ネットワークを直接設定するプラグインを
サポートします。ただし、ネットワークプラグインを使用すると、そのプラグインの対象テクノ

ロジーのみが設定されます。VLANを実行している複数のホスト間で OpenStackクラスタを実行
している場合、一般的なプラグインでは、仮想ネットワークインフラストラクチャか物理ネット

ワークのいずれかを設定できますが、両方を設定することはできません。

Cisco Nexusプラグインでは、物理ネットワークインフラストラクチャおよび仮想ネットワーク
インフラストラクチャの両方の設定がサポートされているため、この困難な問題が解決されます。

Cisco Nexusプラグインは、OpenStack Networkingの APIコールに対応し、ネットワーク設定プロ
トコル（NETCONF）を使用して Cisco Nexusデバイスおよびハイパーバイザで稼働する Open
vSwitch（OVS）を設定します。CiscoNexusプラグインでは、物理ネットワークと仮想ネットワー
クの両方でVLANを設定できます。また、VLANIDが不要になったときにそれらをデプロビジョ
ニングし、可能な限りそれらを新しいテナントに再度割り当てることにより、限られたVLAN ID
の割り当ても行います。VLANは、同じテナントネットワークに属する複数の仮想（コンピュー
ティング）ホスト上で実行される仮想マシンが物理ネットワーク経由で透過的に通信できるよう

に設定されます。また、コンピューティングホストから物理ネットワークへの接続がトランキン

グされ、仮想スイッチによってホスト上に設定されたVLANからのトラフィックのみを許可する
ことが可能になります。

次の表に、OpenStack Networking用の Cisco Nexusプラグインの機能を示します。

表 2：OpenStack Neutron Networking（Neutron）用の Cisco Nexus プラグインの機能の概要

Cisco Nexus プラグイン説明考慮事項

ネットワーキングAPIコールに
対応し、物理スイッチおよび仮

想スイッチの両方を設定しま

す。

VLANは、物理ネットワークと
仮想ネットワークの両方で設定

される必要があります。

OpenStack Networkingは、一度
に1つのプラグのみをサポート
します。ネットワークのどの部

分を手動で設定するかを選択す

る必要があります。

仮想ホスト間でのテナント

VLANの拡張
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Cisco Nexus プラグイン説明考慮事項

テナントネットワークの作成

時や破棄時にスイッチ間で

VLANのプロビジョニングやデ
プロビジョニングを行うことに

よって、限られた VLAN IDを
効率的に使用します。

すべてのスイッチで VLAN ID
を静的にプロビジョニングする

と、使用可能な VLAN IDのす
べてが急速に消費されます。そ

の結果、拡張性が制限され、ブ

ロードキャストストームに対

してネットワークが脆弱になり

ます。

限られた VLAN IDの効率的な
使用

Nexusプラグインドライバを通
じて、仮想ホストに接続されて

いるスイッチポートに、テナ

ントネットワーク固有のVLAN
を動的にプロビジョニングしま

す。

すべての物理スイッチで利用可

能なすべての VLANを静的に
プロビジョニングする必要があ

ります。この作業は手動で行う

ため、エラーが多発します。

トップオブラック（ToR）ス
イッチでのテナント VLANの
簡単な設定

ホストで設定されたネットワー

クに対応する VLANのみに対
して、仮想ホストに接続されて

いるスイッチポートを設定し

ます。この機能により、ポート

と VLANの正確な関連付けが
実現します。

仮想ホストに接続されたスイッ

チポートがすべての VLANに
対応するように設定されます。

即座にハードウェアの限界に達

します。

VLAN IDのインテリジェント
な割り当て

Cisco Nexus 2000シリーズファ
ブリックエクステンダのサポー

トにより、大規模なマルチラッ

ク導入が可能になり、アグリ

ゲーションスイッチの VLAN
設定が不要になります。

コンピューティングホストを

複数のラックで実行する場合、

Top-of-Rack型スイッチを完全
にメッシュするか、アグリゲー

ションスイッチを手動でトラ

ンクする必要があります。

大規模なマルチラック導入を実

現するアグリゲーションスイッ

チの VLAN設定

プログラマビリティのサポート
Cisco Nexus 9000シリーズデバイス上の Cisco NX-OSは、プログラマビリティの向上に役立つ以
下の機能をサポートしています。

• NX-APIのサポート

• Pythonスクリプティング

• TCLスクリプティング

• Broadcomシェル
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• Bash

•ゲストシェル

NX-API のサポート
Cisco NX-APIは、Cisco Nexus 9000シリーズプラットフォームへの HTTPベースのプログラムに
よるアクセスを可能にします。このサポートは、オープンソースWebサーバである NX-APIに
よって実現します。NX-APIは、Webベースの APIを使用した Cisco NX-OS CLIの設定と管理の
機能を提供します。XMLまたは JSON形式でAPIコールの出力を公開するようにデバイスを設定
できます。この APIにより、Cisco Nexus 9000シリーズプラットフォームでの迅速な開発が可能
になります。

Python スクリプティング
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、インタラクティブモードと非インタラクティブ（スクリ
プト）モードの両方で、Python v2.7.5をサポートします。

デバイス上で Pythonスクリプト機能を使用することで、さまざまなタスクを実行するためのス
イッチの CLIや、Power On Auto Provisioning（POAP）または Embedded Event Manager（EEM）ア
クションへのプログラムによるアクセスが実現します。Cisco NX-OS CLIのリターンテキストま
たは JSON出力を呼び出す Pythonコールに応答します。

Pythonインタープリタは Cisco NX-OSソフトウェアに含まれています。

TCL スクリプティング
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、TCL（Tool Command Language）をサポートしています。
TCLは、スイッチの CLIコマンドをより柔軟に使用できるスクリプト言語です。tclを使用して
showコマンドの出力の特定の値を抽出したり、スイッチを設定したり、Cisco NX-OSコマンドを
ループで実行したり、スクリプトで EEMポリシーを定義したりすることができます。

Broadcom シェル
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスの前面パネルおよびファブリックモジュールラインカードに
は、BroadcomNetwork Forwarding Engines（NFE）が含まれています。これらのNFEからBroadcom
コマンドラインシェル（bcm-shell）にアクセスできます。

Bash
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、Bourne-Again SHell（Bash）の直接アクセスをサポートし
ています。Bashを使用することにより、デバイスの基盤となる Linuxシステムにアクセスし、シ
ステムを管理できます。
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ゲストシェル

Cisco Nexus 9000シリーズデバイスでは、ホストの Cisco Nexus 9000 NX-OSソフトウェアから分
離されたホストシステム上のLinux実行空間へのBashアクセスを提供するゲストシェルをサポー
トします。ゲストシェルを使用することで、ホストのシステムソフトウェアに影響を与えずに、

ソフトウェアパッケージを追加したり、必要に応じてライブラリを更新できます。
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Bash について
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、NX-OS CLIのほかに Bourne-Again SHell（Bash）へのアク
セスもサポートしています。Bashは、入力されたコマンドまたはシェルスクリプトから読み取ら
れたコマンドを解釈します。Bashを使用することにより、デバイスの基盤となる Linuxシステム
へのアクセスや、システムの管理を実行できます。

注意事項と制約事項
Bashシェルには次の注意事項と制約事項があります。

• /isanフォルダにあるバイナリは、runbashコマンドから入力されたシェルの環境とは異な
る方法でセットアップされた環境で実行するためのものです。この環境での動作は予測でき

ないため、Bashシェルのこれらのバイナリを使用しないことが推奨されます。
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Bash へのアクセス
Cisco NX-OSでは、Bashは Cisco NX-OS dev-opsロールや Cisco NX-OS network-adminロールに関
連付けられたユーザアカウントからアクセスできます。

次の例は、dev-opsロールと network-adminロールの権限を示しています。
switch# show role name dev-ops

Role: dev-ops
Description: Predefined system role for devops access. This role
cannot be modified.
Vlan policy: permit (default)
Interface policy: permit (default)
Vrf policy: permit (default)
-------------------------------------------------------------------
Rule Perm Type Scope Entity
-------------------------------------------------------------------
4 permit command conf t ; username *
3 permit command bcm module *
2 permit command run bash *
1 permit command python *

switch# show role name network-admin

Role: network-admin
Description: Predefined network admin role has access to all commands
on the switch
-------------------------------------------------------------------
Rule Perm Type Scope Entity
-------------------------------------------------------------------
1 permit read-write

switch#

Bashは、feature bash-shellコマンドを実行することによって有効になります。

runbashコマンドを実行すると、Bashがロードされ、そのユーザのホームディレクトリで開始さ
れます。

次の例は、Bashシェル機能を有効にする方法と、Bashを実行する方法を示しています。
switch# configure treminal
switch(config)# feature bash-shell
switch# run?
run Execute/run program
run-script Run shell scripts

switch# run bash?
bash Linux-bash

switch# run bash
bash-4.2$ whoami
admin
bash-4.2$ pwd
/bootflash/home/admin
bash-4.2$
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Bashコマンドは、run bashcommandコマンドでも実行できます。

次に、run bashcommandコマンドの例を示します。
run bash whoami

また、ユーザに対して shelltypeを設定することにより、Bashシェルに入ることもできます。
username foo shelltype bash

このコマンドを実行すると、Bashシェルに直接移動できます。

（注）

ルートへの権限の昇格
管理者ユーザの権限により、ルートアクセスの権限を昇格できます。

次に、権限昇格のガイドラインを示します。

•管理者ユーザのみが権限をルートに昇格できます。

•権限の昇格前に Bashを有効化しておく必要があります。

•ルートへの昇格はパスワードで保護されています。

次の例は、権限をルートに昇格する方法と昇格の検証方法を示しています。

switch# run bash
bash-4.2$ sudo su root

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

Password:

bash-4.2# whoami
root
bash-4.2# exit
exit

Bash コマンドの例
ここでは、Bashコマンドと出力の例を示します。

システム統計情報の表示

次に、システム統計情報を表示する例を示します。

switch# run bash
bash-4.2$ cat /proc/meminfo
<snip>

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x    
13

Bash
ルートへの権限の昇格



MemTotal: 16402560 kB
MemFree: 14098136 kB
Buffers: 11492 kB
Cached: 1287880 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 1109448 kB
Inactive: 717036 kB
Active(anon): 817856 kB
Inactive(anon): 702880 kB
Active(file): 291592 kB
Inactive(file): 14156 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 32 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 527088 kB
Mapped: 97832 kB
<\snip>

CLI からの Bash の実行
次の例は、run bashcommandコマンドを使用して、CLIから Bashコマンドを実行する方法を示し
ています。

switch# run bash ps -el
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD
4 S 0 1 0 0 80 0 - 528 poll_s ? 00:00:03 init
1 S 0 2 0 0 80 0 - 0 kthrea ? 00:00:00 kthreadd
1 S 0 3 2 0 80 0 - 0 run_ks ? 00:00:56 ksoftirqd/0
1 S 0 6 2 0 -40 - - 0 cpu_st ? 00:00:00 migration/0
1 S 0 7 2 0 -40 - - 0 watchd ? 00:00:00 watchdog/0
1 S 0 8 2 0 -40 - - 0 cpu_st ? 00:00:00 migration/1
1 S 0 9 2 0 80 0 - 0 worker ? 00:00:00 kworker/1:0
1 S 0 10 2 0 80 0 - 0 run_ks ? 00:00:00 ksoftirqd/1

Bash からの Python の実行
次の例は、Pythonをロードし、Pythonスクリプトを使用してスイッチを設定する方法を示してい
ます。

switch# run bash
bash-4.2$ python
Python 2.7.5 (default, Oct 8 2013, 23:59:43)
[GCC 4.7.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from cisco import *
>>> from cisco.vrf import *
>>> from cisco.interface import *
>>> vrfobj=VRF('myvrf')
>>> vrfobj.get_name()
'myvrf'
>>> vrfobj.add_interface('Ethernet1/3')
True
>>> intf=Interface('Ethernet1/3')
>>> print intf.config()

!Command: show running-config interface Ethernet1/3
!Time: Mon Nov 4 13:17:56 2013

version 6.1(2)I2(1)

interface Ethernet1/3
vrf member myvrf
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>>>

RPM の管理

Bash からの RPM のインストール

手順

目的コマンドまたはアクション

スイッチにインストールされたNX-OS機能
の RPMのリストが表示されます。

sudo yum installed | grepplatformステップ 1   

使用可能なRPMのリストが表示されます。sudo yum list availableステップ 2   

使用可能な RPMをインストールします。sudo yum -y installrpmステップ 3   

次に、bfd RPMのインストール例を示します。
bash-4.2$ sudo yum list installed | grep n9000
base-files.n9000 3.0.14-r74.2 installed
bfd.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
core.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
eigrp.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
eth.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
isis.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
lacp.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
linecard.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
lldp.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
ntp.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
nxos-ssh.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
ospf.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
perf-cisco.n9000_gdb 3.12-r0 installed
platform.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
shadow-securetty.n9000_gdb 4.1.4.3-r1 installed
snmp.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
svi.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
sysvinit-inittab.n9000_gdb 2.88dsf-r14 installed
tacacs.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
task-nxos-base.n9000_gdb 1.0-r0 installed
tor.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
vtp.lib32_n9000 1.0.0-r0 installed
bash-4.2$ sudo yum list available
bgp.lib32_n9000 1.0.0-r0
bash-4.2$ sudo yum -y install bfd

起動中のスイッチのリロード時、永続化されたRPMが yumコマンドではなく、rpmを使用し
てインストールされます。したがって、rpmステータスのリストには、yumbashまたは install
CLIコマンドを使用した最初のインストール元の reponameや filenameではなく、installedが
表示されます。

（注）
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RPM のアップグレード

はじめる前に

Yumリポジトリには、新しいバージョン RPMが必要です。

手順

目的コマンドまたはアクション

インストール済みのRPMをアップグレー
ドします。

sudo yum -y upgraderpmステップ 1   

次に、bfd RPMのアップグレード例を示します。
bash-4.2$ sudo yum -y upgrade bfd

RPM のダウングレード

手順

目的コマンドまたはアクション

Yumリポジトリのいずれかに下位バージョンの
RPMがある場合は、RPMをダウングレードし
ます。

sudo yum -y downgraderpmステップ 1   

次の例は、bfd RPMをダウングレードする方法を示しています。
bash-4.2$ sudo yum -y downgrade bfd

RPM の削除

SNMP RPMおよび NTP RPMは保護されており、削除できません。

これらの RPMはアップグレードまたはダウングレードできます。アップグレードまたはダウ
ングレードを有効にするには、システムのリロードが必要です。

保護された rpmの一覧は /etc/yum/protected.d/protected_pkgs.confで確認できま
す。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

RPMを削除します。sudo yum -y eraserpmステップ 1   

次の例は、bfd RPMを削除する方法を示しています。
bash-4.2$ sudo yum -y erase bfd

SDK または ISO で構築されたサードパーティプロセスの
永続的なデーモン化

アプリケーションに startup bashスクリプトがあり、このスクリプトが
/etc/init.d/application_nameにインストールされていることが必要です。この startup bashス
クリプトは、次の一般形式であることが必要です（この形式の詳細については、http://linux.die.net/
man/8/chkconfigを参照してください）。
#!/bin/bash
#
# <application_name> Short description of your application
#
# chkconfig: 2345 15 85
# description: Short description of your application
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides: <application_name>
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $named
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network
# Description: Short description of your application
### END INIT INFO
# See how we were called.
case "$1" in
start)
# Put your startup commands here
# Set RETVAL to 0 for success, non-0 for failure
;;
stop)
# Put your stop commands here
# Set RETVAL to 0 for success, non-0 for failure
;;
status)
# Put your status commands here
# Set RETVAL to 0 for success, non-0 for failure
;;
restart|force-reload|reload)
# Put your restart commands here
# Set RETVAL to 0 for success, non-0 for failure
;;
*)
echo $"Usage: $prog {start|stop|status|restart|force-reload}"
RETVAL=2
esac

exit $RETVAL
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ネイティブ Bash シェルからのアプリケーションの永続的
な起動

手順

ステップ 1 上述の手順で作成してアプリケーション起動 Bashスクリプトを /etc/init.d/application_name
にインストールします

ステップ 2 /etc/init.d/application_name startを使用してアプリケーションを起動します

ステップ 3 chkconfig --addapplication_nameと入力します

ステップ 4 chkconfig --level 3application_nameonと入力します
実行レベル 3は、標準のマルチユーザ実行レベルであり、スイッチの通常実行レベルです。

ステップ 5 chkconfig --listapplication_nameを実行して、アプリケーションがレベル 3で実行されるようにス
ケジュールされていることを確認し、レベル 3がオンに設定されていることを確認します

ステップ 6 アプリケーションが /etc/rc3.dにリストされていることを確認します。「S」の後に数字、そ
の後にアプリケーション名（この例では tcollector）、および ../init.d/application_nameにあ
る bash起動スクリプトへのリンクという形式で表示されます。

bash-4.2# ls -l /etc/rc3.d/tcollector
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Sep 25 22:56 /etc/rc3.d/S15tcollector -> ../init.d/tcollector

bash-4.2#

ネイティブ Bash シェルのアプリケーション例
次の例は、ネイティブ Bashシェル内のアプリケーションを示しています。
bash-4.2# cat /etc/init.d/hello.sh
#!/bin/bash

PIDFILE=/tmp/hello.pid
OUTPUTFILE=/tmp/hello

echo $$ > $PIDFILE
rm -f $OUTPUTFILE
while true
do

echo $(date) >> $OUTPUTFILE
echo 'Hello World' >> $OUTPUTFILE
sleep 10

done
bash-4.2#
bash-4.2#
bash-4.2# cat /etc/init.d/hello
#!/bin/bash
#
# hello Trivial "hello world" example Third Party App
#
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# chkconfig: 2345 15 85
# description: Trivial example Third Party App
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides: hello
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $named
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network
# Description: Trivial example Third Party App
### END INIT INFO

PIDFILE=/tmp/hello.pid

# See how we were called.
case "$1" in
start)

/etc/init.d/hello.sh &
RETVAL=$?

;;
stop)

kill -9 `cat $PIDFILE`
RETVAL=$?

;;
status)

ps -p `cat $PIDFILE`
RETVAL=$?

;;
restart|force-reload|reload)

kill -9 `cat $PIDFILE`
/etc/init.d/hello.sh &
RETVAL=$?

;;
*)
echo $"Usage: $prog {start|stop|status|restart|force-reload}"
RETVAL=2
esac

exit $RETVAL
bash-4.2#
bash-4.2# chkconfig --add hello
bash-4.2# chkconfig --level 3 hello on
bash-4.2# chkconfig --list hello
hello 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
bash-4.2# ls -al /etc/rc3.d/*hello*
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 27 18:00 /etc/rc3.d/S15hello -> ../init.d/hello
bash-4.2#
bash-4.2# reboot

リロード後

bash-4.2# ps -ef | grep hello
root 8790 1 0 18:03 ? 00:00:00 /bin/bash /etc/init.d/hello.sh
root 8973 8775 0 18:04 ttyS0 00:00:00 grep hello
bash-4.2#
bash-4.2# ls -al /tmp/hello*
-rw-rw-rw- 1 root root 205 Sep 27 18:04 /tmp/hello
-rw-rw-rw- 1 root root 5 Sep 27 18:03 /tmp/hello.pid
bash-4.2# cat /tmp/hello.pid
8790
bash-4.2# cat /tmp/hello
Sun Sep 27 18:03:49 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:03:59 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:04:09 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:04:19 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:04:29 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:04:39 UTC 2015
Hello World
bash-4.2#
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第 4 章

NX-API CLI

• NX-API CLIについて, 21 ページ

• NX-API CLIの使用, 23 ページ

• NX-API応答コードの表, 31 ページ

NX-API CLI について
NX-API CLIは、Cisco Nexus 9000シリーズCLIシステムの拡張であり、XML出力をサポートしま
す。NX-API CLIは、特定コマンドに対して JSON出力形式もサポートしています。

Cisco Nexusデバイスでは、コマンドラインインターフェイス（CLI）はデバイス上のみで実行さ
れます。NX-API CLIは HTTP/HTTPSを使用してスイッチの外部で CLIを使用できるようにする
ことで、これらのCLIのアクセシビリティを向上します。この拡張は、CiscoNexus 9000シリーズ
デバイス上の既存の Cisco Nexusの CLIシステムに使用できます。NX-API CLIは、showコマン
ド、設定、Linux Bashをサポートします。

NX-API CLIは、JSON-RPCをサポートします。

Transport
NX-APIでは、トランスポート層として HTTPまたは HTTPSを使用します。CLIは、HTTPまた
は HTTPS POSTの本体にエンコードされます。

NX-APIは、ホスト上またはゲストシェル内でネイティブに動作するアプリケーションの UNIX
ドメインソケットを通じてサポートされます。

NX-APIバックエンドは、Nginx HTTPサーバを使用します。Nginxプロセスおよびその子プロセ
スのすべては、Linuxcgroupの保護が適用され、CPUおよびメモリ使用率の上限が設定されます。
Nginxのメモリ使用量が cgroupの限度を超えると、Nginxプロセスの再起動と復元が行われます。
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メッセージ形式

NX-APIは、Cisco Nexus 9000シリーズの CLIシステムの拡張であり、XML出力をサポートしま
す。NX-APIは、特定のコマンドの JSON出力形式もサポートしています。

（注） • NX-APIの XML出力には、わかりやすい形式で情報が示されます。

• NX-APIの XMLは、Cisco NX-OS NETCONF実装に直接マッピングするわけではありま
せん。

• NX-APIの XML出力は、JSONに変換できます。

セキュリティ

NX-APIは、HTTPSをサポートしています。HTTPSを使用する場合、デバイスへのすべての通信
は暗号化されます。

NX-APIは、デバイスの認証システムに統合されています。ユーザは、NX-API経由でデバイスに
アクセスするための適切なアカウントを持つ必要があります。NX-APIでは、HTTP基本認証を使
用します。すべての要求の HTTPヘッダーには、ユーザ名とパスワードが含まれる必要がありま
す。

ユーザのログイン資格情報を保護するには、HTTPSの使用を検討する必要があります。（注）

feature manager CLIコマンドを使用して、NX-APIを有効化できます。NX-APIはデフォルトでは
無効化されています。

ユーザが初めて認証に成功したときに、NX-APIは、nxapi_authというセッションベースのCookie
を提供します。デバイスに送信される後続の NX-API要求のすべてには、セッション Cookieとと
もに、ユーザ名とパスワードが含まれます。ユーザ名とパスワードをセッションCookieとともに
使用することにより、完全な認証プロセスの再実行が省略されます。セッションCookieが後続の
要求に含まれていない場合は、別のセッション Cookieが要求され、認証プロセスで提供されま
す。不要な認証プロセスの回避は、デバイスの負荷軽減に役立ちます。

nxapi_auth Cookieは、600秒（10分）で期限切れとなります。この値は固定されており、変
更できません。

（注）

NX-APIは、スイッチ上の Programmable Authentication Module（PAM）を使用して認証を行い
ます。Cookieを使用して PAMの認証数を減らすことにより、PAMの負荷が軽減されます。

（注）
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NX-API CLI の使用
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスのコマンド、コマンドタイプ、出力タイプは、HTTP/HTTPs
POSTの本体にCLIをエンコードすることによって、NX-APIを使用して入力されます。要求に対
する応答は、XMLまたは JSONの出力形式で返されます。

NX-APIの応答コードの詳細については、NX-API応答コードの表, （31ページ）を参照して
ください。

（注）

NX-API CLIは、ローカルアクセスに対してデフォルトで有効化されています。リモート HTTP
アクセスは、デフォルトで無効化されています。

次の例は、NX-APIサンドボックスの設定および起動の方法を示しています。

•管理インターフェイスを有効にします。
switch# conf t
switch(config)# interface mgmt 0
switch(config)# ip address 198.51.100.1/24
switch(config)# vrf context managment
switch(config)# ip route 203.0.113.1/0 1.2.3.1

• NX-API nxapi機能を有効にします。
switch# conf t
switch(config)# feature nxapi

次の例は、要求と XML形式の応答を示しています。

要求：

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ins_api>
<version>0.1</version>
<type>cli_show</type>
<chunk>0</chunk>
<sid>session1</sid>
<input>show switchname</input>
<output_format>xml</output_format>

</ins_api>

応答：

<?xml version="1.0"?>
<ins_api>
<type>cli_show</type>
<version>0.1</version>
<sid>eoc</sid>
<outputs>
<output>
<body>
<hostname>switch</hostname>

</body>
<input>show switchname</input>
<msg>Success</msg>
<code>200</code>

</output>
</outputs>

</ins_api>
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次の例は、要求と JSON形式の応答を示しています。

要求：

{
"ins_api": {

"version": "0.1",
"type": "cli_show",
"chunk": "0",
"sid": "session1",
"input": "show switchname",
"output_format": "json"

}
}

応答：

{
"ins_api": {

"type": "cli_show",
"version": "0.1",
"sid": "eoc",
"outputs": {

"output": {
"body": {

"hostname": "switch"
},
"input": "show switchname",
"msg": "Success",
"code": "200"

}
}

}
}

NX-API サンプルスクリプト
サンプルスクリプトは、NX-APIでどのようにスクリプトが使用されるかを示しています。スク
リプトは、https://github.com/datacenter/nexus9000/tree/master/nx-os/nxapi/check_cableから入手できま
す。

•ケーブルチェッカー（check_cable.py）

•ケーブルチェッカーのブループリント（connectivity.json）

• UDSでの NX-APIの使用（rest_client.py）

NX-API サンドボックス
NX-APIサンドボックスは、HTTPまたは HTTPSを使用して Cisco Nexus 9000シリーズデバイス
のコマンド、コマンドタイプ、出力タイプを入力する場合に使用するWebベースのユーザイン
ターフェイスです。要求を送信すると、出力応答が表示されます。

デフォルトでは、NX-APIは無効化されています。スイッチで feature manager CLIコマンドを使
用して NX-APIの有効化を開始します。次に、nxapi sandboxコマンドで NX-APIを有効化しま
す。

ブラウザを使用して NX-APIサンドボックスにアクセスします。
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NX-APIサンドボックスを使用する場合、Firefoxブラウザのリリース 24.0以降を使用すること
が推奨されます。

（注）

次の例は、NX-APIサンドボックスの設定および起動の方法を示しています。

•管理インターフェイスを有効にします。
switch# conf t
switch(config)# interface mgmt 0
switch(config)# ip address 198.51.100.1/24
switch(config)# vrf context managment
switch(config)# ip route 203.0.113.1/0 1.2.3.1

• NX-API nxapi機能を有効にします。
switch# conf t
switch(config)# feature nxapi
switch(config)# nxapi sandbox

•ブラウザを開いてhttp://mgmt-ipと入力し、NX-APIサンドボックスを起動します。次の図は、
要求と出力応答の例です。

図 1：要求と出力応答の例を示した NX-API サンドボックス

NX-APIサンドボックスでは、上部のペインにコマンド、コマンドタイプ、出力タイプを指定し
ます。リクエストを送信するには、左ペインの上の [POST Request]ボタンをクリックします。要
求要素の簡単な説明が左ペインの下に表示されます。

要求が送信された後、出力応答が右側のペインに表示されます。

NX-APIを管理するコマンドの説明および要求と出力応答の要素に関する説明については、以降の
項で示します。

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x    
25

NX-API CLI
NX-API サンドボックス



NX-API 管理コマンド
次の表に示す CLIコマンドを使用して、NX-APIの有効化や管理を行えます。

表 3：NX-API 管理コマンド

説明NX-API 管理コマンド

NX-APIを有効化します。feature nxapi

NX-APIを無効化します。no feature nxapi

ポートを指定します。nxapi {http|https} portport

HTTP/HTTPSを無効化します。no nxapi {http|https}

ポート情報を表示します。show nxapi

次のいずれかのアップロードを指定します。

• httpscrtが指定されている場合は HTTPS証明書。

• httpskeyが指定されている場合は HTTPSキー。

nxapi certificate {httpscrt |httpskey}

証明書を有効化します。nxapi certificateenable

デフォルト VRF、管理 VRF、または名前付き VRFを指
定します。

CiscoNX-OSリリース 7.0(3)I2(1)では、nginxは
1つの VRFのみをリスニングします。

（注）

nxapi use-vrfvrf

NX-API 要求要素
NX-API要求要素は、XML形式または JSON形式でデバイスに送信されます。要求の HTTPヘッ
ダーにより、要求のコンテンツタイプが特定される必要があります。

次の表に示す NX-API要素を使用して CLIコマンドを指定できます。

表 4：NX-API 要求要素

説明NX-API 要求要素

NX-APIのバージョンを指定します。version
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説明NX-API 要求要素

実行するコマンドのタイプを指定します。

次のタイプのコマンドがサポートされます。

• cli_show

構造化された出力を示す CLI showコマンド。コマン
ドが XML出力をサポートしない場合、エラーメッ
セージが返されます。

• cli_show_ascii

ASCII出力を示す CLI showコマンド。これは、ASCII
出力を解析する既存のスクリプトに合わせられます。

ユーザは、最小限の変更で既存のスクリプトを使用で

きます。

• cli_conf

CLI設定コマンド。

• bash

Bashコマンド。ほとんどの非インタラクティブ bash
コマンドは、NX-APIでサポートされています。

（注） •各コマンドは、現在のユーザ権限でのみ実行
できます。

•メッセージタイプが ASCIIの場合、出力で
パイプオペレーションがサポートされます。

出力が XML形式の場合、パイプオペレー
ションはサポートされません。

•最大10個の連続した showコマンドがサポー
トされます。showコマンドの数が10個を超
えると、11番目以降のコマンドは無視され
ます。

•インタラクティブコマンドはサポートされ
ません。

type
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説明NX-API 要求要素

一部の showコマンドは、多数の出力を返すことができま
す。コマンド全体が完了する前に出力の処理を開始する

NX-APIクライアントでは、NX-APIは showコマンドの出
力チャンクをサポートします。

チャンクの有効化または無効化には、次の設定を使用しま

す。

出力をチャンクしない。0

出力をチャンクする。1

showコマンドのみがチャンクをサポートします。
連続して showコマンドが入力された場合、最初
のコマンドのみがチャンクされて返されます。

出力メッセージの形式は XMLです（XMLがデ
フォルト）。特殊文字（<や >など）は有効な
XMLメッセージになるように変換されます（<
は &ltに変換され、>は &gtに変換されます)。

チャンクされた出力は、XML SAXを使用して解
析できます。

（注）

チャンクを有効化すると、メッセージ形式はXML
に限定されます。チャンクが有効化されている場

合、JSON出力形式はサポートされません。

（注）

chunk

セッション ID要素は、応答メッセージがチャンクされて
いる場合のみ有効です。メッセージの次のチャンクを取得

するには、前の応答メッセージの sidと一致するように sid
を指定する必要があります。

sid
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説明NX-API 要求要素

inputには、1つまたは複数のコマンドを含むことができま
す。ただし、異なるメッセージタイプに属するコマンドを

混同することはできません。たとえば、showコマンドは
cli_showメッセージタイプであり、cli_confモードではサ
ポートされません。

bashを除き、複数のコマンドは「 ;」で区切りま
す（;の前後にそれぞれ 1つの空白文字が必要で
す）。

bashの場合、複数のコマンドは「;」で区切りま
す（;の前後に空白文字を加えません）。

（注）

次に、複数のコマンドの例を示します。

show version ; show interface brief ; show
vlan

cli_show

interface Eth4/1 ; no shut ; switchportcli_conf

cd /bootflash;mkdir new_dirbash

input

使用可能な出力メッセージ形式は次のとおりです。

出力を XML形式で指定します。xml

出力を JSON形式で指定します。json

Cisco Nexus 9000シリーズのCLIは、XML出力を
サポートします。これは、JSON出力が XMLか
ら変換されることを意味します。この変換はス

イッチで処理されます。

コンピューティングのオーバーヘッドを管理する

ために、JSON出力の処理は出力の量によって決
定されます。出力が 1 MBを超える場合、出力は
XML形式で返されます。出力がチャンクされる
場合は、XML出力のみがサポートされます。

HTTP/HTTPSヘッダー内のコンテンツタイプヘッ
ダーは、応答形式のタイプを示しています（XML
または JSON）。

（注）

output_format
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NX-API 応答要素
CLIコマンドに応答する NX-API要素を次の表に示します。

表 5：NX-API 応答要素

説明NX-API 応答要素

NX-APIのバージョン。version

実行するコマンドのタイプ。type

応答のセッション ID。この要素は、応答メッセージがチャンクさ
れている場合のみ有効です。

sid

すべてのコマンド出力を囲むタグ。

複数のコマンドが cli_showまたは cli_show_asciiに存在する場合、
各コマンドの出力は単一の outputタグで囲まれます。

メッセージタイプが cli_confまたは bashの場合、cli_confおよび
bashコマンドにはコンテキストが必要であるため、すべてのコマ
ンドに対して単一の outputタグが使用されます。

outputs

単一のコマンド出力を含むタグ。

メッセージタイプが cli_confおよび bashの場合、この要素にはす
べてのコマンドの出力が含まれています。

output

要求で指定された単一のコマンドを囲むタグ。この要素は、要求

入力要素を適切な応答出力要素に関連付けるために役立ちます。

input

コマンド応答の本文。body

コマンドの実行から返されるエラーコード。

NX-APIは、Hypertext Transfer Protocol（HTTP）のステータスコー
ドレジストリ

（http://www.iana.org/assignments/http-status-codes/http-status-codes.xhtml）
に記載されている標準 HTTPエラーコードを使用します。

code

返されたエラーコードに関連付けられているエラーメッセージ。msg
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NX-API 応答コードの表
以下の NX-APIエラー、エラーコード、NX-API応答のメッセージが表示される可能性がありま
す。

以下の NX-APIエラー、エラーコード、NX-API応答のメッセージが表示される可能性がありま
す。

標準の HTTPエラーコードは、Hypertext Transfer Protocol（HTTP）のステータスコードレジ
ストリ（http://www.iana.org/assignments/http-status-codes/http-status-codes.xhtml）で確認できま
す。

（注）

表 6：NX-API 応答コード

メッセージコードNX-API応答

成功。200SUCCESS

要求によって出力が別の場所にパイプされ

ました。

204CUST_OUTPUT_PIPED

入力された Bashコマンドのエラー。400BASH_CMD_ERR

チャンクは 1つのコマンドに対してのみ許
可されます。

400CHUNK_ALLOW_ONE_CMD_ERR

CLI実行エラー。400CLI_CLIENT_ERR

入力された CLIコマンドのエラー。400CLI_CMD_ERR

要求メッセージが無効です。400IN_MSG_ERR

inputコマンドがありません。400NO_INPUT_CMD_ERR

権限が拒否されました。401PERM_DENY_ERR

設定モードでshowが許可されていません。405CONF_NOT_ALLOW_SHOW_ERR

showモードでは設定が許可されていませ
ん。

405SHOW_NOT_ALLOW_CONF_ERR

連続した showコマンドの数が最大数を超
えました。最大値は 10です。

413EXCEED_MAX_SHOW_ERR
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応答のサイズが大きすぎます。413MSG_SIZE_LARGE_ERR

バックエンド処理エラー。500BACKEND_ERR

システム内部のファイル操作エラー。500FILE_OPER_ERR

システム内部の LIBXML NSエラー。500LIBXML_NS_ERR

システム内部の LIBXML解析エラー。500LIBXML_PARSE_ERR

システム内部のLIBXMLパスコンテキスト
エラー。

500LIBXML_PATH_CTX_ERR

システム内部のメモリ割り当てエラー。500MEM_ALLOC_ERR

入力またはキャッシュからユーザが見つか

りません。

500USER_NOT_FOUND_ERR

XMLから JSONへの変換エラー。500XML_TO_JSON_CONVERT_ERR

Bashコマンドはサポートされていません。501BASH_CMD_NOT_SUPPORTED_ERR

チャンクでは、XML出力のみが許可されて
います。

501CHUNK_ALLOW_XML_ONLY_ERR

出力が大きいため JSONはサポートされて
いません。

501JSON_NOT_SUPPORTED_ERR

メッセージタイプはサポートされていませ

ん。

501MSG_TYPE_UNSUPPORTED_ERR

パイプオペレーションはサポートされてい

ません。

501PIPE_OUTPUT_NOT_SUPPORTED_ERR

入力では、パイプXMLは許可されません。501PIPE_XML_NOT_ALLOWED_IN_INPUT

応答の出力が大きすぎます。JSONはサポー
トされていません。

501RESP_BIG_JSON_NOT_ALLOWED_ERR

サポートされていない構造化出力です。501STRUCT_NOT_SUPPORTED_ERR

未定義600ERR_UNDEFINED
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第 5 章

NX-API REST

• NX-API RESTについて, 33 ページ

NX-API REST について
NX-API REST

リリース 7.0(3)I2(1)では、NX-API REST SDKが追加されています。

CiscoNexusデバイスでは、そのデバイスのみで動作するコマンドラインインターフェイス（CLI）
を使用して設定が行われます。NX-API RESTは、以下の機能を持つHTTP/HTTPSAPIを提供する
ことで、Nexus設定のアクセシビリティを向上します。

•専用 CLIをスイッチ外部でも利用可能にする。

•設定アクションを比較的少数のHTTP/HTTPSオペレーションに組み合わせることにより、多
数の CLIコマンドの発行を必要とする設定を可能にする。

NX-APIRESTは、showコマンド、基本的および詳細なスイッチ設定、およびLinuxBashをサポー
トします。

NX-API RESTでは、トランスポート層として HTTPまたは HTTPSを使用します。CLIは、HTTP
または HTTPS POSTの本体にエンコードされます。NX-API RESTバックエンドは、Nginx HTTP
サーバを使用します。Nginxプロセスおよびその子プロセスのすべては、Linux cgroupの保護が適
用され、CPUおよびメモリ使用率の上限が設定されます。Nginxのリソース使用量が cgroupの限
度を超えると、Nginxプロセスの再起動と復元が行われます。

Cisco 3000および 9000シリーズ NX-API REST SDKの詳細については、https://opennxos.cisco.com/
public/api/nxapi-rest/を参照してください。
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第 6 章

ゲストシェル 2.1

• ゲストシェルについて, 35 ページ

• ゲストシェルへのアクセス, 36 ページ

• ゲストシェルの機能, 36 ページ

• ゲストシェルに使用するリソース, 42 ページ

• 仮想サービスのセキュリティポスチャ , 42 ページ

• ゲストファイルシステムのアクセス制限 , 44 ページ

• 注意事項と制約事項, 45 ページ

• ゲストシェルの管理, 48 ページ

• 仮想サービスおよびゲストシェル情報の検証, 53 ページ

• ゲストシェルからのアプリケーションの永続的起動, 55 ページ

• ゲストシェルからアプリケーションを永続的に起動する手順, 56 ページ

• ゲストシェルのアプリケーション例, 56 ページ

ゲストシェルについて
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、基盤となる Linux環境でのNX-OS CLIおよび Bashへのア
クセスに加えて、「ゲストシェル」と呼ばれる Linux Container（LXC）内で実行される切り離さ
れた実行空間へのアクセスをサポートします。

ネットワーク管理者は、ゲストシェル内から以下の機能を実行できます。

• Linuxネットワークインターフェイスを通じたネットワークアクセス

• Cisco Nexus 9000ブートフラッシュへのアクセス

• Cisco Nexus 9000 volatile tmpfsへのアクセス

• Cisco Nexus 9000 CLIへのアクセス
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• Cisco NX-API RESTへのアクセス

• Pythonスクリプトのインストールおよび実行の機能

• 32ビットおよび 64ビットの Linuxアプリケーションのインストールおよび実行の機能

ネイティブホストシステムから実行空間を切り離すことによって、他の Linuxコンテナで実行し
ているホストシステムやアプリケーションに影響を与えることなく、アプリケーションの要件に

適合するように Linux環境をカスタマイズできます。

NX-OSデバイスでは、Linuxコンテナのインストールおよび管理は、仮想サービスコマンドを使
用して実行されます。ゲストシェルは、仮想サービスの showコマンドの出力に表示されます。

デフォルトでは、ゲストシェルは、有効化されている場合、RAMの約 5 MBおよびブートフ
ラッシュの 200 MBを占有します。Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I2(1)以降は、ゲストシェルは
RAMの約 35 MBを占有します。ゲストシェルを使用しない場合は、guestshell destroyコマン
ドを使用すると、リソースを再利用できます。

（注）

ゲストシェルへのアクセス
Cisco NX-OSでは、ゲストシェルにアクセスできるのはネットワーク管理者です。ゲストシェル
は、システムで自動的に有効化され、run guestshellコマンドを使用してアクセスできます。これ
らのコマンドは、run bashコマンドと整合しており、これらのコマンドは、ゲストシェル内で
NX-OS CLIコマンドの run guestshellcommand形式を使用して発行できます。

ゲストシェルは、Cisco Nexus 9000の場合は自動的に有効化されますが、Cisco Nexus 3000の
場合は有効化されません。

（注）

switch# run guestshell ls -al /bootflash/*.ova
-rw-rw-rw- 1 2002 503 117616640 Aug 21 18:04 /bootflash/chef.ova
-rw-rw-rw- 1 2002 503 83814400 Aug 21 18:04 /bootflash/pup.ova
-rw-rw-rw- 1 2002 503 40724480 Apr 15 2012 /bootflash/red.ova

ゲストシェルで実行中のユーザには、ネットワーク管理者レベルの権限が与えられています。（注）

ゲストシェルの機能
ゲストシェルでは、多数のユーティリティと機能がデフォルトで使用できます。

ゲストシェルには、このディストリビューション向けにビルドされたソフトウェアパッケージを

Yumでインストールする機能を提供する CentOS 7 Linuxで実装されます。ゲストシェルには、
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ネットワークデバイスに不可欠とされる一般的なツール（net-tools、iproute、tcpdump、OpenSSH
など）が事前に実装されています。PIPと同様、追加の Pythonパッケージのインストール用に、
Python 2.7.5がデフォルトで含まれています。

デフォルトのゲストシェルは、64ビットの実行空間です。32ビットのサポートが必要な場合は、
glibc.i686パッケージを Yumでインストールすることができます。

ゲストシェルは、スイッチの管理ポートとデータポートを表示するために使用される Linuxネッ
トワークインターフェイスにアクセスできます。標準的な Linuxメソッドおよびユーティリティ
（ifconfig、ethtoolなど）を使用してカウンタを収集できます。インターフェイスが NX-OS CLI
のVRF内に配置されている場合、LinuxネットワークインターフェイスはそのVRFのネットワー
ク名前空間に配置されます。名前空間は /var/run/netnsに存在し、ip netnsユーティリティ
は、異なる名前空間のコンテキストで実行する場合に使用できます。ユーティリティ chvrfおよ
び vrfinfoの 2つは、異なる名前空間で実行し、プロセスが実行されている namespace/vrfに関す
る情報を取得する際の利便性を向上するために提供されています。

systemdは、ゲストシェルを含む CentOS環境のサービスを管理するために使用されます。

ゲストシェルでの NX-OS CLI
ゲストシェルでは、ユーザがゲストシェル環境からホストネットワーク要素に NX-OSコマンド
を発行するためのアプリケーションを利用できます。dohostアプリケーションは、任意の有効な
NX-OS設定や execコマンドを受付け、これらをホストネットワーク要素に発行します。

dohostコマンドを呼び出す場合、各NX-OSコマンドを一重引用符または二重引用符で囲みます。

dohost "<NXOS CLI>"

NX-OS CLIはチェーン化が可能です。

[guestshell@guestshell ~]$ dohost "sh lldp time | in Hold" "show cdp global"
Holdtime in seconds: 120
Global CDP information:
CDP enabled globally
Refresh time is 21 seconds
Hold time is 180 seconds
CDPv2 advertisements is enabled
DeviceID TLV in System-Name(Default) Format
[guestshell@guestshell ~]$

NX-OSCLIは、各コマンドの間にセミコロンを追加するというNX-OSスタイルのコマンドチェー
ン化テクニックを使用してチェーン化することもできます（セミコロンの両側にはスペースが必

要です）。

[guestshell@guestshell ~]$ dohost "conf t ; cdp timer 13 ; show run | inc cdp"
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cdp timer 13
[guestshell@guestshell ~]$
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ホストで dohostコマンドを使用して発行されたコマンドは、ネットワーク管理者レベルの権
限で実行されます。

NX-APIに対する UDP接続数が許容最大数である場合、dohostコマンドは失敗します。

（注）

ゲストシェルでのネットワークアクセス

NX-OSスイッチポートは、Linuxネットワークインターフェイスとしてゲストシェルに表示され
ます。/proc/net/devの view statsのような標準的な Linuxメソッドは、ifconfigから ethtoolまですべ
てサポートされています。

ゲストシェルには、多数の標準的なネットワークユーティリティがデフォルトで含まれており、

これらは chvrfvrfcommandコマンドを使用して、さまざまな VRFで使用されます。
[guestshell@guestshell bootflash]$ ifconfig Eth1-47
Eth1-47: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 13.0.0.47 netmask 255.255.255.0 broadcast 13.0.0.255
ether 54:7f:ee:8e:27:bc txqueuelen 100 (Ethernet)
RX packets 311442 bytes 21703008 (20.6 MiB)
RX errors 0 dropped 185 overruns 0 frame 0
TX packets 12967 bytes 3023575 (2.8 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ゲストシェル内では、ネットワーク状態のモニタリングが可能ですが、変更はできません。ネッ

トワークの状態を変更するには、NX-OS CLIまたはホストの bashシェルで適切な Linuxユーティ
リティを使用してください。

tcpdumpコマンドは、ゲストシェルでパッケージ化されており、管理ポートまたはスイッチポー
ト上のパントされたトラフィックのパケットトレースが可能です。

sudo ip netns exec management pingユーティリティは、特定のネットワーク名前空間のコンテキ
ストでコマンドを実行するための一般的な方法です。これにより、ゲストのシェル内で以下の機

能を実行できます。

[guestshell@guestshell bootflash]$ sudo ip netns exec management ping 10.28.38.48
PING 10.28.38.48 (10.28.38.48) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.28.38.48: icmp_seq=1 ttl=48 time=76.5 ms

chvrfユーティリティは、利便性向上を目的として提供されています。
guestshell@guestshell bootflash]$ chvrf management ping 10.28.38.48
PING 10.28.38.48 (10.28.38.48) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.28.38.48: icmp_seq=1 ttl=48 time=76.5 ms

chvrfコマンドなしで動作するコマンドは、デフォルト VRFのコンテキスト内で実行されま
す。

（注）

たとえば、管理 VRFを通じて IPアドレス 10.0.0.1の pingを実行する場合、コマンドは
chvrfmanagementping 10.0.0.1となります。scpや sshなど、その他のユーティリティも同様です。
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例：

switch# guestshell
[guestshell@guestshell ~]$ cd /bootflash
[guestshell@guestshell bootflash]$ chvrf management scp foo@10.28.38.48:/foo/index.html
index.html
foo@10.28.38.48's password:
index.html 100% 1804 1.8KB/s 00:00
[guestshell@guestshell bootflash]$ ls -al index.html
-rw-r--r-- 1 guestshe users 1804 Sep 13 20:28 index.html
[guestshell@guestshell bootflash]$
[guestshell@guestshell bootflash]$ chvrf management curl cisco.com
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://www.cisco.com/">here</a>.</p>
</body></html>
[guestshell@guestshell bootflash]$

システム上の VRFの一覧を取得するには、show vrfコマンドを NX-OSからネイティブに実行す
るか、dohostコマンド経由で実行します。

例：

[guestshell@guestshell bootflash]$ dohost 'sh vrf'
VRF-Name VRF-ID State Reason
default 1 Up --
management 2 Up --
red 6 Up --

ゲストシェル内では、VRFと関連付けられたネットワーク名前空間が実際に使用される名前空間
です。存在しているネットワーク名前空間を確認するだけなら、次の方法が便利です。

[guestshell@guestshell bootflash]$ ls /var/run/netns
default management red
[guestshell@guestshell bootflash]$

ゲストシェル内からドメイン名を解決するには、リゾルバを設定する必要があります。ゲスト

シェルで /etc/resolv.confファイルを編集し、ネットワークに対して適切な DNSネームサーバとド
メインを含めます。

例：

nameserver 10.1.1.1
domain cisco.com

ネームサーバおよびドメイン情報は、NX-OS設定から設定された内容と一致する必要がありま
す。

例：

switch(config)# ip domain-name cisco.com
switch(config)# ip name-server 10.1.1.1
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# ip domain-name cisco.com
switch(config-vrf)# ip name-server 10.1.1.1

Cisco Nexus 9000デバイスが HTTPプロキシサーバを使用するネットワーク内にある場合、
http_proxyおよび https_proxyの環境変数をゲストシェル内でも設定する必要があります。
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例：

export http_proxy=http://proxy.esl.cisco.com:8080
export https_proxy=http://proxy.esl.cisco.com:8080

これらの環境変数は、その永続性を保証するように、.bashrcファイルまたは適切なスクリプトで
設定する必要があります。

ゲストシェルでのブートフラッシュへのアクセス

ネットワーク管理者は、NX-OS CLIコマンドを使用する以外に、Linuxコマンドおよびユーティ
リティでもファイルを管理できます。ネットワークの管理者は、ゲストシェル環境の /bootflash
にシステムブートフラッシュを配置することによって、Linuxコマンドを使用して、これらのファ
イルを操作できます。

例：

find . –name “foo.txt”
rm “/bootflash/junk/foo.txt”

ゲストシェルにおける Python
Pythonは対話形式で使用できますが、Pythonスクリプトをゲストシェルで実行することもできま
す。

例：

guestshell:~$ python
Python 2.7.5 (default, Jun 24 2015, 00:41:19)
[GCC 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
guestshell:~$

Pip Python Package Managerはゲストシェルに含まれており、これにより、ネットワーク管理者は
新規の Pythonパッケージをインストールできます。

例：

先に sudo suコマンドを入力した後で、pip installコマンドを入力する必要があります。（注）

[guestshell@guestshell ~]$ sudo su
[root@guestshell guestshell]# pip install Markdown
Collecting Markdown
Downloading Markdown-2.6.2-py2.py3-none-any.whl (157kB)
100% |################################| 159kB 1.8MB/s
Installing collected packages: Markdown
Successfully installed Markdown-2.6.2
[root@guestshell guestshell]# pip list | grep Markdown
Markdown (2.6.2)
[root@guestshell guestshell]#
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ゲストシェルでの RPM のインストール
/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repoファイルは、デフォルトでCentOSミラーリストを使用するよう
にセットアップされています。変更が必要な場合は、ファイル内の指示に従ってください。

Yumは、yumrepo_x86_64.repoファイルを変更するか、新規の .repoファイルを repos.d
ディレクトリに追加することにより、いつでも複数のリポジトリをポイントできます。

ゲストシェル2.1内にインストールされるアプリケーションの場合は、http://mirror.centos.org/centos/
7/os/x86_64/Packages/の CentOS 7 repoに移動してください。

Yumは、依存関係を解決し、必要なパッケージのすべてをインストールします。
[guestshell@guestshell ~]$ sudo chvrf management yum -y install glibc.i686
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: bay.uchicago.edu
* extras: pubmirrors.dal.corespace.com
* updates: mirrors.cmich.edu
Resolving Dependencies
"-->" Running transaction check
"--->" Package glibc.i686 0:2.17-78.el7 will be installed
"-->" Processing Dependency: libfreebl3.so(NSSRAWHASH_3.12.3) for package:
glibc-2.17-78.el7.i686
"-->" Processing Dependency: libfreebl3.so for package: glibc-2.17-78.el7.i686
"-->" Running transaction check
"--->" Package nss-softokn-freebl.i686 0:3.16.2.3-9.el7 will be installed
"-->" Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

============================================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
============================================================================================================================================================================
Installing:
glibc i686 2.17-78.el7 base 4.2 M
Installing for dependencies:
nss-softokn-freebl i686 3.16.2.3-9.el7 base 187 k

Transaction Summary
============================================================================================================================================================================
Install 1 Package (+1 Dependent package)

Total download size: 4.4 M
Installed size: 15 M
Downloading packages:
Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.
(1/2): nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.i686.rpm | 187 kB 00:00:25
(2/2): glibc-2.17-78.el7.i686.rpm | 4.2 MB 00:00:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 145 kB/s | 4.4 MB 00:00:30
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.i686 1/2
Installing : glibc-2.17-78.el7.i686 2/2
error: lua script failed: [string "%triggerin(glibc-common-2.17-78.el7.x86_64)"]:1: attempt
to compare number with nil
Non-fatal "<"unknown">" scriptlet failure in rpm package glibc-2.17-78.el7.i686
Verifying : glibc-2.17-78.el7.i686 1/2
Verifying : nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.i686 2/2

Installed:
glibc.i686 0:2.17-78.el7

Dependency Installed:
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nss-softokn-freebl.i686 0:3.16.2.3-9.el7

Complete!

パッケージのインストールや実行のためにゲストシェルのルートファイルシステムの容量拡

大が必要になった場合には、guestshell resize roofssize-in-MBコマンドを使用して、ファイルシ
ステムのサイズを拡大してください。

（注）

一部のリポジトリのオープンソースソフトウェアパッケージは、ホストシステムの整合性を

保護するための制約の結果として、ゲストシェルで期待通りのインストールまたは実行され

ないことがあります。

（注）

ゲストシェルに使用するリソース
デフォルトでは、ゲストシェルのリソースは、通常のスイッチの動作に使用可能なリソースに対

してほどんど影響しません。ネットワーク管理者がゲストシェルに追加のリソースを要求する場

合には、guestshell resize {cpu | memory | rootfs}コマンドでこれらの制限を変更できます。

最小/最大デフォルトResource

1/ %1 %CPU

256/3840 MB256 MBメモリ

200/2000 MB200 MBストレージ

CPUの制限は、システム内の他のコンピューティング負荷との競合があるときに、ゲストシェル
内で実行するタスクに与えられるシステムのコンピューティング容量のパーセンテージを表しま

す。CPUリソースの競合がない場合、ゲストシェル内のタスクは制限されません。

リソース割り当ての変更後には、ゲストシェルの再起動が必要です。これは、guestshell reboot
コマンドで実行できます。

（注）

仮想サービスのセキュリティポスチャ
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスでのゲストシェルおよび仮想サービスの使用は、ネットワー
ク管理者がシステムの機能を管理または拡張するための数多くの手段の内の 2つにすぎません。
これらの選択肢は、ネイティブホストコンテキストから切り離された実行環境の提供を目的とし
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たものです。この分離により、ネイティブ実行環境との互換性がない可能性のあるソフトウェア

のシステムへの導入が可能になります。また、システムの動作、パフォーマンス、拡張を阻害し

ない環境でのソフトウェアの実行も可能になります。

デジタル署名付きアプリケーションパッケージ

シスコの各種ネットワーク要素はデフォルトで、アプリケーションが有効なシスコデジタル署名

を実行時に提供することを要求します。シスコデジタル署名により、シスコが開発したパッケー

ジとアプリケーションの整合性が確保されます。

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチは、署名なしのOVAソフトウェアパッケージの対応として、
署名レベルのポリシーの設定をサポートします。署名なしのパッケージとシスコの署名付きのパッ

ケージを仮想サービスの作成に使用するために、ネットワーク管理者は次のような設定ができま

す。

virtual-service
signing level unsigned

ゲストシェルのソフトウェアパッケージにはシスコの署名があり、この設定は不要です。（注）

カーネル脆弱性パッチ

シスコでは、既知の脆弱性に対応するプラットフォームのアップデートで、関連の Common
Vulnerabilities and Exposures（CVE）に対応しています。

ASLR X および X-Space のサポート
Cisco Nexus 9000 NX-OSは、ランタイムの保護に Address Space Layout Randomization（ASLR）お
よびExecutableSpaceProtection（X-Space）の使用をサポートします。シスコの署名付きのパッケー
ジ内のソフトウェアは、この機能を利用します。他のソフトウェアがシステムにインストールさ

れている場合、これらのテクノロジーをサポートするホスト OSおよび開発ツールチェーンを使
用してシステムを構築することが推奨されます。この推奨に従うことで、ソフトウェアが原因で

潜在的な侵入者がアクセス可能になる攻撃対象を狭めることができます。

Root ユーザの制約事項
セキュアなコード開発のためのベストプラクティスとして、割り当てられたタスクの実行に必要

な最小限の権限でアプリケーションを実行することが推奨されます。意図しないアクセスを回避

するために、ゲストシェルに追加するソフトウェアは、このベストプラクティスに従う必要があ

ります。
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仮想サービス内のすべてのプロセスには、Linux機能の縮小によって生じる制約事項があります。
アプリケーションでルート権限を必要とする動作を実行する場合、絶対にルートアクセスを必要

とする動作の最小セットのみにルートアカウントの使用を制限し、その他、アプリケーションが

そのモードで実行できる時間に対して厳密な制限を設けるなどの制御を適用します。

仮想サービス内のルートでドロップされる Linux機能は以下のとおりです。

CAP_SYS_PACCTCAP_MKNODCAP_SYS_BOOT

CAP_SYS_RESOURCECAP_MAC_OVERRIDECAP_SYS_MODULE

CAP_AUDIT_WRITECAP_SYS_RAWIOCAP_SYS_TIME

CAP_NET_ADMINCAP_SYS_NICECAP_AUDIT_CONTROL

CAP_SYS_PTRACECAP_MAC_ADMIN

仮想サービス内のルートとして、tmpfsおよび ramfsマウントと同様に、bindマウントを使用でき
ます。他のマウントは使用が制限されています。

名前空間の分離

ホストと仮想サービスは、別々の名前空間に分離されています。これは、仮想サービスの実行空

間をホストから分離するための基盤となります。名前空間の分離は、信頼境界間での偶発的また

は故意のデータ上書きによるデータ消失やデータ破壊からの保護に役立ちます。また、信頼境界

間のデータ漏えい防止によって、機密データの整合性が保証されます。ある仮想サービスのアプ

リケーションは別の仮想サービスのデータにアクセスできません。

ゲストファイルシステムのアクセス制限
仮想サービス内のファイルの整合性を維持するために、仮想サービスのファイルシステムはNX-OS
CLIからアクセスできないようになっています。特定の仮想サービスでファイルの変更を許可す
る場合は、変更を実現するための代替手段（yuminstall、scp、ftpなど）を提供する必要がありま
す。

ゲストシェルは、ホストシステムの bootflashを /bootflashにマウントします。ネットワー

ク管理者は、ゲストシェル内からNX-OS CLIまたは Linuxコマンドを使用してファイルにアクセ
スできます。

リソース管理

サービス拒否（DoS）攻撃は、マシンやネットワークリソースを本来の利用者が使用できないよ
うにしようとする試みです。不正動作や悪意のあるアプリケーションコードは、接続帯域幅、

ディスク容量、メモリ、その他のリソースの過剰消費を引き起こし、DoSにつながります。ホス
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トは、ホスト上のすべての仮想サービスにリソースを公平に割り当てるためのリソース管理機能

を提供します。

注意事項と制約事項
ゲストシェルには次の注意事項と制約事項があります。

•各スイッチにログインし、各ゲストシェル 1.0でカスタム作業を実行している場合は、リ
リース 7.0(3)i2(1)にアップグレードする前に、そのカスタムコンテンツをブートフラッシュ
またはオフボックスストレージに保存し、新しいイメージをブートした後、その固有のコン

テンツのコピーを戻す（またはブートフラッシュから使用する）ことをお勧めします。

• .confファイルのオフボックスリポジトリおよびゲストシェル 1.0にコンテンツをプルす
るユーティリティがある場合は、ゲストシェル 2.1で同じ導入手順を繰り返す必要がありま
す。導入スクリプトは、CentOSの違いに対応するように調整する必要があります。

•ゲストシェル 1.0の場合と同様に、Cisco Nexusデバイスのゲストシェル 2.1にアクセスする
CLIは、ホストシェルのアクセスに使用する runbashコマンドと並列実行する runguestshell
コマンドです。このコマンドでは、ゲストシェルにアクセスして bashプロンプトを取得し
たり、ゲストシェルのコンテキスト内でコマンドを実行することができます。このコマンド

は、デフォルトのネットワーク名前空間の localhostで使用可能なポートへのアクセスにパス
ワードなしの SSHを使用します。

事前設定された SSHのゲストシェル内へのアクセスを保護するために、多数の手法が使用
されています。

◦外部ネットワークからの接続試行を防ぐために、sshdは localhostでリスニングします

◦ sshdは、パスワードへのフォールバックなしのキーベースの認証用に設定されていま
す

◦アクセスに使用されるキーは、ゲストシェルが再起動されるたびに再生成され、ホスト
システムのルートプロセスのみが読み取りできます

◦ホスト上のキーが含まれるファイルは、ルートのみが読み取り可能です。これにより、
ホストの Bashにアクセスできる非特権ユーザがキーを使用してゲストシェルに接続す
ることを防止できます。

ネットワーク管理ユーザは、ゲストシェルで sshdの別のインスタンスを起動して、ゲスト
シェルへの直接的なリモートアクセスを許可できますが、ゲストシェルにログインするす

べてのユーザにネットワーク管理者権限が付与されます。

認証キーファイルのアクセス許可を設定してルートのみが読み取り可能にすることで、非

ネットワーク管理者ユーザがホストのBashシェルにアクセスし、コンテナ内への ssh接続を
試みて、コマンド権限を昇格することを防止できます。ホストのルートアクセス権を持つ

ユーザは、これをバイパスしたり、nsenterなどのユーティリティを使用して、任意の名前空
間のコンテキストで直接実行することができます。
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•ネットワーク状態のモニタリングは許可されますが、ネットワーク状態の変更は許可されま
せん。

管理ポートおよびスイッチポートでのパントされたパケットのキャプチャは許可されます

が、内部EOBCインターフェイス上でのパケットキャプチャまたは通信は許可されません。

これらを行う必要がある場合、次のホスト bashセッションを使用できます。

- configure "feature bash"

- exec "run bash"

•ゲストシェルは、ホストシステムの /etc/localtimeを共有します。

• Cisco Nexus 9000 NX-OSは、デフォルトで自動的にゲストシェルのインストールおよび有効
化を行います。ただし、ゲストシェルをサポートしないCiscoNX-OSイメージでデバイスが
リロードされる場合、既存のゲストシェルが自動的に削除さ

れ、%VMAN-2-INVALID_PACKAGEメッセージが発行されます。

RAMが 4 GBのシステムでは、ゲストシェルはデフォルトで有効化されませ
ん。guestshell enableコマンドを入力してインストールする必要があります。

（注）

ベストプラクティスとして、以前の Cisco NX-OSイメージをリロードする前に、guestshell
destroyコマンドでゲストシェルを削除してください。

install allコマンドを使用して、最新の Cisco NX-OSイメージとターゲットの Cisco NX-OSイ
メージとの互換性を検証します。

次に、互換性がないイメージの例を示します。

switch# install all nxos 9kpregs.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
uri is: /n9kpregs.bin
2014 Aug 29 20:08:51 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully activated virtual service 'guestshell+'
Verifying image bootflash:/n9kpregs.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "lcn9k" version info using image bootflash:/n9kpregs.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/n9kpregs.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "lcn9k" version info using image bootflash:/n9kpregs.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "lcn9k" version info using image bootflash:/n9kpregs.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/n9kpregs.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "lcn9k" version info using image bootflash:/n9kpregs.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "lcn9k" version info using image bootflash:/n9kpregs.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
"Running-config contains configuration that is incompatible with the new image (strict
incompatibility).
Please run 'show incompatibility-all nxos <image>' command to find out which feature
needs to be disabled.".
Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[# ] 0% -- FAIL.
Return code 0x42DD0006 ((null)).
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"Running-config contains configuration that is incompatible with the new image (strict
incompatibility).
Please run 'show incompatibility-all nxos <image>' command to find out
which feature needs to be disabled."
Service "vman" in vdc 1: Guest shell not supported, do 'guestshell destroy' to remove
it and then retry ISSU
Pre-upgrade check failed. Return code 0x42DD0006 ((null)).
switch#

•ゲストシェル2.1には、Guest ShellCentos 7.0ディストリビューション用に修正済みのCommon
Vulnerabilities and Exposures（CVE）が複数含まれています。ゲストシェル 2.0以降、新しい
機能は追加されていません。

•新しく Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの 7.0(3)I3(1)リリースをインストールすると、自
動的にゲストシェルバージョン 2.1が取得されます。

• 7.0(3)I2(2a)リリースから 7.0(3)I3(1)リリースにアップグレードすると、引き続き 7.0(3)I3(1)
リリースでゲストシェル 2.0が実行されます。

• guestshell upgradeコマンドを使用すると、ゲストシェルを 2.0から 2.1にアップグレードで
きます。

•ゲストシェル 2.1にアップグレードする前に、カスタムコンテンツ（該当する場合）をブー
トフラッシュまたはオフボックスストレージに保存し、アップグレード後に、その固有のコ

ンテンツのコピーを戻す（またはブートフラッシュから使用する）ことができます。

ゲストシェルは、システムイメージのアップグレード時に最新の2.Xリリースに自動的にアッ
プグレードされることはありません。これは、意図的にrootfsの内容を維持するための処置で
す。ゲストシェルをアップグレードすると、既存のrootfsが破棄され、最新版に置き換えられ
るためです。

（注）

ゲストシェルでの Common Vulnerabilities and Exposures のテスト
次の手順は、ゲストシェルのCommon Vulnerabilities and Exposures（CVE）による影響を判断し、
対処するために役立ちます。

手順

ステップ 1 CVE識別子（CVE-2014-9112）、影響を受けるパッケージ（cpio）、そのパッケージの該当バー
ジョン（2.11）を特定します。
この情報は、Webサイトで公開されています。

ステップ 2 影響を受けるパッケージバージョンがゲストシェル内にインストールされていることを確認しま

す。
[root@guestshell guestshell]# rpm -qa | grep cpio
cpio -2.11-22.el7.x86_64
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ステップ 3 インストールされている場合は、パッケージの changelogをクエリして、すでに CVEが対応され
ているかどうかを確認します。
[root@guestshell guestshell]# rpm -q -changelog cpio | grep CVE
-CVE-2010-0624 fix heap-based buffer overflow by expanding
-upstream patch for -2007-4476(stack crashing in safer_name_suffix)

ステップ 4 このパッケージバージョンの CVEが修正されていない場合は、修正プログラムが含まれた更新
バージョンを利用できる場合があります。これは、更新プログラムをインストールする前に、

yum-changelogプラグインで確認できます。
[root@guestshell guestshell]# yum install yum-changelog
...
Loaded plugins:fastestmirror
Complete!

ステップ 5 changelogパラメータで yumアップデートを実行すると、利用できる更新バージョンの変更ログ
（すべての解消済みのCVEも含む）が表示されます。更新プログラムは正常にインストールされ
ます。
[root@guestshell guestshell]# yum update cpio --changelog
Loaded plugins: changelog, fastestmirror
...
ChangeLog for: cpio-2.11-24.el7.x86_64
* Wed Jul 8 12:00:00 2015 Username <username@redhat.com> -2.11-24
-fix for CVE-2014-9112
...
Total download size: 210 k
Is this ok[y/d/N]:
...
Complete!

ゲストシェルの管理
次に、ゲストシェルを管理するためのコマンドを示します。
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表 7：ゲストシェル CLI コマンド

説明コマンド

システムイメージに組み込まれた OVAを使用
してゲストシェルのインストールおよびアク

ティブ化を行います。

指定されているソフトウェアパッケージ（OVA
ファイル）またはシステムイメージの組み込み

パッケージ（パッケージが指定されていない場

合）を使用して、ゲストシェルのインストール

およびアクティブ化を行います。初期状態で

は、ゲストシェルパッケージはシステムイメー

ジに組み込まれている場合にのみ使用可能にな

ります。

ゲストシェルがすでにインストールされている

場合は、このコマンドによってインストール済

みゲストシェルが有効化されます。通常、これ

は guestshell disableコマンドの後に使用されま
す。

guestshell enable [packageguest shell OVA file]

ゲストシェルをシャットダウンし、無効化しま

す。

guestshell disable

指定されているソフトウェアパッケージ（OVA
ファイル）またはシステムイメージの組み込み

パッケージ（パッケージが指定されていない場

合）を使用して、ゲストシェルの非アクティブ

化およびアップグレードを行います。初期状態

では、ゲストシェルパッケージはシステムイ

メージに組み込まれている場合にのみ使用可能

になります。

ゲストシェルの現在の rootfsは、ソフトウェア
パッケージの rootfsに置き換えられます。ゲス
トシェルは、アップグレード後も持続するセカ

ンダリファイルシステムを使用しません。永続

的なセカンダリファイルシステムなしでも、

guestshell destroyコマンドの後に guestshell
enableコマンドを使用することで、rootfsを置
き換えることができます。アップグレードが成

功すると、ゲストシェルが有効化されます。

アップグレードコマンドの実行前には確認が求

められます。

guestshell upgrade [packageguest shell OVA file]
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説明コマンド

ゲストシェルを非アクティブ化した後、再度ア

クティブ化します。

リブートコマンドの実行前には確認が求められ

ます。

これは、EXECモードで guestshell
disableコマンドの後に guestshell
enableコマンドを実行した場合と同じ
です。

これは、ゲストシェル内で停止した

プロセスを再起動する必要がある場合

に便利です。run guestshellコマンド
は、ゲストシェルで動作しているsshd

に依存します。

コマンドが動作しない場合、sshdプ

ロセスが誤って停止されている可能性

があります。NX-OS CLIからゲスト
シェルの再起動を実行することで、コ

マンドの再起動と復元が可能です。

（注）

guestshell reboot

ゲストシェルを非アクティブ化して、アンイン

ストールします。ゲストシェルに関連付けられ

たすべてのリソースがシステムに戻されます。

show virtual-service globalコマンドで、これら
のリソースが利用可能になるタイミングが示さ

れます。

このコマンドを実行すると、破棄コマンドを実

行する前に確認が求められます。

guestshell destroy

シェルプロンプトですでに実行中のゲストシェ

ルに接続します。ユーザ名とパスワードは不要

です。

guestshell

run guestshell

ゲストシェル環境のコンテキスト内で Linux /
UNIXコマンドを実行します。

コマンドの実行後、スイッチのプロンプトに戻

ります。

guestshell runcommand

run guestshellcommand

ゲストシェルに利用可能なリソースの割り当て

を変更します。変更は、次にゲストシェルが有

効化またはリブートされたときに有効になりま

す。

guestshell resize [cpu |memory | rootfs]
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説明コマンド

アクティブスーパーバイザとスタンバイスー

パーバイザを備えたシステムでは、このコマン

ドは、アクティブスーパーバイザのゲストシェ

ルの内容をスタンバイスーパーバイザに同期さ

せます。ネットワーク管理者は、スタンバイ

スーパーバイザがアクティブスーパーバイザに

移行されるときに、スタンバイスーパーバイザ

で使用されていたものと同じ rootfsを必要とす
るようにゲストシェル rootfsがセットアップさ
れている場合に、このコマンドを発行します。

このコマンドを使用しない場合、スタンバイ

スーパーバイザで利用可能なゲストシェルパッ

ケージを使用してスタンバイスーパーバイザが

アクティブロールに移行するときに、ゲスト

シェルが新規インストールされます。

guestshell sync

システムをリロードした後でもゲストシェルや

仮想サービスを管理できない場合に、このリ

セットコマンドを使用して、ゲストシェルお

よびすべての仮想サービスを強制的に削除しま

す。クリーンアップを実行するには、システム

をリロードする必要があります。このコマンド

を発行した後は、システムのリロードが完了す

るまで、ゲストシェルや追加の仮想サービスを

インストールまたは有効化できません。

リセットの実行前には確認が求められます。

virtual-service reset force

ゲストシェル環境の有効化/無効化やアクセス権の取得には、管理者権限が必要です。（注）

ゲストシェルは、Linuxコンテナ（LXC）としてホストシステムに実装されます。NX-OSデ
バイスでは、LXCのインストールおよび管理は、仮想サービスコマンドを使用して実行され
ます。ゲストシェルは、guestshell+という名前の仮想サービスとして virtual-serviceコマンド
に表示されます。

（注）

ゲストシェルの無効化

guestshell disableコマンドを使用することで、ゲストシェルを終了して無効化できます。
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ゲストシェルが無効化された状態でシステムをリロードすると、ゲストシェルは無効化されたま

まになります。

例：

switch# show virtual-service list
Virtual Service List:
Name Status Package Name
-----------------------------------------------------------
guestshell+ Activated guestshe11.ova
switch# guestshell disable
You will not be able to access your guest shell if it is disabled. Are you sure you want
to disable the guest shell? (y/n) [n) y

2014 Jul 30 19:47:23 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Deactivating virtual
service 'guestshell+'
2014 Jul 30 18:47:29 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully deactivated
virtual service 'guestshell+'
switch# show virtual-service list
Virtual Service List:
Name Status Package Name
guestshell+ Deactivated guestshell.ova

ゲストシェルを再度アクティブ化する場合は、guestshell enableコマンドを使用します。（注）

ゲストシェルの削除

guestshell destroyコマンドは、ゲストシェルおよびそのアーティファクトをアンインストールし
ます。このコマンドを実行しても、ゲストシェル OVAは削除されません。

ゲストシェルが削除された状態でシステムをリロードすると、ゲストシェルは削除されたままに

なります。

switch# show virtual-service list
Virtual Service List:
Name Status Package Name
-------------------------------------------------
guestshell+ Deactivated guestshell.ova

switch# guestshell destroy

You are about to destroy the guest shell and all of its contents. Be sure to save your work.
Are you sure you want to continue? (y/n) [n] y
2014 Jul 30 18:49:10 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-INSTALL_STATE: Destroying virtual service
'guestshell+'
2014 Jul 30 18:49:10 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-INSTALL_STATE: Successfully destroyed
virtual service 'guestshell +'

switch# show virtual-service list
Virtual Service List:

ゲストシェルを再度有効化する場合は、guestshell enableコマンドを使用します。（注）
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ゲストシェルを使用しない場合は、guestshell destroyコマンドでゲストシェルを削除できま
す。ゲストシェルを削除すると、以降のリロードでも削除されたままになります。これは、

ゲストシェルコンテナが削除されると、スイッチをリロードしても、ゲストシェルコンテナ

や oneP機能は自動的には起動されないことを意味します。

（注）

ゲストシェルの有効化

guestshell enableコマンドは、ゲストシェルソフトウェアパッケージからゲストシェルをインス
トールします。デフォルトでは、システムイメージに埋め込まれたパッケージがインストールに

使用されます。このコマンドは、無効化されたゲストシェルを再アクティブ化する際にも使用さ

れます。

ゲストシェルが有効化された状態でシステムをリロードすると、ゲストシェルは有効化されたま

まになります。

例：

switch# show virtual-service list
Virtual Service List:
switch# guestshell enable
2014 Jul 30 18:50:27 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-INSTALL_STATE: Installing virtual service
'guestshell+'
2014 Jul 30 18;50;42 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-INSTALL_STATE: Install success virtual
service 'guestshell+'; Activating

2014 Jul 30 18:50:42 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Activating virtual service
'guestshell+'
2014 Jul 30 18:51:16 switch %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully activated
virtual service 'guestshell+'

switch# show virtual-service list
Virtual Service List:
Name Status Package Name
guestshell+ Activated guestshell.ova

仮想サービスおよびゲストシェル情報の検証
次のコマンドを使用して、仮想サービスおよびゲストシェルの情報を検証できます。
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説明コマンド

仮想サービスのグローバル

状態と制限が表示されま

す。

show virtual-service global
switch# show virtual-service global

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.9
Total virtual services installed : 1
Total virtual services activated : 1

Machine types supported : LXC
Machine types disabled : KVM

Maximum VCPUs per virtual service : 1

Resource virtualization limits:
Name Quota Committed Available
-----------------------------------------------------------------------
system CPU (%) 20 1 19
memory (MB) 3840 256 3584
bootflash (MB) 8192 200 7992
switch#

仮想サービスの概要、仮想

サービスのステータス、お

よびインストール済みのソ

フトウェアパッケージが表

示されます。

show virtual-service list
switch# show virtual-service list

Virtual Service List:

Name Status Package Name
-----------------------------------------------------------------------
guestshell+ Activated guestshell.ova
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説明コマンド

ゲストシェルパッケージ

に関する詳細（バージョ

ン、シグニチャのリソー

ス、デバイスなど）が表示

されます。

show guestshell detail
switch# show guestshell detail
Virtual service guestshell+ detail
State : Activated
Package information
Name : guestshell.ova
Path : /isanboot/bin/guestshell.ova
Application
Name : GuestShell
Installed version : 2.0; (preFCS.8)
Description : Cisco Systems Guest Shell
Signing
Key type : Cisco development key
Method : SHA-1
Licensing
Name : None
Version : None
Resource reservation
Disk : 200 MB
Memory : 256 MB
CPU : 1% system CPU

Attached devices
Type Name Alias
---------------------------------------------
Disk _rootfs
Disk /cisco/core
Serial/shell
Serial/aux
Serial/Syslog serial2
Serial/Trace serial3

switch#

ゲストシェルからのアプリケーションの永続的起動
アプリケーションに systemd / systemctlサービスファイルがあり、このファイルが
in/usr/lib/systemd/system/application_name.serviceにインストールされている必要があ
ります。このサービスファイルは、次の一般形式であることが必要です。

[Unit]
Description=Put a short description of your application here

[Service]
ExecStart=Put the command to start your application here
Restart=always
RestartSec=10s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
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ゲストシェルからアプリケーションを永続的に起動する

手順

手順

ステップ 1 上述の手順で作成したアプリケーションサービスファイルを

/usr/lib/systemd/system/application_name.serviceにインストールします

ステップ 2 systemctl startapplication_nameを使用してアプリケーションを起動します

ステップ 3 アプリケーションが systemctl status -l application_nameの状態で稼動していることを確認します。

ステップ 4 systemctl enableapplication_nameを使用して、リロード時のアプリケーションの再起動を有効化し
ます

ステップ 5 アプリケーションが systemctl status -l application_nameの状態で稼動していることを確認します。

ゲストシェルのアプリケーション例
次の例では、ゲストシェル内のアプリケーションを示しています。

root@guestshell guestshell]# cat /etc/init.d/hello.sh
#!/bin/bash

OUTPUTFILE=/tmp/hello

rm -f $OUTPUTFILE
while true
do

echo $(date) >> $OUTPUTFILE
echo 'Hello World' >> $OUTPUTFILE
sleep 10

done
[root@guestshell guestshell]#
[root@guestshell guestshell]#
[root@guestshell system]# cat /usr/lib/systemd/system/hello.service
[Unit]
Description=Trivial "hello world" example daemon

[Service]
ExecStart=/etc/init.d/hello.sh &
Restart=always
RestartSec=10s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
[root@guestshell system]#
[root@guestshell system]# systemctl start hello
[root@guestshell system]# systemctl enable hello
[root@guestshell system]# systemctl status -l hello
hello.service - Trivial "hello world" example daemon

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/hello.service; enabled)
Active: active (running) since Sun 2015-09-27 18:31:51 UTC; 10s ago

Main PID: 355 (hello.sh)
CGroup: /system.slice/hello.service
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##355 /bin/bash /etc/init.d/hello.sh &
##367 sleep 10

Sep 27 18:31:51 guestshell hello.sh[355]: Executing: /etc/init.d/hello.sh &
[root@guestshell system]#
[root@guestshell guestshell]# exit
exit
[guestshell@guestshell ~]$ exit
logout
switch# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

リロード後

[root@guestshell guestshell]# ps -ef | grep hello
root 20 1 0 18:37 ? 00:00:00 /bin/bash /etc/init.d/hello.sh &
root 123 108 0 18:38 pts/4 00:00:00 grep --color=auto hello
[root@guestshell guestshell]#
[root@guestshell guestshell]# cat /tmp/hello
Sun Sep 27 18:38:03 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:38:13 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:38:23 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:38:33 UTC 2015
Hello World
Sun Sep 27 18:38:43 UTC 2015
Hello World
[root@guestshell guestshell]#

アプリケーションを systemd / systemctlで実行すると、動作異常時（または、強制終了し
た場合）に自動的に再起動されます。最初のプロセス IDは 226です。アプリケーションを強制終
了した後、そのアプリケーションがプロセス ID 257で自動的に再起動されます。
[root@guestshell guestshell]# ps -ef | grep hello
root 226 1 0 19:02 ? 00:00:00 /bin/bash /etc/init.d/hello.sh &
root 254 116 0 19:03 pts/4 00:00:00 grep --color=auto hello
[root@guestshell guestshell]#
[root@guestshell guestshell]# kill -9 226
[root@guestshell guestshell]#
[root@guestshell guestshell]# ps -ef | grep hello
root 257 1 0 19:03 ? 00:00:00 /bin/bash /etc/init.d/hello.sh &
root 264 116 0 19:03 pts/4 00:00:00 grep --color=auto hello
[root@guestshell guestshell]#
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第 7 章

Broadcom シェル

• Broadcomシェルについて, 59 ページ

• Broadcomシェル（bcm-shell）へのアクセス, 59 ページ

Broadcom シェルについて
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスの前面パネルおよびファブリックモジュールラインカードに
は、Broadcom Network Forwarding Engines（NFE）が搭載されています。NFEの数は、前面パネル
のラインカード（LC）またはファブリックモジュール（FM）のモデルによって異なります。

ここでは、コマンドラインシェル（bcm-shell）のアクセス方法およびNFEからの読み出し方法に
ついて説明します。

注意事項と制約事項

Broadcomシェルの使用には、次の注意事項と制約事項があります。

• T2 ASICから一切の制限なく情報にアクセスして読み出すことができます。ただし、シスコ
では T2の設定を変更しないことを推奨しています。Broadcomシェルにアクセスする際には
注意が必要です。

Broadcom シェル（bcm-shell）へのアクセス
ここでは、Broadcomシェル（bcm-shell）のアクセス方法について説明します。
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CLI API による bcm-shell へのアクセス
bcm-shellコマンドは、Cisco Nexus 9000シリーズの CLIから特定の T2 ASICインスタンスに直接
渡されます。T2 ASICインスタンスは、ファブリックモジュールまたは前面パネルのラインカー
ドに配置できます。

コマンド構文は次のとおりです。

bcm-shell modulemodule_number [instance_number:command]

値は次のとおりです。

シャーシ内のモジュール番号module_number

T2インスタンス番号

•指定しない場合、T2インスタンス番号のデフォルトは 0
に設定されます。

•ワイルドカード（「*」）を指定すると、すべての T2イ
ンスタンスが処理されます。

instance_number

Broadcomコマンドcommand

「pipe include」や「redirect output to file」などの Cisco NX-OSコマンド拡張は、コマンド出力
の管理に使用できます。

（注）

CLIAPIを使用したコマンドの入力は、監査の目的で、システムのアカウンティングログに記
録されます。bcm-shellから直接入力されたコマンドは、アカウンティングログに記録されま
せん。

（注）

ファブリックモジュールのネイティブ bcm-shell へのアクセス
8スロットラインカード（LC）シャーシは、最大 6つのファブリックモジュール（FM）をホス
トできます。これらのスロットには、21 ~ 26の番号が付けられています。アクセスする bcm-shell
のある FMを指定する必要があります。

次の例は、スロット 24の FM上の bcm-shellへのアクセス方法、コンテキストヘルプのアクセス
方法、bcm-shellの終了方法を示しています。

• show moduleコマンドを使用して、FMを表示します。
nexus-spine1# show module
Mod Ports Module-Type Model Status
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--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------
3 36 36p 40G Ethernet Module N9k-X9636PQ ok
4 36 36p 40G Ethernet Module N9k-X9636PQ ok
21 0 Fabric Module Nexus-C9508-FM ok
22 0 Fabric Module Nexus-C9508-FM ok
23 0 Fabric Module Nexus-C9508-FM ok
24 0 Fabric Module Nexus-C9508-FM ok
25 0 Fabric Module Nexus-C9508-FM ok
26 0 Fabric Module Nexus-C9508-FM ok
27 0 Supervisor Module Nexus-SUP-A active *
29 0 System Controller Nexus-SC-A active

•モジュール 24に接続して、スロット 24の FMのコマンドラインへのアクセスを取得しま
す。
nexus-spine1# attach module 24
Attaching to module 24 ...
To exit type 'exit', to abort type '$.'

•コマンドを入力して、ファブリックモジュールソフトウェアへのルートアクセスを取得し
ます。
module-24# test hardware internal bcm-usd bcm-diag-shell
Available Unit Numbers: 0 1
bcm-shell.0> 1

この時点で、スロット 24のファブリックモジュールの T2 ASICインスタンス 1の Broadcom
シェルにアクセスしています。入力したすべてのコマンドは、この特定の ASICインスタン
スに対して特有のコマンドです。

• exitコマンドを使用して、bcm-shellを終了し、FMからデタッチします。
bcm-shell.1> exit
module-24# exit
rlogin: connection closed.

ラインカードの bcm-shell へのアクセス
ラインカード（LC）の T2 ASICに接続するには、まずモジュールに接続してルートモードに入
り、shell access execを実行した後、接続する ASICインスタンスを選択します。使用可能な ASIC
の数は、接続しているラインカードのモデルによって異なります。

次の例は、スロット 2の LC上の ASICインスタンス 1の bcm-shellにアクセスし、3つの T2イン
スタンスを含む LCの bcm-shellを終了する方法を示しています。

•モジュール 2に接続して、スロット 2の LCのコマンドラインへのアクセスを取得します。
nexus-spine1# attach module 2
Attaching to module 2 ...
To exit type 'exit', to abort type '$.'
Last login: Wed Aug 7 14:13:15 UTC 2013 from sup27 on ttyp0

•コマンドを入力して、ラインカードソフトウェアへのルートアクセスを取得します。
module-2# test hardware internal bcm-usd bcm-diag-shell
Available Unit Numbers: 0 1 2
bcm-shell.0> 1
bcm-shell.1>

この時点で、スロット 2のラインカードモジュールの T2 ASICインスタンス 1の Broadcom
シェルにアクセスしています。
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• exitコマンドを使用して、bcm-shellを終了し、FMから接続を解除します。
bcm-shell.1> exit
module-2# exit
rlogin: connection closed.
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第 8 章

Python API

• Python APIについて, 63 ページ

• Pythonの使用, 63 ページ

Python API について
Pythonは簡単に習得できる強力なプログラミング言語です。効率的で高水準なデータ構造を持ち、
オブジェクト指向プログラミングに対してシンプルで効果的なアプローチを取っています。Python
は、簡潔な構文、動的な型付け、およびインタープリタ型という性質によって、ほとんどのプラッ

トフォームのさまざまな分野でスクリプティングと高速なアプリケーション開発を実現する理想

的な言語です。

Pythonのインタープリタと広範な標準ライブラリは、Python Webサイトから、すべての主要プ
ラットフォームに対応したソース形式またはバイナリ形式で自由に利用できます。

http://www.python.org/

また、このサイトには、サードパーティが無償で提供している多数の Pythonモジュール、プログ
ラム、およびツールのディストリビューションとそれらへのリンク、さらに追加のドキュメンテー

ションが掲載されています。

Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、インタラクティブモードと非インタラクティブ（スクリ
プト）モードの両方で Python v2.7.5をサポートし、ゲストシェルで使用できます。

Pythonスクリプト機能は、さまざまなタスクを実行するためのデバイスのコマンドラインイン
ターフェイス（CLI）とPowerOnAutoProvisioning（POAP）またはEmbeddedEventManager（EEM）
アクションへのプログラムによるアクセスを提供します。Pythonは、Bashシェルからもアクセス
できます。

Pythonインタープリタは、Cisco NX-OSソフトウェア内で使用できます。

Python の使用
ここでは、Pythonスクリプトの作成と実行の方法について説明します。
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Cisco Python パッケージ
CiscoNX-OSで提供されるCiscoPythonパッケージは、多数のコアネットワークデバイスモジュー
ル（インターフェイス、VLAN、VRF、ACL、ルートなど）へのアクセスを可能します。help()コ
マンドを入力することで、CiscoPythonパッケージの詳細を表示できます。モジュール内のクラス
とメソッドに関する追加情報を取得するには、特定のモジュールに対して helpコマンドを実行し
ます。たとえば、help(cisco.interface)を実行すると、cisco.interfaceモジュールのプロパティが表示
されます。

次の例は、Cisco Pythonパッケージに関する情報を表示する方法を示しています。
>>> import cisco
>>> help(cisco)
Help on package cisco:

NAME
cisco

FILE
/isan/python/scripts/cisco/__init__.py

PACKAGE CONTENTS
acl
bgp
cisco_secret
cisco_socket
feature
interface
key
line_parser
md5sum
nxcli
ospf
routemap
routes
section_parser
ssh
system
tacacs
vrf

CLASSES
__builtin__.object

cisco.cisco_secret.CiscoSecret
cisco.interface.Interface
cisco.key.Key

CLI コマンドの API の使用
Pythonプログラミング言語は CLIコマンドを実行できる 3つの APIを使用します。これらの API
は、Python CLIモジュールから利用できます。

これらのAPIを次の表に示します。これらのAPIは、from cli import*コマンドで有効化する必要
があります。これらの APIの引数は CLIコマンドの文字列です。Pythonインタープリタ経由で
CLIコマンドを実行するには、次の APIのいずれかの引数文字列として CLIコマンドを入力しま
す。
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表 8：CLI コマンドの API

説明API

制御文字、特殊文字を含むCLIコマンドの未処
理の出力を返します。

インタラクティブな Pythonインター
プリタは、制御文字および特殊文字を

「エスケープ」して出力します。復帰

改行は「\n」として出力されるため、
判読が難しくなる可能性があります。

clip() APIは、判読性が高い結果を出
力します。

（注）

cli()
例：

string = cli (“cli-command”)

cli-commandコマンドに対するXMLサポートが
存在する場合は、コマンドに対する JSON出力
が返され、それ以外の場合は、例外がスローさ

れます。

この APIは、showコマンドの出力の
検索時に使用すると便利な場合があ

ります。

（注）

clid()
例：

json_string = clid (“cli-command”)

CLIコマンドの出力を直接 stdoutに出力し、
Pythonには何も返されません。

clip
(“cli-command”)

と同等です
r=cli(“cli-command”)
print r

（注）

clip()
例：

clip (“cli-command”)

2つ以上のコマンドが個別に実行される場合、状態は 1つのコマンドから後続のコマンドに続い
て持続されません。

次の例では、最初のコマンドの状態が 2番目のコマンドの実行に続いて持続されないため、 2番
目のコマンドが失敗します。

>>> cli("conf t")
>>> cli("interface eth4/1")

複数のコマンドが同時に実行される場合は、1つのコマンドから後続のコマンドに続いて状態が
持続されます。

次の例では、 2番目のコマンドは成功しています。これは、2番目と 3番目のコマンドで状態が
持続するためです。

>>> cli("conf t ; interface eth4/1 ; shut")

例に示されているように、コマンドは「 ;」によって区切られます（;の前後にそれぞれ 1つ
の空白文字が必要です）。

（注）
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CLI からの Python インタープリタの呼び出し
次の例は、CLIから Pythonを呼び出す方法を示しています。

Pythonインタープリタのプロンプトは「>>>」または「…」で示されます。（注）

switch# python
Python 2.7.5 (default, Oct 8 2013, 23:59:43)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from cli import *
>>> import json
>>> cli('configure terminal ; interface loopback 5 ; no shut')
''
>>> intflist=json.loads(clid('show interface brief'))
>>> i=0
>>> while i < len(intflist['TABLE_interface']['ROW_interface']):
... intf=intflist['TABLE_interface']['ROW_interface'][i]
... i=i+1
... if intf['state'] == 'up':
... print intf['interface']
...
mgmt0
Ethernet2/7
Ethernet4/7
loopback0
loopback5
>>>

表示形式

次の例は、Python APIを使用したさまざまな表示形式を示しています。

例 1：
>>> from cli import *
>>> cli("conf ; interface loopback 1")
''
>>> clip('where detail')
mode:
username: admin
vdc: switch
routing-context vrf: default

例 2：
>>> from cli import *
>>> cli("conf ; interface loopback 1")
''
>>> cli('where detail')
' mode: \n username: admin\n vdc:
switch\n routing-context vrf: default\n'
>>>

例 3：
>>> from cli import *
>>> cli("conf ; interface loopback 1")
''
>>> r = cli('where detail') ; print r
mode:
username: admin

   Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x
66

Python API
CLI からの Python インタープリタの呼び出し



vdc: EOR-1
routing-context vrf: default

>>>

例 4：
>>> from cli import *
>>> import json
>>> out=json.loads(clid('show version'))
>>> for k in out.keys():
... print "%30s = %s" % (k, out[k])
...

kern_uptm_secs = 6
kick_file_name = bootflash:///n9000-dk9.6.1.2.I1.1.bin

rr_service = None
module_id = Supervisor Module

kick_tmstmp = 10/21/2013 00:06:10
bios_cmpl_time = 08/17/2013
bootflash_size = 20971520

kickstart_ver_str = 6.1(2)I1(2) [build 6.1(2)I1(2)] [gdb]
kick_cmpl_time = 10/20/2013 4:00:00

chassis_id = Nexus9000 C9508 (8 Slot) Chassis
proc_board_id = SAL171211LX

memory = 16077872
manufacturer = Cisco Systems, Inc.

kern_uptm_mins = 26
bios_ver_str = 06.14

cpu_name = Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403
kern_uptm_hrs = 2

rr_usecs = 816550
rr_sys_ver = None
rr_reason = Reset Requested by CLI command reload
rr_ctime = Mon Oct 21 00:10:24 2013

header_str = Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html
Copyright (c) 2002-2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

host_name = switch
mem_type = kB

kern_uptm_days = 0
>>>

非インタラクティブ Python
Pythonスクリプト名を引数として Python CLIコマンドで使用することで、Pythonスクリプトを非
インタラクティブモードで実行できます。Pythonスクリプトは、ブートフラッシュまたは一時ス
キームの下に配置する必要があります。Python CLIコマンドでは、Pythonスクリプトのコマンド
ライン引数を最大 32個使用できます。

Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、Pythonスクリプトを実行するためのソース CLIコマンド
もサポートします。bootflash:scriptsディレクトリは、ソースCLIコマンドのデフォルトの
スクリプトディレクトリです。

次の例は、スクリプトとその実行方法を示しています。

switch# show file bootflash:deltaCounters.py
#!/isan/bin/python

from cli import *
import sys, time
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ifName = sys.argv[1]
delay = float(sys.argv[2])
count = int(sys.argv[3])
cmd = 'show interface ' + ifName + ' counters'

out = json.loads(clid(cmd))
rxuc = int(out['TABLE_rx_counters']['ROW_rx_counters'][0]['eth_inucast'])
rxmc = int(out['TABLE_rx_counters']['ROW_rx_counters'][1]['eth_inmcast'])
rxbc = int(out['TABLE_rx_counters']['ROW_rx_counters'][1]['eth_inbcast'])
txuc = int(out['TABLE_tx_counters']['ROW_tx_counters'][0]['eth_outucast'])
txmc = int(out['TABLE_tx_counters']['ROW_tx_counters'][1]['eth_outmcast'])
txbc = int(out['TABLE_tx_counters']['ROW_tx_counters'][1]['eth_outbcast'])
print 'row rx_ucast rx_mcast rx_bcast tx_ucast tx_mcast tx_bcast'
print '========================================================='
print ' %8d %8d %8d %8d %8d %8d' % (rxuc, rxmc, rxbc, txuc, txmc, txbc)
print '========================================================='

i = 0
while (i < count):
time.sleep(delay)
out = json.loads(clid(cmd))
rxucNew = int(out['TABLE_rx_counters']['ROW_rx_counters'][0]['eth_inucast'])
rxmcNew = int(out['TABLE_rx_counters']['ROW_rx_counters'][1]['eth_inmcast'])
rxbcNew = int(out['TABLE_rx_counters']['ROW_rx_counters'][1]['eth_inbcast'])
txucNew = int(out['TABLE_tx_counters']['ROW_tx_counters'][0]['eth_outucast'])
txmcNew = int(out['TABLE_tx_counters']['ROW_tx_counters'][1]['eth_outmcast'])
txbcNew = int(out['TABLE_tx_counters']['ROW_tx_counters'][1]['eth_outbcast'])
i += 1
print '%-3d %8d %8d %8d %8d %8d %8d' % \
(i, rxucNew - rxuc, rxmcNew - rxmc, rxbcNew - rxbc, txucNew - txuc, txmcNew - txmc,

txbcNew - txbc)

switch# python bootflash:deltaCounters.py Ethernet1/1 1 5
row rx_ucast rx_mcast rx_bcast tx_ucast tx_mcast tx_bcast
=========================================================

0 791 1 0 212739 0
=========================================================
1 0 0 0 0 26 0
2 0 0 0 0 27 0
3 0 1 0 0 54 0
4 0 1 0 0 55 0
5 0 1 0 0 81 0
switch#

次の例は、ソースコマンドによるコマンドラインの引数の指定方法を示しています。この例で

は、policy-mapは cgrep pythonスクリプトの引数です。また、この例では、ソースコマンドをパ
イプ演算子（「|」）の後に配置できることも示しています。
switch# show running-config | source sys/cgrep policy-map

policy-map type network-qos nw-pfc
policy-map type network-qos no-drop-2
policy-map type network-qos wred-policy
policy-map type network-qos pause-policy
policy-map type qos foo
policy-map type qos classify
policy-map type qos cos-based
policy-map type qos no-drop-2
policy-map type qos pfc-tor-port

Embedded Event Manager によるスクリプトの実行
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスでは、Embedded Event Manager（EEM）ポリシーは Pythonス
クリプトをサポートします。
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次の例は、EEMアクションとして Pythonスクリプトを実行する方法を示しています。

•アクションコマンドを使用することで、EEMアプレットに Pythonスクリプトを含めること
ができます。
switch# show running-config eem

!Command: show running-config eem
!Time: Sun May 1 14:40:07 2011

version 6.1(2)I2(1)
event manager applet a1
event cli match "show clock"
action 1 cli python bootflash:pydate.py
action 2 event-default

•ログファイルでイベントによってトリガされたアクションを検索するには、show
filelogflash:event_archive_1コマンドを使用できます。
switch# show file logflash:event_archive_1 | last 33

eem_event_time:05/01/2011,19:40:28 event_type:cli event_id:8 slot:active(1)
vdc:1 severity:minor applets:a1
eem_param_info:command = "exshow clock"
Starting with policy a1
Python

2011-05-01 19:40:28.644891
Executing the following commands succeeded:

python bootflash:pydate.py

PC_VSH_CMD_TLV(7679) with q

Python と Cisco NX-OS ネットワークインターフェイスの統合
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスでは、Pythonは基盤となる Cisco NX-OSネットワークイン
ターフェイスと統合されます。cisco.vrf.set_global_vrf() APIを使用してコンテキストをセットアッ
プすることにより、ある仮想ルーティングコンテキストから別の仮想ルーティングコンテキスト

に切り替えることができます。

次の例は、デバイスの管理インターフェイスを通じてHTMLドキュメントを取得する方法を示し
ています。目的の仮想ルーティングコンテキストに切り替えることにより、インバンドインター

フェイスを通じて外部エンティティへの接続を確立することもできます。

switch# python
Python 2.7.5 (default, Oct 8 2013, 23:59:43)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import urllib2
>>> from cisco.vrf import *
>>> set_global_vrf('management')
>>> page=urllib2.urlopen('http://172.23.40.211:8000/welcome.html')
>>> print page.read()
Hello Cisco Nexus 9000

>>>
>>> import cisco
>>> help(cisco.vrf.set_global_vrf)
Help on function set global vrf in module cisco.vrf:

set global vrf(vrf)
Sets the global vrf. Any new sockets that are created (using socket.socket)
will automatically get set to this vrf (including sockets used by other
python libraries).
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Arguments:
vrf: VRF name (string) or the VRF ID (int).

Returns: Nothing

>>>

Python を使用した Cisco NX-OS のセキュリティ
Cisco NX-OSのリソースは、ソフトウェアの Cisco NX-OSサンドボックスレイヤと CLIのロール
ベースアクセスコントロール（RBAC）によって保護されています。

CiscoNX-OSの network-adminまたは dev-opsロールに関連付けられたすべてのユーザは、特権ユー
ザです。カスタムロールが付与され、Pythonへのアクセスが許可されたユーザは、非特権ユーザ
であると見なされます。非特権ユーザは、Cisco NX-OSリソース（ファイルシステム、ゲスト
シェル、Bashコマンドなど）へのアクセスが制限されます。特権ユーザは、Cisco NX-OSのすべ
てのリソースに対して幅広いアクセスが許可されます。

セキュリティとユーザ権限の例

次の例は、特権ユーザがコマンドを実行する方法を示しています。

switch# python
Python 2.7.5 (default, Oct 8 2013, 23:59:43)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> os.system('whoami')
admin
0
>>> f=open('/tmp/test','w')
>>> f.write('hello from python')
>>> f.close()
>>> r=open('/tmp/test','r')
>>> print r.read()
hello from python
>>> r.close()

次の例は、アクセスを拒否された非権限ユーザを示しています。

switch# python
Python 2.7.5 (default, Oct 8 2013, 23:59:43)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> os.system('whoami')
system(whoami): rejected!
-1
>>> f=open('/tmp/test','r')
Permission denied. Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

IOError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/test'
>>>

RBACは、ログインユーザの権限に基づいて CLIアクセスを制御します。CLIシェルまたは Bash
から呼び出された Pythonにログインユーザの識別情報が提供されます。Pythonは、Pythonから
呼び出されるサブプロセスのすべてにログインユーザの識別情報を渡します。
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次に、権限ユーザの例を示します。

>>> from cli import *
>>> cli('show clock')
'11:28:53.845 AM UTC Sun May 08 2011\n'
>>> cli('configure terminal ; vrf context myvrf')
''
>>> clip('show running-config l3vm')

!Command: show running-config l3vm
!Time: Sun May 8 11:29:40 2011

version 6.1(2)I2(1)

interface Ethernet1/48
vrf member blue

interface mgmt0
vrf member management

vrf context blue
vrf context management
vrf context myvrf

次に、非権限ユーザの例を示します。

>>> from cli import *
>>> cli('show clock')
'11:18:47.482 AM UTC Sun May 08 2011\n'
>>> cli('configure terminal ; vrf context myvrf2')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/isan/python/scripts/cli.py", line 20, in cli
raise cmd_exec_error(msg)

errors.cmd_exec_error: '% Permission denied for the role\n\nCmd exec error.\n'

次に、RBAC設定の例を示します。
switch# show user-account
user:admin

this user account has no expiry date
roles:network-admin

user:pyuser
this user account has no expiry date
roles:network-operator python-role

switch# show role name python-role

スケジューラによるスクリプトの実行の例

次の例は、スケジューラ機能を使用してスクリプトを実行する Pythonスクリプトを示していま
す。

#!/bin/env python
from cli import *
from nxos import *
import os

switchname = cli("show switchname")
try:

user = os.environ['USER']
except:

user = "No user"
pass

msg = user + " ran " + __file__ + " on : " + switchname
print msg
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py_syslog(1, msg)
# Save this script in bootflash:///scripts
switch# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# feature scheduler
switch(config)# scheduler job name testplan
switch(config-job)# python bootflash:///scripts/testplan.py
switch(config-job)# exit
switch(config)# scheduler schedule name testplan
switch(config-schedule)# job name testplan
switch(config-schedule)# time start now repeat 0:0:4
Schedule starts from Mon Mar 14 16:40:03 2011
switch(config-schedule)# end
switch# term mon
2011 Mar 14 16:38:03 switch %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on
10.19.68.246@pts/2
switch# show scheduler schedule
Schedule Name : testplan
------------------------------
User Name : admin
Schedule Type : Run every 0 Days 0 Hrs 4 Mins
Start Time : Mon Mar 14 16:40:03 2011
Last Execution Time : Yet to be executed
-----------------------------------------------

Job Name Last Execution Status
-----------------------------------------------

testplan -NA-
==============================================================================
switch#
switch# 2011 Mar 14 16:40:04 switch %USER-1-SYSTEM_MSG: No user ran
/bootflash/scripts/testplan.py on : switch - nxpython
2011 Mar 14 16:44:04 switch last message repeated 1 time
switch#
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第 9 章

XML 管理インターフェイス

• XML管理インターフェイス, 73 ページ

XML 管理インターフェイス
この章では、XML管理インターフェイスを使用したデバイスの設定方法について説明します。

XML 管理インターフェイスの機能履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
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表 9：XML 管理インターフェイスの機能履歴

機能情報リリース機能名

次のNetConfの拡張機能が追加
されました。

• get-config

• copy-config

• validate

• commit

• lock

• unlock

• rollback on error、stop on
error、continue on error、
default operations、candidate
configなどのアクションを
サポートするための

edit-configの拡張

XML管理インターフェイス

XML 管理インターフェイスについて
XML管理インターフェイスを使用してデバイスを設定できます。このインターフェイスは、XML
ベースのネットワーク設定プロトコル（NETCONF）を使用します。このプロトコルにより、XML
管理ツールまたはプログラムを使用したデバイスの管理とインターフェイスを介した通信が可能

になります。Cisco NX-OSに NETCONFを実装するには、デバイスとの通信にセキュアシェル
（SSH）セッションを使用する必要があります。

NETCONFは、XMLスキーマ（XSD）を使用して実装されます。この XMLスキーマにより、リ
モートプロシージャコール（RPC）メッセージ内にデバイス設定要素を組み込むことができま
す。ユーザは、RPCメッセージ内から、デバイスで実行するコマンドのタイプに一致するNETCONF
動作のいずれかを選択します。NETCONFを使用して、CLIコマンドのすべてのセットをデバイ
スに設定できます。NETCONFの使用については、NETCONF XMLインスタンスの作成, （80
ページ）および RFC 4741を参照してください。

SSHを通じた NETCONFの使用についての詳細は、RFC 4742を参照してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

NETCONF レイヤ
NETCONFレイヤを次に示します。
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表 10：NETCONF レイヤ

例レイヤ

SSHv2Transport protocol

<rpc>、<rpc-reply>RPC

<get-config>、<edit-config>動作

showコマンドまたは設定コマンドContent

次に、4つの NETCONFレイヤの説明を示します。

• SSHトランスポートプロトコル—クライアントとサーバ間のセキュアな暗号化接続を提供
します。

• RPCタグ—要求者からの設定コマンドおよび XMLサーバからの対応応答を示します。

• NETCONF動作タグ—設定コマンドのタイプを示します。

•コンテンツ—設定する機能の XML表現を示します。

SSH xmlagent
デバイスソフトウェアは、SSHバージョン2を通じた NETCONFをサポートする SSHサービス
（xmlagent）を提供します。

xmlagentサービスは、Cisco NX-OSソフトウェアにおいて XMLサーバと呼ばれます。（注）

SSHを通じた NETCONFは、クライアントと XMLサーバ間での helloメッセージの交換によって
開始されます。最初の交換後、クライアントが XML要求を送信し、サーバがこれに対して XML
応答を送信します。クライアントおよびサーバは、要求および応答の終端に文字シーケンス >を
使用します。この文字シーケンスはXMLでは有効でないため、クライアントおよびサーバはメッ
セージの終端部と解釈することができ、通信の同期が維持されます。

使用可能な XML設定インスタンスを定義する XMLスキーマについては、NETCONF XMLイン
スタンスの作成, （80ページ）で説明します。
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XML 管理インターフェイスのライセンス要件

ライセンス要件製品

XML管理インターフェイスには、ライセンス
は不要です。ライセンスパッケージに含まれて

いない機能はCiscoNX-OSイメージにバンドル
されており、無料で提供されます。NX-OSライ
センス方式の詳細については、『Cisco NX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

XML 管理インターフェイスを使用するための前提条件
XML管理インターフェイスには次の前提条件があります。

•クライアント PCに SSHv2がインストールされていること。

• SSHを通じた NETCONFをサポートする XML管理ツールがクライアント PCにインストー
ルされていること。

•デバイスの XMLサーバで適切なオプションが設定されていること。

XML 管理インターフェイスの使用
ここでは、XML管理インターフェイスの手動設定と使用方法について説明します。XML管理イ
ンターフェイスは、デバイスのデフォルト設定で使用します。

CLI による SSH および XML サーバオプションの設定
デフォルトでは、SSHサーバがデバイスで有効化されています。SSHが無効になっている場合は、
クライアント PCで SSHセッションが開始される前に、SSHを有効化する必要があります。

XMLサーバオプションの設定により、同時セッション数およびアクティブセッションのタイム
アウトを制御できます。また、XMLドキュメントの検証を有効化したり、XMLセッションを終
了することもできます。

XMLサーバのタイムアウトは、アクティブセッションのみに適用されます。（注）

SSHの設定に関する詳細については、ご使用のプラットフォームに対応した Cisco NX-OSセキュ
リティ構成ガイドを参照してください。

XMLコマンドの詳細については、ご使用のプラットフォームに対応したCiscoNX-OSシステム管
理構成ガイドを参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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。

configureterminalステップ 1   

（任意）XMLサーバ設定およびアクティブな
XMLサーバセッションに関する情報を表示しま

show xmlserverstatusステップ 2   

す。コマンド出力からセッション番号を確認でき

ます。

指定したサーバセッションに対してXMLドキュ
メントが検証されます。

xmlservervalidateallステップ 3   

指定したXMLサーバセッションを終了します。xmlserverterminatesessionステップ 4   

（任意）SSHサーバを無効化し、キーの生成がで
きるようになります。

nofeaturesshステップ 5   

SSHサーバを有効化します。デフォルトでは有効
になっています。

featuresshステップ 6   

（任意）SSHサーバのステータスを表示します。showsshserverステップ 7   

許容される XMLサーバのセッション数を設定し
ます。

xmlservermax-sessionsessionsステップ 8   

デフォルト値は 8です。有効な範囲は 1～ 8で
す。

XMLサーバセッションを終了するまでに待機す
る秒数を設定します。

xmlservertimeoutsecondsステップ 9   

デフォルトは 1200秒です。範囲は 1～ 1200で
す。

（任意）XMLサーバ設定およびアクティブな
XMLサーバセッションに関する情報を表示しま
す。

show xmlserverstatusステップ 10   

（任意）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。

copy running-config
startup-config

ステップ 11   

次の例は、CLIを通じて SSHおよび XMLサーバオプションを設定する方法を示しています
switch# configure terminal
switch(config)# xml server validate all
switch(config)# xml server terminate 8665
switch(config)# no feature ssh
switch(config)# feature ssh server
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switch(config)# xml server max-session 6
switch(config)# xml server timeout 2400
switch(config)# copy running-config startup-config

SSH セッションの開始
クライアント PCで SSHv2セッションを開始するには、次のようなコマンドを使用できます。

ssh2 username@ip-address -s xmlagent

ログインユーザ名、デバイスの IPアドレス、接続先のサービスを入力します。xmlagentサービ
スは、デバイスソフトウェアにおいて XMLサーバと呼ばれます。

SSHコマンドの構文は、クライアント PCの SSHソフトウェアと異なる場合があります。（注）

XMLサーバから helloメッセージを受信しない場合は、以下の条件を確認してください。

• SSHサーバがデバイス上で有効化されていること。

• XMLサーバの最大セッションオプションが、デバイスへの SSH接続数に対応できるように
適切に設定されていること。

•デバイス上のアクティブ XMLサーバセッションのすべてが使用中でないこと。

Hello メッセージの送信
XMLサーバへの SSHセッションを開始すると、サーバはサーバの処理能力をクライアントに通
知するhelloメッセージが即座に応答されます。サーバが他の要求を処理する前に、クライアント
の処理能力を helloメッセージでサーバにアドバタイズする必要があります。XMLサーバでは、
基本的な処理能力のみをサポートし、クライアントの基本的な処理能力に対するサポートのみを

想定します。

次に、サーバおよびクライアントからの helloメッセージの例を示します。

すべてのXMLドキュメントは、]] >]] >で終了して、SSH経由のNETCONFの同期がサポート
されるようにする必要があります。

（注）

サーバからの hello メッセージ
<?xml version="1.0"?>
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<capabilities>
<capability>urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0</capability>
</capabilities>
<session-id>25241</session-id>

</hello>]]>]]>

クライアントからの hello メッセージ

<?xml version="1.0"?>
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<nc:hello xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<nc:capabilities>
<nc:capability>urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0</nc:capability>
</nc:capabilities>

</nc:hello>]]>]]>

XSD ファイルの取得

手順

ステップ 1 ブラウザで次の URLのシスコソフトウェアダウンロードサイトに移動します。
http://software.cisco.com/download/navigator.html

[Download Software]ページが表示されます。

ステップ 2 [Select a Product]リストから、[Switches] > [DataCenterSwitches] > [platform] > [model]を選択しま
す。

ステップ 3 登録シスコユーザとしてログインしていない場合は、すぐにログインするように求められます。

ステップ 4 [Select a Software Type]リストから、[NX-OSXMLSchemaDefinition]を選択します。

ステップ 5 目的のリリースを選択し、[Download]をクリックします。

ステップ 6 要求された場合には、強力な暗号化ソフトウェアイメージをダウンロードする資格申請の手順に

従ってください。

[Cisco End User License Agreement]が開きます。

ステップ 7 [Agree]をクリックし、手順に従ってファイルを PCにダウンロードします。

XML サーバへの XML ドキュメントの送信
コマンドシェルで開いた SSHセッションを通じて XMLドキュメントを XMLサーバに送信する
には、XMLテキストをエディタからコピーし、それを SSHセッションに貼り付けるという方法
があります。通常は自動化メソッドを使用して XMLドキュメントを XMLサーバに送信します
が、この方法では XMLサーバへの SSH接続の確認ができます。

この方法を使用する場合は、以下のガイドラインに従ってください。

•シェルコマンドの出力で helloメッセージを検索して、SSHセッションを開始した直後に
XMLサーバから Helloメッセージが送信されたことを確認します。

• XML要求を送信する前に、クライアント helloメッセージを送信します。XMLサーバから
hello応答が即座に送信されるため、クライアント helloメッセージを送信した後に追加の応
答は送信されません。

• XML文書は、常に文字シーケンス ]]>]]>で終了します。
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NETCONF XML インスタンスの作成
RPCタグおよび NETCONF動作タグ内に XMLデバイス要素を組み込むことにより、NETCONF
XMLインスタンスを作成できます。XMLデバイス要素は、機能ベースの XMLスキーマ定義
（XSD）ファイルで定義されます。このファイルには、使用可能な CLIコマンドが XML形式で
組み込まれます。

次に、フレームワークコンテキストの NETCONF XML要求で使用されるタグを示します。タグ
行は、次の文字コードでマークされています。

• X — XML宣言

• R — RPC要求タグ

• N — NETCONF動作タグ

• D —デバイスタグ

表 11： NETCONF XML フレームワークコンテキスト

X <?xml version="1.0"?>
R <nc:rpc message-id="1" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
R xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:nfcli”>
N <nc:get>
N <nc:filter type="subtree">
D <show>
D <xml>
D <server>
D <status/>
D </server>
D </xml>
D </show>
N </nc:filter>
N </nc:get>
R </nc:rpc>]]>]]>

任意のXMLエディタまたはXML管理インターフェイスツールを使用して、XMLインスタン
スを作成する必要があります。

（注）

RPC 要求タグ rpc

すべての NETCONF XMLインスタンスの最初に RPC要求タグ <rpc>を付ける必要があります。
RPC要求のタグ <rpc>の例は、<rpc>要素と必要な message-id属性を示しています。message-id
属性は、<rpc-reply>で複製され、要求と応答を関連付けるために使用できます。また、<rpc>ノー
ドには次の XML名前空間宣言が含まれています。

• NETCONF名前空間宣言—<rpc>および "urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"名前空間で定
義された NETCONFタグは、netconf.xsdスキーマファイルに存在します。

•デバイス名前空間宣言—<rpc>タグとNETCONFタグでカプセル化されたデバイスタグは、
別の名前空間で定義されています。デバイスの名前空間は機能指向です。Cisco NX-OS機能
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タグは別の名前空間で定義されています。RPC要求のタグ<rpc>は、nfcli機能を使用した例
です。デバイスの名前空間が "xmlns=http://www.cisco.com/nxos:1.0:nfcli"と宣言されています。
nfcli.xsdには、この名前空間定義が含まれています。詳細については、「XSDファイルの取
得」を参照してください。

表 12： RPC 要求タグ <rpc>

<nc:rpc message-id="315" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns=http://www.cisco.com/nxos:1.0:nfcli">
...
</nc:rpc>]]>]]>

設定要求の例を次に示します。

表 13：設定要求

<?xml version="1.0"?>
<nc:rpc message-id="16" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:if_manager">
<nc:edit-config>
<nc:target>
<nc:running/>

</nc:target>
<nc:config>
<configure>
<__XML__MODE__exec_configure>
<interface>
<ethernet>
<interface>2/30</interface>
<__XML__MODE_if-ethernet>
<__XML__MODE_if-eth-base>
<description>
<desc_line>Marketing Network</desc_line>

</description>
</__XML__MODE_if-eth-base>

</__XML__MODE_if-ethernet>
</ethernet>

</interface>
</__XML__MODE__exec_configure>

</configure>
</nc:config>

</nc:edit-config>
</nc:rpc>]]>]]>

__XML__MODEタグは、NETCONFエージェントによって内部的に使用されます。一部のタグ
は、特定の __XML__MODEタグの子としてのみ存在します。スキーマファイルを調べると、
XMLの CLIコマンドを表すタグにつながる適切なモードタグが見つかります。

NETCONF 動作タグ

NETCONFでは、次の設定動作を提供します。
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表 14：Cisco NX-OS での NETCONF 動作

例説明NETCONF 動作

NETCONF close sessionインス
タンス, （91ページ）

現在のXMLサーバセッション
を閉じます。

close-session

NETCONFcommitインスタンス
-候補コンフィギュレーション
機能, （96ページ）

実行コンフィギュレーション

を、候補コンフィギュレーショ

ンの現在の内容に設定します。

commit

NETCONF confirmed-commitイ
ンスタンス , （97ページ）

指定された期間、設定を確定す

るパラメータを提供します。こ

の動作の後、confirmed-commit
期間内にコミット動作が実行さ

れない場合、設定は

confirmed-commit動作前の状態
に戻ります。

confirmed-commit

NETCONF copy-configインスタ
ンス, （92ページ）

コピー元の設定データストアの

内容を対象のデータストアにコ

ピーします。

copy-config

—この動作はサポートされていま

せん。

delete-config

NETCONF edit-configインスタ
ンス, （93ページ）NETCONF
rollback-on-errorインスタンス ,
（97ページ）

デバイスの実行コンフィギュ

レーションの機能を設定しま

す。この動作は、コンフィギュ

レーションコマンドに使用し

ます。

リリース 7.3(0)D1(1)以降、
create、delete、merge、
rollback-on-error、
continue-on-error、stop-on-error
のアクションに対するサポート

が追加されました。

edit-config

NETCONF XMLインスタンス
の作成, （80ページ）

デバイスから設定情報を受信し

ます。この動作は、showコマ
ンドに使用します。データの

ソースは実行コンフィギュレー

ションです。

get

NETCONF get-configインスタ
ンス, （94ページ）

設定のすべてまたは一部を取得

します。

get-config
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例説明NETCONF 動作

NETCONF kill-sessionインスタ
ンス, （92ページ）

指定された XMLサーバセッ
ションを閉じます。自身のセッ

ションを閉じることはできませ

ん。NETCONF close-session動
作を参照してください。

kill-session

NETCONF lockインスタンス,
（95ページ）

クライアントがデバイスの設定

システムをロックすることがで

きます。

lock

NETCONFunlockインスタンス,
（96ページ）

以前のセッションで発行された

設定ロックを解除します。

unlock

NETCONF検証機能インスタン
ス , （98ページ）

デバイスに設定を適用する前

に、候補コンフィギュレーショ

ンに構文エラーやセマンティッ

クエラーがないかを確認しま

す。

validate

デバイスタグ

XMLデバイス要素は、XML形式で使用可能な CLIコマンドを示します。機能固有のスキーマ
ファイルには、その特定機能の CLIコマンドに対応する XMLタグが含まれます。XSDファイル
の取得, （79ページ）の項を参照してください。

このスキーマを使用することにより、XMLインスタンスの構築が可能になります。たとえば、
NETCONF XMLインスタンスの作成, （80ページ）の構築に使用された nfcli.xsdスキーマファ
イルの関連部分を次の例に示します。

表 15： show xml デバイスタグ

<xs:element name="show" type="show_type_Cmd_show_xml"/>
<xs:complexType name="show_type_Cmd_show_xml">
<xs:annotation>
<xs:documentation>to display xml agent information</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:choice maxOccurs="1">
<xs:element name="xml" minOccurs="1" type="xml_type_Cmd_show_xml"/>
<xs:element name="debug" minOccurs="1" type="debug_type_Cmd_show_debug"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="xpath-filter" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="uses-namespace" type="nxos:bool_true"/>
</xs:complexType>
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表 16： server status デバイスタグ

<xs:complexType name="xml_type_Cmd_show_xml">
<xs:annotation>
<xs:documentation>xml agent</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="server" minOccurs="1" type="server_type_Cmd_show_xml"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="server_type_Cmd_show_xml">
<xs:annotation>
<xs:documentation>xml agent server</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:choice maxOccurs="1">
<xs:element name="status" minOccurs="1" type="status_type_Cmd_show_xml"/>
<xs:element name="logging" minOccurs="1" type="logging_type_Cmd_show_logging_facility"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

次の例に、デバイスタグの応答を示します。

表 17：デバイスタグの応答

<xs:complexType name="status_type_Cmd_show_xml">
<xs:annotation>
<xs:documentation>display xml agent information</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="__XML__OPT_Cmd_show_xml___readonly__" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:group ref="og_Cmd_show_xml___readonly__" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:group name="og_Cmd_show_xml___readonly__">
<xs:sequence>
<xs:element name="__readonly__" minOccurs="1" type="__readonly___type_Cmd_show_xml"/>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:complexType name="__readonly___type_Cmd_show_xml">
<xs:sequence>
<xs:group ref="bg_Cmd_show_xml_operational_status" maxOccurs="1"/>
<xs:group ref="bg_Cmd_show_xml_maximum_sessions_configured" maxOccurs="1"/>
<xs:group ref="og_Cmd_show_xml_TABLE_sessions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

「__XML__OPT_Cmd_show_xml___readonly__」はオプションです。このタグは応答を表して
います。応答の詳細については、RPC応答タグ, （90ページ）の項を参照してください。

（注）

| XMLオプションを使用することにより、<get>の実行に使用する必要のあるタグを検索できま
す。次に、| XMLオプションの例を示します。
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表 18： XML の例

Switch#> show xml server status | xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:nfcli">
<nf:data>
<show>
<xml>
<server>
<status>
<__XML__OPT_Cmd_show_xml___readonly__>
<__readonly__>
<operational_status>
<o_status>enabled</o_status>
</operational_status>
<maximum_sessions_configured>
<max_session>8</max_session>
</maximum_sessions_configured>
</__readonly__>
</__XML__OPT_Cmd_show_xml___readonly__>
</status>
</server>
</xml>
</show>
</nf:data>
</nf:rpc-reply>
]]>]]>

この応答から、このコンポーネント上で動作を実行するための空間定義タグは

http://www.cisco.com/nxos:1.0:nfcliであり、nfcli.xsdファイルがこの機能の要求を構成するために
使用できることがわかります。

NETCONF動作タグおよびデバイスタグを、RPCタグ内に組み込むことができます。</rpc>終了
タグの後は、XML終端文字シーケンスです。

拡張 NETCONF 動作
Cisco NX-OSは、<exec-command>という名前の <rpc>動作をサポートします。クライアントアプ
リケーションでは、この動作を使用することにより、CLI設定を送信してコマンドを表示したり、
これらのコマンドの応答を XMLタグとして受信することができます。

以下は、インターフェイスの設定に使用されるタグの例です。タグ行は、次の文字コードでマー

クされています。

• X — XML宣言

• R — RPC要求タグ

• EO —拡張動作
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表 19： <exec-command> によって送信される設定 CLI コマンド

X <?xml version="1.0"?>
R <nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="3">
EO <nxos:exec-command>
EO <nxos:cmd>conf t ; interface ethernet 2/1 </nxos:cmd>
EO <nxos:cmd>channel-group 2000 ; no shut; </nxos:cmd>
EO </nxos:exec-command>
R </nf:rpc>]]>]]>

以下は、動作に対する応答です。

表 20： <exec-command> によって送信された CLI コマンドに対する応答

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="3">
<nf:ok/>
</nf:rpc-reply>
]]>]]>

次の例は、<exec-command>で送信された show CLIコマンドを使用してデータを取得する方法を
示しています。

表 21： <exec-command> によって送信される show CLI コマンド

<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="110">
<nxos:exec-command>
<nxos:cmd>show interface brief</nxos:cmd>
</nxos:exec-command>
</nf:rpc>]]>]]>

以下は、動作に対する応答です。
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表 22： <exec-command> によって送信された show CLI コマンドに対する応答

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0"
xmlns:mod="http://www.cisco.com/nxos:1.0:if_manager" message-id="110">
<nf:data>
<mod:show>
<mod:interface>
<mod:__XML__OPT_Cmd_show_interface_brief___readonly__>
<mod:__readonly__>
<mod:TABLE_interface>
<mod:ROW_interface>
<mod:interface>mgmt0</mod:interface>
<mod:state>up</mod:state>
<mod:ip_addr>172.23.152.20</mod:ip_addr>
<mod:speed>1000</mod:speed>
<mod:mtu>1500</mod:mtu>
</mod:ROW_interface>
<mod:ROW_interface>
<mod:interface>Ethernet2/1</mod:interface>
<mod:vlan>--</mod:vlan>
<mod:type>eth</mod:type>
<mod:portmode>routed</mod:portmode>
<mod:state>down</mod:state>
<mod:state_rsn_desc>Administratively down</mod:state_rsn_desc>
<mod:speed>auto</mod:speed>
<mod:ratemode>D</mod:ratemode>
</mod:ROW_interface>
</mod:TABLE_interface>
</mod:__readonly__>
</mod:__XML__OPT_Cmd_show_interface_brief___readonly__>
</mod:interface>
</mod:show>
</nf:data>
</nf:rpc-reply>
]]>]]>

次の表に、動作タグの詳細な説明を示します。

表 23：タグ

説明タグ

CLIコマンドを実行します。<exec-command>

CLIコマンドを含みます。showコマンドまたは
設定コマンドを含むことができます。複数の設

定コマンドを含む場合は、セミコロン「;」で区
切ます。複数の showコマンドはサポートされ
ていません。複数の設定コマンドは、複数の

<cmd>タグで同じ要求の一部として送信できま
す。詳細については、「<exec-command>によっ
て送信される設定CLIコマンド」の例を参照し
てください。

<cmd>

<cmd>タグで送信された設定コマンドに対する応答は以下のとおりです。
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• <nf:ok>：すべての設定コマンドが正常に実行されています。

• <nf:rpc-error>：一部のコマンドでエラーが発生しました。動作は最初のエラーの発生時に停
止し、<nf:rpc-error>サブツリーに設定のエラー内容の詳細が示されます。失敗したコマンド
より前に実行された設定のすべては、実行中の設定にすでに適用されている点に注意してく

ださい。

次に、失敗した設定の例を示します。

表 24：設定の失敗

<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="3">
<nxos:exec-command>
<nxos:cmd>configure terminal ; interface ethernet2/1 </nxos:cmd>
<nxos:cmd>ip address 1.1.1.2/24 </nxos:cmd>
<nxos:cmd>no channel-group 2000 ; no shut; </nxos:cmd>
</nxos:exec-command>
</nf:rpc>]]>]]>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="3">
<nf:rpc-error>
<nf:error-type>application</nf:error-type>
<nf:error-tag>invalid-value</nf:error-tag>
<nf:error-severity>error</nf:error-severity>
<nf:error-message>Ethernet2/1: not part of port-channel 2000
</nf:error-message>
<nf:error-info>
<nf:bad-element>cmd</nf:bad-element>
</nf:error-info>
</nf:rpc-error>
</nf:rpc-reply>
]]>]]>

コマンドを実行した結果、インターフェイスの IPアドレスが設定されましたが、no port-channel
2000コマンドの結果がエラーであるため、管理状態が変更されていません（no shutコマンドが実
行されていない）。

<cmd>タグで送信された showコマンドの結果として <rpc-reply>に showコマンドの XML出力が
含まれます。

同一の <exec-command>インスタンス上で設定コマンドと showコマンドを組み合わせることはで
きません。同一のインスタンス内で showコマンドと設定コマンドが組み合わせた例を次に示し
ます。
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表 25：設定コマンドと show コマンドの組み合わせ

<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="110">
<nxos:exec-command>
<nxos:cmd>conf t ; interface ethernet 2/1 ; ip address 1.1.1.4/24 ; show xml
server status </nxos:cmd>
</nxos:exec-command>
</nf:rpc>]]>]]>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="110">
<nf:rpc-error>
<nf:error-type>application</nf:error-type>
<nf:error-tag>invalid-value</nf:error-tag>
<nf:error-severity>error</nf:error-severity>
<nf:error-message>Error: cannot mix config and show in exec-command. Config cmds
before the show were executed.
Cmd:show xml server status</nf:error-message>
<nf:error-info>
<nf:bad-element>cmd</nf:bad-element>
</nf:error-info>
</nf:rpc-error>
</nf:rpc-reply>
]]>]]>

showコマンドは、次の例に示すように、個別の <exec-command>インスタンスで送信される必要
があります。

表 26： <exec-command> によって送信される show CLI コマンド

<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="110">
<nxos:exec-command>
<nxos:cmd>show xml server status ; show xml server status </nxos:cmd>
</nxos:exec-command>
</nf:rpc>]]>]]>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="110">
<nf:rpc-error>
<nf:error-type>application</nf:error-type>
<nf:error-tag>invalid-value</nf:error-tag>
<nf:error-severity>error</nf:error-severity>
<nf:error-message>Error: show cmds in exec-command shouldn't be followed by anything
</nf:error-message>
<nf:error-info>
<nf:bad-element>&lt;cmd&gt;</nf:bad-element>
</nf:error-info>
</nf:rpc-error>
</nf:rpc-reply>
]]>]]>

NETCONF 応答
クライアントによって送信されたすべての XML要求に対し、XMLサーバは RPC応答タグ
<rpc-reply>で囲んだ XML応答を送信します。
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ここでは、次の内容について説明します。

RPC 応答タグ

次の例は、RPC応答タグ <rpc-reply>を示しています。

表 27： RPC 応答タグ <rpc-reply>

<nc:rpc-reply message-id=”315” xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns=http://www.cisco.com/nxos:1.0:nfcli">
<ok/>
</nc:rpc-reply>]]>]]>

要素 <ok>、<data>、<rpc-error>がRPC応答に表示されることがあります。次の表に、<rpc-reply>
タグに表示される可能性のある RPC応答要素について説明します。

表 28：RPC 応答要素

説明要素

RPC要求は正常に完了しています。この要素
は、応答でデータが返されない場合に使用され

ます。

<ok>

RPC要求は正常に完了しています。RPC要求に
関連付けられたデータは<data>要素で囲まれて
います。

<data>

RPC要求が失敗しました。エラー情報は
<rpc-error>要素で囲まれています。

<rpc-error>

データタグにカプセル化されたタグの解釈

<data>タグによってカプセル化されたデバイスタグには、要求が含まれ、その後に応答が続きま
す。クライアントアプリケーションは、<readonly>タグより前のすべてのタグを安全に無視する
ことができます。次に、例を示します。
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表 29： RPC 応答データ

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:if_manager">
<nf:data>
<show>
<interface>
<__XML__OPT_Cmd_show_interface_brief___readonly__>
<__readonly__>
<TABLE_interface>
<ROW_interface>
<interface>mgmt0</interface>
<state>up</state>
<ip_addr>xx.xx.xx.xx</ip_addr>
<speed>1000</speed>
<mtu>1500</mtu>
</ROW_interface>
<ROW_interface>
<interface>Ethernet2/1</interface>
<vlan>--</vlan>
<type>eth</type>
<portmode>routed</portmode>
<state>down</state>
<state_rsn_desc>Administratively down</state_rsn_desc>
<speed>auto</speed>
<ratemode>D</ratemode>
</ROW_interface>
</TABLE_interface>
</__readonly__>
</__XML__OPT_Cmd_show_interface_brief___readonly__>
</interface>
</show>
</nf:data>
</nf:rpc-reply>
]]>]]>

<__XML__OPT.*>および <__XML__BLK.*>は、応答の中で使用され、要求内でも使用されるこ
ともあります。これらのタグは、NETCONFエージェントによって使用され、 <__readonly__>タ
グの後の応答に存在します。これらは、要求において必須であり、 CLIコマンドを表す XMLタ
グに到達するためにスキーマファイルに従って追加される必要があります。

XML インスタンスの例
ここでは、次の XMLインスタンスの例を示します。

NETCONF close session インスタンス
次の例は、close-session要求とその後の close-session応答を示しています。

表 30： close-session 要求

<?xml version="1.0"?>
<nc:rpc message-id="101" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0">
<nc:close-session/>
</nc:rpc>]]>]]>
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表 31：close-session 応答

<nc:rpc-reply xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="101">
<nc:ok/>
</nc:rpc-reply>]]>]]>

NETCONF kill-session インスタンス
次の例は、kill-session要求とその後の kill-session応答を示しています。

表 32： kill-session 要求

<nc:rpc message-id="101" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0">
<nc:kill-session>
<nc:session-id>25241</nc:session-id>
</nc:kill-session>
</nc:rpc>]]>]]>

表 33： kill-session 応答

<?xml version="1.0"?>
<nc:rpc-reply xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="101">
<nc:ok/>
</nc:rpc-reply>]]>]]>

NETCONF copy-config インスタンス
次の例は、copy-config要求とその後の copy-config応答を示しています。

表 34： copy-config 要求

<rpc message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<copy-config>
<target>
<running/>
</target>
<source>
<url>https://user@example.com:passphrase/cfg/new.txt</url>
</source>
</copy-config>
</rpc>

表 35： copy-config 応答

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<ok/>
</rpc-reply>
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NETCONF edit-config インスタンス
次の例は、NETCONF edit-configの使用を示しています。

表 36：edit-config 要求

<?xml version="1.0"?>
<nc:rpc message-id="16" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:if_manager">
<nc:edit-config>
<nc:target>
<nc:running/>
</nc:target>
<nc:config>
<configure>
<__XML__MODE__exec_configure>
<interface>
<ethernet>
<interface>2/30</interface>
<__XML__MODE_if-ethernet>
<__XML__MODE_if-eth-base>
<description>
<desc_line>Marketing Network</desc_line>
</description>
</__XML__MODE_if-eth-base>
</__XML__MODE_if-ethernet>
</ethernet>
</interface>
</__XML__MODE__exec_configure>
</configure>
</nc:config>
</nc:edit-config>
</nc:rpc>]]>]]>

表 37：edit-config 応答

<?xml version="1.0"?>
<nc:rpc-reply xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:if_manager" message-id="16">
<nc:ok/>
</nc:rpc-reply>]]>]]>

edit-configの動作属性は、指定された動作が実行される設定ポイントを特定します。動作属性が
指定されていない場合、その設定は既存の設定データストアにマージされます。動作属性には

次の値を設定できます。

• create

• merge

• delete

次の例は、実行コンフィギュレーションからイーサネット 0/0インターフェイスの設定を削除す
る方法を示しています。
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表 38： edit-config：動作要求の削除

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<edit-config>
<target>
<running/>
</target>
<default-operation>none</default-operation>
<config xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<top xmlns="http://example.com/schema/1.2/config">
<interface xc:operation="delete">
<name>Ethernet0/0</name>
</interface>
</top>
</config>
</edit-config>
</rpc>]]>]]>

表 39：edit-config に対する応答：動作の削除

<rpc-reply message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<ok/>
</rpc-reply>]]>]]>

NETCONF get-config インスタンス
次の例は、NETCONF get-configの使用を示しています。

表 40：サブツリー全体を取得する get-config 要求

<rpc message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<get-config>
<source>
<running/>
</source>
<filter type="subtree">
<top xmlns="http://example.com/schema/1.2/config">
<users/>
</top>
</filter>
</get-config>
</rpc>]]>]]>
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表 41：get-config 応答とクエリの結果

<rpc-reply message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<data>
<top xmlns="http://example.com/schema/1.2/config">
<users>
<user>
<name>root</name>
<type>superuser</type>
<full-name>Charlie Root</full-name>
<company-info>
<dept>1</dept>
<id>1</id>
</company-info>
</user>
<!-- additional <user> elements appear here... -->
</users>
</top>
</data>
</rpc-reply>]]>]]>

NETCONF lock インスタンス
次の例は、NETCONFの lock動作の使用を示しています。

次の例は、lock要求、成功応答、失敗した試行に対する応答を示しています。

表 42： lock 要求

<rpc message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<lock>
<target>
<running/>
</target>
</lock>
</rpc>]]>]]>

表 43：成功した lock 取得に対する応答

<rpc-reply message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<ok/> <!-- lock succeeded -->
</rpc-reply>]]>]]>
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表 44：失敗した lock 試行に対する応答

<rpc-reply message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<rpc-error> <!-- lock failed -->
<error-type>protocol</error-type>
<error-tag>lock-denied</error-tag>
<error-severity>error</error-severity>
<error-message>
Lock failed, lock is already held
</error-message>
<error-info>
<session-id>454</session-id>
<!-- lock is held by NETCONF session 454 -->
</error-info>
</rpc-error>
</rpc-reply>]]>]]>

NETCONF unlock インスタンス
次の例は、NETCONFの unlock動作の使用を示しています。

表 45： unlock 要求

<rpc message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<unlock>
<target>
<running/>
</target>
</unlock>
</rpc>

表 46： unlock 要求に対する応答

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

NETCONF commit インスタンス - 候補コンフィギュレーション機能
次の例は、commit動作と commit応答を示しています。

表 47： commit 動作

<rpc message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<commit/>
</rpc>
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表 48： commit 応答

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

NETCONF confirmed-commit インスタンス
次の例は、confirmed-commit動作とその後の confirmed-commit応答を示しています。

表 49： confirmed-commit 要求

<rpc message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<commit>
<confirmed/>
<confirm-timeout>120</confirm-timeout>
</commit>
</rpc>]]>]]>

表 50： confirmed-commit 応答

<rpc-reply message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<ok/>
</rpc-reply>]]>]]>

NETCONF rollback-on-error インスタンス
次の例は、文字列 urn:ietf:params:netconf:capability:rollback-on-error:1.0で指定された NETCONFの
エラー時ロールバック機能の使用を示しています。

次の例は、エラー時ロールバックの設定方法と、この要求に対する応答を示しています。
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表 51： rollback-on-error 機能

<rpc message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<edit-config>
<target>
<running/>
</target>
<error-option>rollback-on-error</error-option>
<config>
<top xmlns="http://example.com/schema/1.2/config">
<interface>
<name>Ethernet0/0</name>
<mtu>100000</mtu>
</interface>
</top>
</config>
</edit-config>
</rpc>]]>]]>

表 52： rollback-on-error 応答

<rpc-reply message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<ok/>
</rpc-reply>]]>]]>

NETCONF 検証機能インスタンス
次の例は、文字列 urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.0で指定された NETCONF検証機
能の使用を示しています。

表 53：検証要求

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<validate>
<source>
<candidate/>
</source>
</validate>
</rpc>]]>]]>

表 54：検証要求に対する応答

<rpc-reply message-id="101"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<ok/>
</rpc-reply>]]>]]>
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その他の参考資料

ここでは、XML管理インターフェイスの実装に関する追加情報を提供します。

標準

Title標準

—この機能がサポートする新しい規格または変更

された規格はありません。既存の規格のサポー

トは、この機能によって変更されていません。

RFC

TitleRFC

『NETCONF Configuration Protocol』RFC 4741

『Using the NETCONFConfiguration Protocol over
Secure Shell (SSH)』

RFC 4742

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x    
99

XML 管理インターフェイス
その他の参考資料

http://tools.ietf.org/html/rfc4741
http://tools.ietf.org/html/rfc4742


   Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x
100

XML 管理インターフェイス
その他の参考資料



第 10 章

tcl によるスクリプティング

• Tclについて, 101 ページ

• tclshコマンドの実行, 104 ページ

• tclshコマンドからの Cisco NX-OSモード間の移動, 105 ページ

• tclの参照, 106 ページ

Tcl について
Tcl（Tool Command Language）は、スクリプト言語です。tclを使用すると、デバイスの CLIコマ
ンドをより柔軟に使用できます。tclを使用して showコマンドの出力の特定の値を抽出したり、
スイッチを設定したり、Cisco NX-OSコマンドをループで実行したり、スクリプトで Embedded
Event Manager（EEM）ポリシーを定義したりすることができます。

ここでは、CiscoNX-OSデバイスで tclスクリプトを実行する方法や、tclを対話的に実行する方法
について説明します。

tclsh コマンドのヘルプ
tclコマンドでは、コマンドのヘルプは使用できません。インタラクティブ tclシェル内から Cisco
NX-OSコマンドのヘルプ機能に引き続きアクセスできます。

次に、インタラクティブ tclシェルで tclコマンドのヘルプがない場合の例を示します。
switch# tclsh
switch-tcl# set x 1
switch-tcl# puts ?

^
% Invalid command at '^' marker.
switch-tcl# configure ?
<CR>
session Configure the system in a session
terminal Configure the system from terminal input

switch-tcl#
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上の例では、Cisco NX-OSコマンドのヘルプ機能が引き続き使用できますが、tclの putsコマ
ンドはヘルプ機能からのエラーを返します。

（注）

tclsh コマンドの履歴
端末で矢印キーを使用して、以前にインタラクティブ tclシェルで入力したコマンドにアクセスで
きます。

インタラクティブ tclシェルを終了すると、tclshコマンドの履歴は保存されません。（注）

tclsh のタブ補完
インタラクティブ tclシェルを実行している場合は、Cisco NX-OSコマンドのタブ補完を使用でき
ます。tclコマンドでは、タブ補完は使用できません。

tclsh の CLI コマンド
インタラクティブ tclシェル内から直接 Cisco NX-OSコマンドにアクセスできますが、tcl cliコマ
ンドにより付加される場合のみ tclスクリプト内で Cisco NX-OSコマンドを実行できます。

インタラクティブ tclシェルでは、次のコマンドは同じであり、正しく実行されます。
switch-tcl# cli show module 1 | incl Mod
switch-tcl# cli "show module 1 | incl Mod"
switch-tcl# show module 1 | incl Mod

tclスクリプトで、次の例のように、Cisco NX-OSコマンドに tcl cliコマンドを付加する必要があ
ります。

set x 1
cli show module $x | incl Mod
cli "show module $x | incl Mod"

スクリプトで次のコマンドを使用すると、そのスクリプトは失敗し、 tclシェルにエラーが表示
されます。

show module $x | incl Mod
"show module $x | incl Mod"
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tclsh コマンドの区切り
セミコロン（;）は、Cisco NX-OSと tclの両方で使用されるコマンド区切りです。tclコマンドで
複数の Cisco NX-OSコマンドを実行するには、各 Cisco NX-OSコマンドを引用符（""）で囲む必
要があります。

インタラクティブ tclシェルでは、次のコマンドは同じであり、正しく実行されます。
switch-tcl# cli "configure terminal ; interface loopback 10 ; description loop10"
switch-tcl# cli configure terminal ; cli interface loopback 10 ; cli description loop10
switch-tcl# cli configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config-tcl)# cli interface loopback 10
switch(config-if-tcl)# cli description loop10
switch(config-if-tcl)#

インタラクティブ tclシェルでは、tclの cliコマンドを付加せずに、直接 Cisco NX-OSコマンドを
実行することもできます。

switch-tcl# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config-tcl)# interface loopback 10
switch(config-if-tcl)# description loop10
switch(config-if-tcl)#

tcl 変数
tcl変数をCiscoNX-OSコマンドへの引数として使用できます。また、tclスクリプトに引数を渡す
こともできます。tcl変数は永続的ではありません。

次の例では、tcl変数を Cisco NX-OSコマンドへの引数として使用する方法を示しています。
switch# tclsh
switch-tcl# set x loop10
switch-tcl# cli "configure terminal ; interface loopback 10 ; description $x"
switch(config-if-tcl)#

tclquit
tclquitコマンドは、どのCisco NX-OSコマンドモードが現在アクティブであるかには関係なく tcl
シェルを終了します。また、Ctrl+Cを押して tclシェルを終了することもできます。exitコマンド
と endコマンドは、Cisco NX-OSコマンドモードを変更します。exitコマンドは、EXECコマン
ドモードからのみ tclシェルを終了します。

tclsh のセキュリティ
tclシェルは、CiscoNX-OSシステムの特定の部分への不正アクセスを防止するために、サンドボッ
クスで実行されます。システムは、無限ループや過剰なメモリ使用率などのイベントを検出する
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ために、tclシェルによって使用されているCPU、メモリ、ファイルなどのシステムリソースをモ
ニタリングします。

初期の tcl環境は、scripting tcl init init-fileコマンドで設定します。

tcl環境のループ制限は、scripting tcl recursion-limit iterationsコマンドで定義できます。デフォル
トの再帰制限は 1000回の繰り返しです。

tclsh コマンドの実行
tclshコマンドを使用すると、スクリプトまたはコマンドラインから tclコマンドを実行できます。

CLIプロンプトの状態で tclスクリプトファイルを作成することはできません。スクリプト
ファイルはリモートデバイスで作成して、Cisco NX-OSデバイスの bootflash:ディレクトリに
コピーすることができます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

tclシェルを開始します。tclsh [bootflash:filename
[argument ... ]]

ステッ

プ 1   
引数を指定せずに tclshコマンドを実行すると、シェルは対
話形式で実行され、標準入力から tclコマンドを読み込ん

例：
switch# tclsh ?
<CR>

で、コマンドの結果とエラーメッセージを標準出力に出力

します。tclquitを入力するか、Ctrl+Cを押すとインタラク
ティブ tclシェルが終了します。

bootflash: The file to
run

引数を指定して tclshコマンドを実行すると、最初の引数
は、tclコマンドが記述されたスクリプトファイルの名前に
なり、他の引数をスクリプトで変数として使用できます。

次に、インタラクティブ tclシェルの例を示します。
switch# tclsh
switch-tcl# set x 1
switch-tcl# cli show module $x | incl Mod
Mod Ports Module-Type Model Status
1 36 36p 40G Ethernet Module N9k-X9636PQ ok
Mod Sw Hw
Mod MAC-Address(es) Serial-Num

switch-tcl# exit
switch#

次の例は、tclスクリプトの実行方法を示しています。
switch# show file bootflash:showmodule.tcl
set x 1
while {$x < 19} {
cli show module $x | incl Mod
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set x [expr {$x + 1}]
}

switch# tclsh bootflash:showmodule.tcl
Mod Ports Module-Type Model Status
1 36 36p 40G Ethernet Module N9k-X9636PQ ok
Mod Sw Hw
Mod MAC-Address(es) Serial-Num

switch#

tclsh コマンドからの Cisco NX-OSモード間の移動
インタラクティブ tclシェルの実行中に Cisco NX-OSのモードを変更できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

インタラクティブ tclシェルを開始します。tclsh

例：
switch# tclsh
switch-tcl#

ステップ 1   

tclシェルでCisco NX-OSのコマンドを実行し
て、モードを変更します。

configure terminal

例：
switch-tcl# configure terminal
switch(config-tcl)#

ステップ 2   

tclプロンプトが変化して、Cisco
NX-OSコマンドモードになったこ
とが示されます。

（注）

tclシェルを終了し、始めのモードに戻りま
す。

tclquit

例：
switch-tcl# tclquit
switch#

ステップ 3   

次に、インタラクティブ tclシェルから Cisco NX-OSのモードを変更する例を示します。
switch# tclsh
switch-tcl# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-tcl)# interface loopback 10
switch(config-if-tcl)# ?
description Enter description of maximum 80 characters
inherit Inherit a port-profile
ip Configure IP features
ipv6 Configure IPv6 features
logging Configure logging for interface
no Negate a command or set its defaults
rate-limit Set packet per second rate limit
shutdown Enable/disable an interface
this Shows info about current object (mode's instance)
vrf Configure VRF parameters
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end Go to exec mode
exit Exit from command interpreter
pop Pop mode from stack or restore from name
push Push current mode to stack or save it under name
where Shows the cli context you are in

switch(config-if-tcl)# description loop10
switch(config-if-tcl)# tclquit
Exiting Tcl
switch#

tcl の参照
次のタイトルは、参照のために示されています。

• Mark Harrison (ed)、『Tcl/Tk Tools』、O'Reilly Media、ISBN 1-56592-218-2、1997年

• Mark HarrisonおよびMichael McLennan、『Effective Tcl/Tk Programming』、Addison-Wesley、
Reading、MA、USA、ISBN 0-201-63474-0、1998年

• John K. Ousterhout、『Tcl and the Tk Toolkit』、Addison-Wesley、Reading、MA、USA、ISBN
0-201-63337-X、1994年

• Brent B. Welch、『Practical Programming in Tcl and Tk』、Prentice Hall、Upper Saddle River、
NJ、USA、ISBN 0-13-038560-3、2003年

• J Adrian Zimmer、『Tcl/Tk for Programmers』、IEEE Computer Society、John Wiley and Sonsに
より出版、ISBN 0-8186-8515-8、1998年
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第 11 章

iPXE

この章の内容は、次のとおりです。

• iPXEについて, 107 ページ

• ネットブート要件, 108 ページ

• 注意事項と制約事項, 108 ページ

• ブートモードの設定, 108 ページ

• ブート順序の設定の確認, 110 ページ

iPXE について
iPXEは、gPXE/Etherbootに基づいたオープンソースのネットワークブートファームウェアです。
gPXEは、Etherbootのオープンソース PXEクライアントファームウェアおよびブートローダで
す。標準の PXEクライアントは TFTPを使用してデータを転送しますが、gPXEはこれを拡張し
て追加プロトコルをサポートします。

iPXEによって標準の PXEから拡張された追加機能を以下に示します。

• HTTP、iSCSI SAN、FCoEなどによるWebサーバからのブート

• IPv4と IPv6の両方のサポート

•ネットブートによる HTTP/TFTP、IPv4、IPv6のサポート

•イメージへの組み込みや、HTTP/TFTPによる提供などが可能なスクリプトのサポート

• DHCPv6のステートレスアドレス自動設定（SLAAC）およびステートフル IP自動設定バリ
エーションのサポート。iPXEは、ブート URIおよび DHCPv6オプションのパラメータをサ
ポートします。これは、IPv6ルータアドバタイズメントによるものです。

また、セキュリティ上の理由により、以下のような iPXEの既存機能の一部が無効化されていま
す。

•標準の Linuxイメージ形式のブートサポート（bzImage+initramfs/initrd、ISOなど）

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x    
107



•未使用のネットワークブートオプション（FCoE、iSCSI SAN、ワイヤレスなど）

•サポートされていない NBP（syslinux/pxelinuxなど）のロード（正しくコード署名されてい
ないシステムイメージを起動する可能性があるため）。

ネットブート要件
主要な要件は次のとおりです。

•適切に設定された DHCPサーバ。

• TFTP/HTTPサーバ。

•デバイスのブートフラッシュの十分なスペース（デバイスのPXEブート時にNX-OSがイメー
ジをダウンロードするため）

• IPv4/IPv6サポート—導入の柔軟性向上のため

注意事項と制約事項
PXEに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• iPXEによる自動ブート中、Ctrl+Bを入力すると PXEブートを終了できる 3秒間の時間枠が
あります。システムにより以下の選択が求められます。

Please choose a bootloader shell:
1). GRUB shell
2). PXE shell
Enter your choice:

• HTTPイメージのダウンロードか TFTPか。TFTPは UDPベースであり、パケット損失が発
生し始めると問題があります。TCPは、ウィンドウベースのプロトコルであり、帯域幅の共
有や損失の処理に優れています。結論として、250メガバイトを超えるCiscoNexusイメージ
のサイズを考慮すると、TCPベースのプロトコルサポートの方が適しています。

• iPXEでは、Cisco署名付きの NBIイメージのみが許可またはブートされます。他の標準イ
メージ形式のサポートは、セキュリティ上の理由で無効化されています。

ブートモードの設定

VSH CLI
switch# configure terminal
switch(conf)# boot order bootflash|pxe [bootflash|pxe]
switch(conf)# end

   Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x
108

iPXE
ネットブート要件



キーワード bootflashは、それが Grubベースのブーティングであることを示しています。（注）

たとえば、PXEブートモードのみを実行する場合の設定コマンドは次のとおりです。
switch(conf)# boot order pxe

Grubを最初にブートするには、後に PXEを指定します。
switch(conf)# boot order bootflash pxe

PXEを最初にブートするには、後に Grubを指定します。
switch(conf)# boot order pxe bootflash

boot orderコマンドを使用していない場合、デフォルトでブート順序が Grubになります。

以降のセクションでは、Grubと iPXEを切り替える方法について説明します。（注）

Grub CLI

bootmode [-g|-p|-p2g|-g2p]

機能キーワード

Grubのみ-g

PXEのみ-p

PXEが最初、次にGrub（PXEが失敗した場合）-p2g

Grubが最初、次にPXE（Grubが失敗した場合）-g2p

完全なNexusイメージをブートせずに、ブートモードをシリアルコンソールから切り替える場合
に、GrubCLIを使用すると便利です。また、連続的なPXEブート状態を解消するためにも使用で
きます。

iPXE CLI

bootmode [-g|--grub] [-p|--pxe] [-a|--pxe2grub] [-b|--grub2pxe]

機能キーワード

Grubのみ– – grub

PXEのみ– – pxe

PXEが最初、次にGrub（PXEが失敗した場合）– – pxe2grub
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機能キーワード

Grubが最初、次にPXE（Grubが失敗した場合）– – grub2pxe

完全なNexusイメージをブートせずに、ブートモードをシリアルコンソールから切り替える場合
に、iPXECLIを使用すると便利です。また、連続的なPXEブート状態を解消するためにも使用で
きます。

ブート順序の設定の確認
ブート順序の設定情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

目的コマンド

実行コンフィギュレーションの現在のブート順

序、およびスタートアップコンフィギュレー

ションの次のリロード時のブート順序の値が表

示されます。

show boot order
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第 12 章

カーネルスタック

この章の内容は、次のとおりです。

• カーネルスタックについて, 111 ページ

• 注意事項と制約事項, 111 ページ

• ポート範囲の変更, 112 ページ

カーネルスタックについて
カーネルスタック（kstack）は、一般的な Linux APIを使用して、ルートおよびフロントパネル
のポートを管理します。

ゲストシェルなどのオープンコンテナは、ホストソフトウェアから切り離された Linux環境で
す。お客様は、その環境内でホストソフトウェアパッケージに影響を与えずにソフトウェアのイ

ンストールや変更ができます。

カーネルスタックには、次のような特徴があります。

注意事項と制約事項
カーネルスタックの使用には、次の注意事項と制約事項があります。

•ゲストシェル 2.1および他のオープンコンテナは、カーネルスタック（kstack）を使用しま
す。

◦ Netstackを使用して閉じたコンテナの後方互換性。

•オープンコンテナはホストのデフォルト名前空間で開始します。

◦他のネットワークの名前空間は setnsシステムコールを使用してアクセスできます。

◦ nsenterユーティリティおよび ip netns execユーティリティは、異なるネットワーク名
前空間のコンテキスト内での実行に使用できます。
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◦ ip netns execコマンドの PIDおよびアイデンティティオプションは、ファイルシステ
ムのデバイスチェックがあるため、修正しないと機能しません。vrfinfoユーティリティ
は、ネットワーク管理者に同じ情報を提供するために提供されています。

•オープンコンテナはインターフェイスの状態を /proc/net/devから読み出すことができ
ます。または他の通常の Linuxユーティリティ（netstatや ifconfigなど）を変更なしで使用
できます。これは、スイッチ上で開始または終了したパケットのカウンタを提供します。

•オープンコンテナは ethtool –Sを使用して、ネットデバイスから拡張統計情を取得できま
す。これには、インターフェイス経由でスイッチされたパケットが含まれます。

•オープンコンテナは、tcpdumpなどのパケットキャプチャアプリケーションを実行して、
そのスイッチで開始または終了されたパケットをキャプチャできます。

•オープンコンテナからのネットワークの状態変化（インターフェイスの作成/削除、IPアド
レス設定、MTUの変更など）のサポートはありません。

• IPv4および IPv6はサポートされます。

• Raw PF_PACKETはサポートされます。

•既知のポート（0～ 15000）は、ネットワーク名前空間に関わらず、一度に 1つのスタック
（Netstackまたは kstack）のみに使用されます。

• Netstackアプリケーションと kstackアプリケーションとの間に IP接続は存在しません。これ
は、ホストの制約であり、オープンコンテナにも適用されます。

•ラインカードやスタンバイスーパーバイザとの内部通信に使用される EOBCインターフェ
イスにオープンコンテナ内から直接アクセスすることはできません。このアクセスが必要な

場合には、ホスト Bashシェルを使用する必要があります。

•管理インターフェイス（mgmt0）は、カーネル netdevicesの eth1と表記されます。

ポート範囲の変更
Netstackと kstackにより、ポート範囲が分割されます。デフォルトのポート範囲は次のとおりで
す。

• Kstack — 15001～ 58000

• Netstack — 58001～ 65535

63536 ~ 65535の範囲内は、NATに予約済みです。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

このコマンドで kstackのポート範囲が変更さ
れます。このコマンドで Netstackの範囲は変
更されません。

[no] sockets
local-port-rangestart-portend-port

ステップ 1   

次に、kstackのポート範囲の設定例を示します。
switch# sockets local-port-range 15001 25000

次の作業

コマンドの入力が完了した後、以下の問題に注意する必要があります。

•コマンドを入力した後、スイッチをリロードする必要があります。

• Netstackで使用するために 7000ポート以上を未割り当ての状態にしておく必要があります。

•ポート範囲に隙間ができるのを回避するために、start-portを 15001に指定するか、end-port
を 65535に指定する必要があります。
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第 13 章

サードパーティ製アプリケーション

この章の内容は、次のとおりです。

• サードパーティアプリケーションについて, 115 ページ

• サードパーティのネイティブ RPM/パッケージのインストール, 116 ページ

• 署名付き RPMのインストール, 117 ページ

• サードパーティ RPMの永続化, 122 ページ

• VSHからの RPMのインストール, 123 ページ

• サードパーティ製アプリケーション, 127 ページ

サードパーティアプリケーションについて
サードパーティアプリケーション向けの RPMは、https://devhub.cisco.com/artifactory/open-nxos/
7.0-3-I2-1/x86_64のリポジトリから入手できます。これらのアプリケーションは、Bashシェル内
または NX-OS CLI経由で yumコマンドを使用することで、ネイティブホストにインストールさ
れます。

yum installrpmコマンドを入力すると、Cisco YUMプラグインが実行されます。このプラグイン
は、RPMを非表示の場所にコピーします。スイッチのリロード時、システムによって RPMが再
インストールされます。

/etcでの設定内容について、Linuxプロセスの incrondが、そのディレクトリで作成されたアー
ティファクトをモニタリングし、それらを非表示の場所にコピーします。これらのコピーは/etc
に戻されます。
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サードパーティのネイティブ RPM/パッケージのインス
トール

パッケージのインストールの詳細なワークフローは次のとおりです。

手順

エージェントが保存されているシスコのリポジトリをポイントするようにスイッチのリポジトリ

を設定します。
bash-4.2# cat /etc/yum/repos.d/open-nxos.repo
[open-nxos]
name=open-nxos

baseurl=https://devhub.cisco.com/artifactory/open-nxos/7.0-3-I2-1/x86_64/
enabled=1
gpgcheck=0
sslverify=0

yumを使用した rpmのインストール例を、すべてのインストールログとともに示します。

例：
bash-4.2# yum install splunkforwarder
Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,
protect-packages
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package splunkforwarder.x86_64 0:6.2.3-264376 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================================

Package Arch Version Repository Size
=============================================================================================
Installing:
splunkforwarder x86_64 6.2.3-264376 open-nxos 13 M

Transaction Summary
=============================================================================================
Install 1 Package

Total size: 13 M
Installed size: 34 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running Transaction Check
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : splunkforwarder-6.2.3-264376.x86_64

1/1
complete

Installed:
splunkforwarder.x86_64 0:6.2.3-264376

Complete!
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bash-4.2#

パッケージのインストールが成功したかをスイッチにクエリし、そのプロセスやサービスが起動

され、実行中であることを確認する例を示します。

例：
bash-4.2# yum info splunkforwarder
Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,
protect-packages
Fretta | 951 B 00:00 ...
groups-repo | 1.1 kB 00:00 ...
localdb | 951 B 00:00 ...
patching | 951 B 00:00 ...
thirdparty | 951 B 00:00 ...
Installed Packages
Name : splunkforwarder
Arch : x86_64
Version : 6.2.3
Release : 264376
Size : 34 M
Repo : installed
From repo : open-nxos
Summary : SplunkForwarder
License : Commercial
Description : The platform for machine data.

署名付き RPM のインストール

署名付き RPM の確認
次のコマンドを実行し、特定の RPMが署名されているかどうかを確認します。
Run, rpm -K rpm_file_name

署名付き RPM ではない場合
bash-4.2# rpm -K bgp-1.0.0-r0.lib32_n9000.rpm

bgp-1.0.0-r0.lib32_n9000.rpm: (sha1) dsa sha1 md5 OK

署名付き RPM の場合
bash-4.2#
rpm -K puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm

puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm: RSA sha1 MD5 NOT_OK

bash-4.2#

サードパーティ製の署名付き RPMでは、パッケージをインストールする前に GPG公開キーをイ
ンポートする必要があります。このキーがインポートされていない場合、yumを実行すると、次
のエラーが返されます。

bash-4.2#
yum install puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm -q

Setting up Install Process

warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V4 RSA/SHA1 signature: NOKEY, key ID 4bd6ec30
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Cannot open: puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm. Skipping.

Error: Nothing to do

キーの手動インポートによる署名付き RPM のインストール
• GPGキーを /etc rootfsにコピーして、これらがリブート後も永続化されるようにしま
す。
bash-4.2# mkdir -p /etc/pki/rpm-gpg

bash-4.2# cp -f RPM-GPG-KEY-puppetlabs /etc/pki/rpm-gpg/

•次のコマンドを使用して、キーをインポートします。
bash-4.2# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-puppetlabs

bash-4.2#

bash-4.2# rpm -q gpg-pubkey

gpg-pubkey-4bd6ec30-4c37bb40
bash-4.2# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-puppetlabs

bash-4.2#

bash-4.2# rpm -q gpg-pubkey

gpg-pubkey-4bd6ec30-4c37bb40

• yumコマンドを使用して署名付き RPMをインストールします。
bash-4.2#
yum install puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm

Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,
protect-packages

groups-repo | 1.1 kB 00:00 ...

.
localdb | 951 B 00:00 ...

patching | 951 B 00:00 ...

thirdparty | 951 B 00:00 ...

Setting up Install Process

Examining puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm:
puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64

Marking puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm to be installed

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package puppet-enterprise.x86_64 0:3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos will be installed

--> Finished Dependency ResolutionDependencies Resolved
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============================================================================================

Package Arch Version Repository
Size

============================================================================================

Installing:

puppet-enterprise x86_64 3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos /puppet-enterprise-
46 M

3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.
pe.nxos.x86_64

Transaction Summary

============================================================================================

Install 1 Package

Total size: 46 M

Installed size: 46 M

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:

Running Transaction Check

Running Transaction Test

Transaction Test Succeeded

Running Transaction

Installing : puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64
1/1

Installed:

puppet-enterprise.x86_64 0:3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos

Complete!

bash-4.2#

キーの自動インポートによる署名付きサードパーティ RPM のインス
トール

キーおよび RPMをポイントするように yum repoをセットアップします。
root@switch# cat /etc/yum/repos.d/puppet.repo

[puppet]

name=Puppet RPM

baseurl=file:///bootflash/puppet
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enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=http://yum.puppetlabs.com/RPM-GPG-KEY-puppetlabs

metadata_expire=0

cost=500

bash-4.2# yum install puppet-enterprise

Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,
protect-packages

groups-repo | 1.1 kB 00:00 ...

localdb | 951 B 00:00 ...

patching | 951 B 00:00 ...

puppet | 951 B 00:00 ...

thirdparty | 951 B 00:00 ...

Setting up Install Process

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package puppet-enterprise.x86_64 0:3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos will be installed

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==============================================================================================

Package Arch Version Repository Size

==============================================================================================

Installing:

puppet-enterprise x86_64 3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos puppet 14 M

Transaction Summary

==============================================================================================

Install 1 Package

Total download size: 14 M

Installed size: 46 M

Is this ok [y/N]: y

Retrieving key from file:///bootflash/RPM-GPG-KEY-puppetlabs

Importing GPG key 0x4BD6EC30:

Userid: "Puppet Labs Release Key (Puppet Labs Release Key) <info@puppetlabs.com>"

From : /bootflash/RPM-GPG-KEY-puppetlabs

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:
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Running Transaction Check

Running Transaction Test

Transaction Test Succeeded

Running Transaction

Warning! Standby is not ready. This can cause RPM database inconsistency.

If you are certain that standby is not booting up right now, you may proceed.

Do you wish to continue?

Is this ok [y/N]: y

Warning: RPMDB altered outside of yum.

Installing : puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64
1/1

/sbin/ldconfig: /usr/lib/libboost_regex.so.1.49.0 is not a symbolic link

Installed:

puppet-enterprise.x86_64 0:3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos

Complete!

署名付き RPM の Repo への追加

手順

ステップ 1 署名付き RPMを repoディレクトリにコピーします

ステップ 2 create repoが成功するために、対応するキーをインポートします
bash-4.2# ls
puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm RPM-GPG-KEY-puppetlabs
bash-4.2#
bash-4.2# rpm --import RPM-GPG-KEY-puppetlabs
bash-4.2# createrepo .
1/1 - puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
bash-4.2#

キーをインポートしない場合

bash-4.2# ls
puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm RPM-GPG-KEY-puppetlabs
bash-4.2#
bash-4.2# createrepo .
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V4 RSA/SHA1 signature: NOKEY, key ID 4bd6ec30

Error opening package - puppet-enterprise-3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos.x86_64.rpm

Saving Primary metadata
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Saving file lists metadata
Saving other metadata

ステップ 3 repo configファイルを /etc/yum/repos.dの下に作成し、この repoを指定します
bash-4.2# cat /etc/yum/repos.d/puppet.repo
[puppet]
name=Puppet RPM
baseurl=file:///bootflash/puppet
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///bootflash/puppet/RPM-GPG-KEY-puppetlabs
#gpgkey=http://yum.puppetlabs.com/RPM-GPG-KEY-puppetlabs
metadata_expire=0
cost=500

bash-4.2# yum list available puppet-enterprise -q
Available Packages
puppet-enterprise.x86_64 3.7.1.rc2.6.g6cdc186-1.pe.nxos

puppet
bash-4.2#

サードパーティ RPM の永続化
次に、サードパーティ RPMの永続化の論理を示します。

•ローカルの yumリポジトリは、サードパーティの RPMの維持を目的としたもので
す。/etc/yum/repos.d/thirdparty.repoは/bootflash/.rpmstore/thirdparty
をポイントしています。

• yum install third-party.rpmコマンドを入力するたびに、RPMのコピーが
//bootflash/.rpmstore/thirdpartyに保存されます。

•再起動時、サードパーティリポジトリ内のすべての RPMがスイッチに再インストールされ
ます。

• /etc設定ファイル内のすべての変更は、/bootflash/.rpmstore/config/etcで維持
され、再起動時にこれらが /etcで再生されます。

• /etcディレクトリで作成されたスクリプトは、リロード後も維持されています。たとえば、
サードパーティサービススクリプトが /etc/init.d/で作成され、リロード中にアプリ
ケーションを起動するために使用されます。
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VSH からの RPM のインストール

パッケージの追加

NX-OS機能 RPMは、VSH CLIを使用してインストールすることもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

既存のインストール済みのバージョンとパッケー

ジを表示します。

show install packageステップ 1   

サポートされてる URIを確認します。install add ?ステップ 2   

install addコマンドは、パッケージファイルを
ローカルストレージデバイスまたはネットワー

クサーバにコピーします。

install addrpm-packagenameステップ 3   

次の例は、Chef RPMをアクティブ化する方法を示しています。
switch# show install package
switch# install add ?
WORD Package name
bootflash: Enter package uri
ftp: Enter package uri
http: Enter package uri
modflash: Enter package uri
scp: Enter package uri
sftp: Enter package uri
tftp: Enter package uri
usb1: Enter package uri
usb2: Enter package uri
volatile: Enter package uri
switch# install add
bootflash:chef-12.0.0alpha.2+20150319234423.git.1608.b6eb10f-1.el5.x86_64.rpm
[####################] 100%
Install operation 314 completed successfully at Thu Aug 6 12:58:22 2015

次の作業

すでにパッケージをアクティブ化している場合は、パッケージのアクティブ化,（124ページ）に
移動します。

RPMパッケージの追加とアクティブ化は、1つのコマンドで行うことができます。
switch#
install add bootflash:chef-12.0.0alpha.2+20150319234423.git.1608.b6eb10f-1.el5.x86_64.rpm
activate

（注）
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パッケージのアクティブ化

はじめる前に

RPMは、先に追加しておく必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

追加され、アクティブ化されていないパッ

ケージのリストを表示します。

show install inactiveステップ 1   

パッケージをアクティブ化します。install activaterpm-packagenameステップ 2   

次の例は、パッケージをアクティブ化する方法を示しています。

switch# show install inactive
Boot image:

NXOS Image: bootflash:///yumcli6.bin

Inactive Packages:
sysinfo-1.0.0-7.0.3.x86_64

Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,
: protect-packages

Available Packages
chef.x86_64 12.0.0alpha.2+20150319234423.git.1608.b6eb10f-1.el5 thirdparty
eigrp.lib32_n9000 1.0.0-r0 groups-rep
o
sysinfo.x86_64 1.0.0-7.0.3 patching
switch# install activate chef-12.0-1.el5.x86_64.rpm
[####################] 100%
Install operation completed successfully at Thu Aug 6 12:46:53 2015

パッケージの非アクティブ化

手順

目的コマンドまたはアクション

RPMパッケージを非アクティブ化し
ます。

install deactivatepackage-nameステップ 1   

次の例は、Chef RPMパッケージを非アクティブ化する方法を示しています。
switch# install deactivate chef
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パッケージの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

RPMパッケージを削除します。install removepackage-nameステップ 1   

次の例は、Chef RPMパッケージを削除する方法を示しています。
switch# install remove chef-12.0-1.el5.x86_64.rpm

インストール済みパッケージの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

インストール済みパッケージの一覧が表

示されます。

show install packagesステップ 1   

次の例は、インストール済みパッケージの一覧を表示する方法を示しています。

switch# show install packages

詳細ログの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

詳細なログを表示します。show tech-support installステップ 1   

次の例は、詳細なログを表示する方法を示しています。

switch# show tech-support install
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パッケージのアップグレード

手順

目的コマンドまたはアクション

パッケージをアップグレードしま

す。

install add package-name activate upgradeステップ 1   

次の例は、パッケージをアップグレードする方法を示しています。

switch# install add bootflash:bgp-1.0.1-r0.lib32_n9000.rpm activate ?
downgrade Downgrade package
forced Non-interactive
upgrade Upgrade package
switch# install add bootflash:bgp-1.0.1-r0.lib32_n9000.rpm activate upgrade
[####################] 100%
Install operation completed successfully at Thu Aug 6 12:46:53 2015

パッケージのダウングレード

手順

目的コマンドまたはアクション

パッケージをダウングレードしま

す。

install add package-name activate downgradeステップ 1   

次の例は、パッケージをダウングレードする方法を示しています。

switch# install add bootflash:bgp-1.0.1-r0.lib32_n9000.rpm activate ?
downgrade Downgrade package
forced Non-interactive
upgrade Upgrade package
switch# install add bootflash:bgp-1.0.1-r0.lib32_n9000.rpm activate downgrade
[####################] 100%
Install operation completed successfully at Thu Aug 6 12:46:53 2015
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サードパーティ製アプリケーション

NX-OS
他のサードパーティ製アプリケーション向けの Cisco NX-OSリポジトリについては、次を参照し
てください。 https://devhub.cisco.com/artifactory/open-nxos/7.0-3-I2-1/x86_64/

NX-API REST APIオブジェクトモデルの仕様については、次を参照してください。 https://
opennxos.cisco.com/public/api/nxapi-rest/

DevOps 構成管理ツール
DevOps構成管理ツールについては、以下のリンクを参照してください。

• Ansible 2.0リリース（Nexusサポート）については http://releases.ansible.com/ansible/

• Ansible NX-OSモジュールの例については https://github.com/jedelman8/nxos-ansible

• Puppetについては https://forge.puppetlabs.com/puppetlabs/ciscopuppet

• Cisco Puppetモジュール（Git）については https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module

• Chefについては https://supermarket.chef.io/cookbooks/cisco-cookbook

• Cisco Chefクックブック（Git）については https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbook

V9K（自動化アプリケーション統合テストとモデルング）
仮想Nexus 9Kにアクセスするには、get-n9kv@cisco.comに電子メールを送信し、CCO idを指定し
ます。ユーザには、ダウンロードリンクが記載された電子メールが送信されます。

これにより、ESX5.1/5.5、VirtualBox、Fusion、KVMのサポートが提供されます。

自動化ツールの教育用コンテンツ

Open NX-OSアーキテクチャと自動化に関する無料のマニアルについては、次を参照してくださ
い。 http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/open_nxos/programmability/
guide/Programmability_Open_NX-OS.pdf

collectd
collectdは、システムパフォーマンスの統計情報を定期的に収集し、さまざまな方法（たとえば、
RRDファイルなど）で値を保存する機能を提供するデーモンです。
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collectdでは、自身を稼働しているシステムに関する統計情報を収集し、この情報を保存します。
これらの統計情報は、現在のパフォーマンスのボトルネックを特定し（パフォーマンス分析な

ど）、将来的なシステム負荷（キャパシティプランニングなど）を予測するために使用できま

す。

詳細については、https://collectd.orgを参照してください。

Ganglia
Gangliaは、クラスタやグリッドのようなハイパフォーマンスコンピューティングシステムに対
応する拡張性の高い分散監視システムです。これは、クラスタ間の連携を目的とした階層型設計

に基づいています。これは、XML（データ表現）、XDR（コンパクトでポータブルなデータ伝
送）、RRDtool（データストレージと仮想化）など、広く普及しているテクノロジーを活用しま
す。これは、ノードごとのオーバーヘッドをきわめて小さくし、高い同時接続を実現するために、

綿密に設計されたデータ構造とアルゴリズムを使用します。実装は堅牢であり、すでに広範なオ

ペレーティングシステムおよびプロセッサアーキテクチャに移植されています。現在、世界中の

数千台のクラスタで使用されています。大学のキャンパス全体および世界中のクラスタのリンク

に使用されており、2000ノードでクラスタを処理するように拡張できます。

詳細については、http://ganglia.infoを参照してください。

Iperf
Iperfは、TCPおよび UDPの帯域幅の最大パフォーマンスを測定するための最新の代替方式とし
て、NLANR/DASTが開発したものです。Iperfを使用することで、さまざまなパラメータと UDP
特性の調整ができます。Iperfは、帯域幅、遅延ジッター、データグラム損失を報告します。

詳細については、http://sourceforge.net/projects/iperf/またはhttp://iperf.sourceforge.netを参照してくだ
さい。

LLDP
LLDPは、EDPや CDPなどの独占的なリンク層プロトコルの代替となるために設計された業界標
準のプロトコルです。LLDPの目的は、リンク層通知を隣接ネットワークデバイスに配信するメ
カニズムとしてベンダー間で互換性のある方式を提供することです。

詳細については、https://vincentbernat.github.io/lldpd/index.htmlを参照してください。

Nagios
Nagiosは、ネットワークサービス（ICMP、SNMP、SSH、FTP、HTTPなど）やホストリソース
（CPU負荷、ディスク使用状況、システムログなど）のモニタリング、そして警告サービス（サー
バ、スイッチ、アプリケーション、サービスを対象）を提供するオープンソースソフトウェアで

す。Nagiosは、Nagios remote plugin executor（NRPE）と SSHまたは SSLトンネルを通じたリモー
トモニタリングを提供します。
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詳細については、https://www.nagios.org/を参照してください。

OpenSSH
OpenSSHは、インターネットの技術ユーザに信頼されている無料のSSH接続ツールです。Telnet、
rlogin、FTPでは、パスワードが暗号化されずにインターネット経由で送信されますが、これらの
ユーザはこのことを認識していないことがあります。OpenSSHでは、すべてのトラフィック（パ
スワードも含む）が暗号化され、盗聴や接続のハイジャックなどの攻撃が効果的に排除されます。

また、OpenSSHは、セキュアトンネリング機能と複数の認証方式を提供し、すべての SSHプロ
トコルバージョンをサポートしています。

詳細については、http://www.openssh.comを参照してください。

Quagga
Quaggaは、さまざまなルーティングプロトコルの実装を提供するネットワークルーティングソ
フトウェアスイートです。Quaggaデーモンは、ネットワークアクセス可能な CLI（「vty」）を
使用して設定されます。

Quagga BGPのみ検証が完了しています。（注）

詳細については、http://www.nongnu.org/quagga/を参照してください。

Splunk
Splunkは、データの収集、分析、およびモニタリングを行うWebベースのツールです。Splunk
Enterpriseは、マシン生成データからの重要な運用インテリジェンスの取得に役立ちます。これに
は、強力な検索機能、視覚化機能、使用例のための事前にパッケージ化されたコンテンツなどが

幅広く付属しており、すべてのユーザが迅速に情報を把握して共有できます。未加工のデータは、

Splunkユニバーサルフォワーダを使用してSplunkサーバに送信されます。ユニバーサルフォワー
ダは、リモートソースから信頼性の高いセキュアなデータ収集を提供し、インデックス化と統合

のためにそのデータを Splunk Enterpriseに転送します。たとえば、数万台のリモートシステムに
拡張し、パフォーマンスへの影響を最小限を抑えながらテラバイト単位のデータを収集できます。

詳細については、http://www.splunk.com/en_us/download/universal-forwarder.htmlを参照してくださ
い。

tcollector
tcollectorは、ローカルコレクタからデータを収集し、そのデータをOpenTSDBにプッシュするク
ライアントサイドプロセスです。すべてのホストで実行すれば、各ホストのデータを TSDに送
信できます。
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詳細については、http://opentsdb.net/docs/build/html/user_guide/utilities/tcollector.htmlを参照してくだ
さい。

tcpdump
Tcpdumpは、ネットワークインターフェイス上のブール式に一致するパケットの内容説明を印刷
します。説明の前にはタイムスタンプが付けられ、デフォルトでは、午前零時を起点とした時間、

分、秒、秒数の小数第一位が印刷されます。また、-wフラグ付きで実行されると、後で分析でき
るように、パケットデータがファイルに保存されます。-rフラグ付きで実行されると、パケット
がネットワークインターフェイスから読み出されるのではなく、保存されたパケットファイルか

ら読み出されます。さらに、-Vフラグ付きで実行されると、保存されたパケットファイルの一覧
が読み出されます。いずれの場合も、式に一致するパケットのみが tcpdumpコマンドによって処
理されます。

詳細については、http://www.tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.htmlを参照してください。

Tshark
Tsharkは、ネットワークプロトコルアナライザです。これにより、稼働中のネットワークからパ
ケットデータをキャプチャしたり、以前に保存したキャプチャファイルからパケットを読み出す

ことができます。復号化された形式のこれらのパケットを標準出力に印字するか、パケットをファ

イルに書き込むことができます。Tsharkのネイティブのキャプチャファイル形式は pcap形式で
す。これは、tcpdumpやその他のさまざまなツールで使用されている形式でもあります。Tshark
は、cap_net_adminファイル機能を削除した後に、ゲストシェル 2.1内で使用できます。
setcap
cap_net_raw=ep /sbin/dumpcap

このコマンドは、ゲストシェル内で実行する必要があります。（注）

詳細については、https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.htmlを参照してください。
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第 14 章

Nexus アプリケーション開発 - SDK

この章の内容は、次のとおりです。

• Cisco SDKについて, 131 ページ

• SDKのインストール, 131 ページ

• インストールおよび環境初期化の手順, 132 ページ

• SDKを使用したアプリケーションの構築, 133 ページ

• RPMを使用したアプリケーションのパッケージ化, 134 ページ

• RPM構築環境の作成, 135 ページ

• RPM構築の一般手順の使用, 136 ページ

• オプションのプラグインなしでの collectd向け RPMの構築例, 136 ページ

• オプションの Curlプラグインなしでの collectd向け RPMの構築例, 137 ページ

Cisco SDK について
CiscoSDKは、Yocto1.2に基づいた開発キットです。このキットには、NX-OSリリース7.0(3)I2(1)
を実行しているCiscoNexusスイッチ上で実行するアプリケーションの構築に必要なすべてのツー
ルが含まれています。基本コンポーネントは、多くのアプリケーションで一般的に使用されてい

るCクロスコンパイラ、リンカ、ライブラリ、ヘッダーファイルです。このリストは完全なもの
ではなく、特定のアプリケーションで依存関係のダウンロードと構築が必要になることがありま

す。アプリケーションによっては、シスコの devhubWebサイトからダウンロードして使用できる
ように準備されており、構築が不要です。SDKを使用して、スイッチに直接インストール可能な
RPMパッケージを構築できます。

SDK のインストール
次に、システム要件の一覧を示します。
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• SDKは、最新の 64ビット x86_64Linuxシステムで実行する必要があります。SDKは、Centos
7およびUbuntu 14.04で検証されています。SDKは、Bashシェルにインストールして、実行
する必要があります。

• SDKには、32ビットと 64ビットのアーキテクチャの両方に対応するように構築されたバイ
ナリが含まれているため、32ビットライブラリがインストールされている x86_64 Linuxシ
ステムで実行する必要があります。

次のコマンドを使用して、32ビットライブラリがインストールされているかどうかを確認できま
す。

bash$ ls /lib/ld-linux.so.2

このファイルが存在する場合、32ビットライブラリがインストールされています。そうでない場
合は、次のようにして 32ビットライブラリをインストールします。

Centos 7の場合
bash$ sudo yum install glibc.i686

Ubuntu 14.04の場合
bash$ sudo apt-get install gcc-multilib

インストールおよび環境初期化の手順
このSDKは次のURLからダウンロードできます。http://devhub.cisco.com/artifactory/simple/open-nxos/
7.0-3-I2-1/x86_64/wrlinux-5.0.1.13-eglibc-x86_64-n9000-nxos-image-rpm-sdk-sdk.sh

このファイルは、選択したディレクトリに SDKをインストールする自己解凍アーカイブファイ
ルです。SDKのインストールディレクトリへのパスの入力が求められます。

bash$ ./wrlinux-5.0.1.13-eglibc-x86_64-n9000-nxos-image-rpm-sdk-sdk.sh
Enter target directory for SDK (default: /opt/windriver/wrlinux/5.0-n9000):
/path/to/sdk_install_directory
You are about to install the SDK to "/path/to/sdk_install_directory". ProceedY/n?Y
Extracting SDK...done
Setting it up...done
SDK has been successfully set up and is ready to be used.
bash$

source environment-setup-x86_64-wrs-linuxコマンドを使用して、SDK固有のパスをシェル環境に
追加します。これは、SDKで使用する予定のシェルごとに実行する必要があります。これはSDK
を設定するキーとなります。これにより、正しいバージョンの構築ツールとライブラリを使用で

きます。

手順

ステップ 1 インストールディレクトリを参照します。

ステップ 2 Bashプロンプトで次のコマンドを入力します。
bash$ source environment-setup-x86_64-wrs-linux
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SDK を使用したアプリケーションの構築
一般的な Linux構築プロセスの多くがこれに対応しているため、状況に最適な方式を選択するこ
とができます。

アプリケーションパッケージのソースコードは、さまざまな方法で取得できます。たとえば、tar
ファイル形式での取得や、パッケージが格納されているgitリポジトリからのダウンロードなどが
可能です。

次に、最も一般的な状況の例をいくつか示します。

（オプション）標準の configure/make/make installを使用して、アプリケーションパッケージの
ビルドを検証します

bash$ tar --xvzf example-app.tgz
bash$ mkdir example-lib-install
bash$ cd example-app/
bash$ ./configure --prefix=/path/to/example-app-install
bash$ make
bash$ make install

場合によっては、必要なオプションコンポーネントや依存関係を指定するなど、特別なオプショ

ンを ./configureスクリプトに渡すことが必要になることがあります。これは、構築するアプ
リケーションによって大きく異なります。

例：Gangliaとその依存関係の構築

この例では、Gangliaおよび必要とされるサードパーティライブラリ（libexpat、libapr、libconfuse）
を構築します。

libexpat
bash$ wget 'http://downloads.sourceforge.net/project/expat/expat/2.1.0/expat-2.1.0.tar.gz'
bash$ mkdir expat-install
bash$ tar xvzf expat-2.1.0.tar.gz
bash$ cd expat-2.1.0
bash$ ./configure --prefix=/home/sdk-user/expat-install
bash$ make
bash$ make install
bash$ cd ..

libapr
bash$ wget 'http://www.eu.apache.org/dist/apr/apr-1.5.2.tar.gz'
bash$ mkdir apr-install
bash$ tar xvzf apr-1.5.2.tar.gz
bash$ cd apr-1.5.2
bash$ ./configure --prefix=/home/sdk-user/apr-install
bash$ make
bash$ make install
bash$ cd ..

libconfuse
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confuseには、追加の --enable-sharedオプションを./configureに指定することが必要です。
指定がない場合は、必要な共有ライブラリではなく、静的にリンクされたライブラリが作成さ

れます。

（注）

bash$ wget 'http://savannah.nongnu.org/download/confuse/confuse-2.7.tar.gz'
bash$ mkdir confuse-install
bash$ tar xvzf confuse-2.7.tar.gz
bash$ cd confuse-2.7
bash$ ./configure --prefix=/home/sdk-user/confuse-install --enable-shared
bash$ make
bash$ make install
bash$ cd ..

ganglia

すべての必要なライブラリの場所は ./configureに渡されます。（注）

bash$ wget
'http://downloads.sourceforge.net/project/ganglia/ganglia%20monitoring%20core/3.7.2/ganglia-3.7.2.tar.gz'
bash$ mkdir ganglia-install
bash$ tar xvzf ganglia-3.7.2.tar.gz
bash$ cd ganglia-3.7.2
bash$ ./configure --with-libexpat=/home/sdk-user/expat-install
--with-libapr=/home/sdk-user/apr-install/bin/apr-1-config
--with-libconfuse=/home/sdk-user/confuse-install --prefix=/home/sdk-user/ganglia-install
bash$ make
bash$ make install
bash$ cd ..

RPM を使用したアプリケーションのパッケージ化
「make」を使用してアプリケーションが正常に構築されたら、これを RPMにパッケージ化でき
ます。

RPMおよび仕様ファイル
RPMパッケージ形式は、特定のアプリケーションのインストールを完了するために必要なファ
イル（バイナリ、ライブラリ、設定、ドキュメントなど）のすべてを完全にパッケージ化する

ことを目的としています。したがって、RPMファイルの作成プロセスはそれほど簡単ではあ
りません。RPMの構築プロセスを支援するために、構築プロセスに関するすべてを制御する
.specファイルが使用されます。

（注）
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多くのサードパーティアプリケーションが、tarballにパッケージ化されたソースコードの形
式でインターネットで利用できます。多くの場合、これらの tarballには RPM構築プロセスに
役立つ .specファイルが含まれています。ただし、これらの .specファイルの多くは、ソース
コードほど頻繁には更新されていません。さらに、.specファイルがまったく存在しない場合
もあります。このような場合には、RPMの構築を実現するために、.specファイルの編集が必
要になることや、ゼロから作成することが必要になることもあります。

（注）

RPM 構築環境の作成
SDKを使用してRPMを構築する前に、RPMビルドディレクトリ構造を作成し、いくつかのRPM
マクロを設定する必要があります。

手順

ステップ 1 ディレクトリ構造を作成します。
bash$ mkdir rpmbuild
bash$ cd rpmbuild
bash$ mkdir BUILD RPMS SOURCES SPECS SRPMS

ステップ 2 先ほど作成したディレクトリ構造を指定するように topdirマクロに設定します。
bash$ echo "_topdir ${PWD}" > ~/.rpmmacros

これは、現在のユーザがまだ .rpmmacrosファイルのセットアップを完了していないこ
とが前提です。既存の .rpmmacrosファイルの変更が不便な場合は、次をすべての rpmbuild
コマンド行に追加することもできます。

（注）

--define "_topdir ${PWD}"

ステップ 3 RPM DBを更新します。
bash$ rm /path/to/sdk/sysroots/x86_64-wrlinuxsdk-linux/var/lib/rpm/__db.*
bash$ rpm --rebuilddb

SDKの rpmツールと rpmbuildツールは、RPMデータベースとして、通常の /var/lib/rpm
の代わりに、/path/to/sdk/sysroots/x86_64-wrlinuxsdk-linux/var/lib/rpm
を使用するように変更されています。これにより、SDKを使用しない場合のホストの
RPMデータベースとの競合が防止され、ルートアクセスの必要性が回避されます。SDK
のインストール後、上述のとおりに SDK RPMデータベースを再構築する必要がありま
す。

（注）
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RPM 構築の一般手順の使用
RPMの一般的な構築手順は次のとおりです。
bash$ wget --no-check-certificate --directory-prefix=SOURCES http://<URL of example-app
tarball>
bash$ # determine location of spec file in tarball:
bash$ tar tf SOURCES/example-app.tar.bz2 | grep '.spec$'
bash$ tar xkvf SOURCES/example-app.tar.bz2 example-app/example-app.spec
bash$ mv example-app/example-app.spec SPECS/
bash$ rm -rf example-app
bash$ rpmbuild -v --bb SPECS/example-app.spec

結果は、RPMS/のバイナリ RPMであり、スイッチにコピーしてインストールできます。アプリ
ケーションによってインストールおよび設定が異なります。これらの手順については、アプリケー

ションのマニュアルを参照してください。

この rpmbuildとスイッチでのインストールは、アプリケーションのサポートに必要なすべてのソ
フトウェアパッケージに必要です。SDKに含まれていないソフトウェアの依存関係が必要になっ
た場合には、ソースコードを取得して依存関係を構築する必要があります。ビルドマシンでは、

依存関係の検証用にパッケージを手動でビルドすることができます。次の例は、最も一般的な手

順を示しています。

bash$ tar xkzf example-lib.tgz
bash$ mkdir example-lib-install
bash$ cd example-lib/
bash$ ./configure --prefix=/path/to/example-lib-install
bash$ make
bash$ make install

これらのコマンドは、ビルドファイル（バイナリ、ヘッダー、ライブライなど）をインストール

ディレクトリに配置します。ここから、標準的なコンパイラとリンカフラグを使用して、これら

の新規依存関係を目的の場所にピックアップできます。ライブラリなど、あらゆるランタイム

コードもスイッチにインストールする必要があるため、これらをRPMにパッケージ化することも
必要になります。

Cisco devhubの webサイトには、RPM形式のサポートライブラリが多数用意されています。（注）

オプションのプラグインなしでの collectd 向け RPM の構
築例

ソース tarballをダウンロードし、仕様ファイルを抽出します。
bash$ wget --no-check-certificate --directory-prefix=SOURCES
https://collectd.org/files/collectd-5.5.0.tar.bz2
bash$ tar tf SOURCES/collectd-5.5.0.tar.bz2 | grep '.spec$'
collectd-5.5.0/contrib/redhat/collectd.spec
collectd-5.5.0/contrib/aix/collectd.spec
collectd-5.5.0/contrib/sles10.1/collectd.spec
collectd-5.5.0/contrib/fedora/collectd.spec
bash$ tar xkvf SOURCES/collectd-5.5.0.tar.bz2 collectd-5.5.0/contrib/redhat/collectd.spec

   Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x
136

Nexus アプリケーション開発 - SDK
RPM 構築の一般手順の使用



bash$ mv collectd-5.5.0/contrib/redhat/collectd.spec SPECS/
bash$ rm -rf collectd-5.5.0

この tarballには 4つの仕様ファイルがあります。redhat仕様ファイルは、最も包括的であり、正
しいcollectdバージョンが含まれる唯一の仕様ファイルです。そのため、この仕様ファイルを選択
します。

この仕様ファイルにより、/sbin/chkconfigを使用して collectdをインストールするように RPMが
設定されます。ただし、Nexusスイッチでは、代わりに /usr/sbin/chkconfigを使用する必
要があるため、これは仕様ファイルで編集できます。

bash$ sed -r -i.bak 's%(^|\s)/sbin/chkconfig%\1/usr/sbin/chkconfig%' SPECS/collectd.spec

collectdには、多数のオプションプラグインがあります。この仕様ファイルにより、多数のオプ
ションプラグインがデフォルトで有効化されますが、その多くに外部依存関係が存在するため、

これらのプラグインを無効化するオプションが rpmbuildコマンドラインに渡されます。長いコマ
ンド行を 1行に入力する代わりに、次のような bashアレイでオプションを管理することができま
す。

bash$ rpmbuild_opts=()
bash$ for rmdep in \
> amqp apache ascent bind curl curl_xml dbi ipmi java memcachec mysql nginx \
> notify_desktop notify_email nut openldap perl pinba ping postgresql python \
> rrdtool sensors snmp varnish virt write_http write_riemann
> do
> rpmbuild_opts+=("--without")
> rpmbuild_opts+=(${rmdep})
> done
bash$ rpmbuild_opts+=(--nodeps)
bash$ rpmbuild_opts+=(--define)
bash$ rpmbuild_opts+=("_unpackaged_files_terminate_build 0")

これは次のように rpmbuildに渡され、全体の構築プロセスと RPMパッケージプロセスが開始さ
れます。

bash$ rpmbuild "${rpmbuild_opts[@]}" -bb SPECS/collectd.spec

その後、RPMSディレクトリで作成された collectd向けの RPMを検索してください。

これでこれらの .rpmファイルをスイッチにコピーして、スイッチの Bashシェルからインストー
ルできるようになります。

bash$ rpm --noparentdirs -i /bootflash/collectd-5.5.0-1.ia32e.rpm

オプションの Curl プラグインなしでの collectd 向け RPM
の構築例

collectd curlプラグインには、依存関係として libcurlがあります。

RPM構築プロセス中にこのリンク依存関係を満たすためには、SDKで curlのダウンロードおよび
ビルドを行う必要があります。

bash$ wget --no-check-certificate http://curl.haxx.se/download/curl-7.24.0.tar.gz
bash$ tar xkvf curl-7.24.0.tar.gz
bash$ cd curl-7.24.0
bash$ ./configure --without-ssl --prefix /path/to/curl-install
bash$ make
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bash$ make install
bash$ cd ..

curlのバイナリおよびライブラリは、/path/to/curl-installにインストールされます。このディレ
クトリは、まだ存在していない場合は作成されます。そのため、現在のユーザが書き込み権限

を持つ必要があります。次に、ソース tarballをダウンロードし、仕様ファイルを抽出します。
この手順は、プラグインなしの collectdの例とまったく同じです。

（注）

bash$ wget --no-check-certificate --directory-prefix=SOURCES
https://collectd.org/files/collectd-5.5.0.tar.bz2
bash$ tar tf SOURCES/collectd-5.5.0.tar.bz2 | grep '.spec$'
collectd-5.5.0/contrib/redhat/collectd.spec
collectd-5.5.0/contrib/aix/collectd.spec
collectd-5.5.0/contrib/sles10.1/collectd.spec
collectd-5.5.0/contrib/fedora/collectd.spec
bash$ tar xkvf SOURCES/collectd-5.5.0.tar.bz2 collectd-5.5.0/contrib/redhat/collectd.spec
bash$ mv collectd-5.5.0/contrib/redhat/collectd.spec SPECS/
bash$ rm -rf collectd-5.5.0

この tarballには 4つの仕様ファイルがあります。redhat仕様ファイルは、最も包括的であり、
正しい collectdバージョンが含まれる唯一の仕様ファイルです。そのため、この仕様ファイル
を選択します。

（注）

この仕様ファイルにより、/sbin/chkconfigを使用して collectdをインストールするように RPMが
設定されます。ただし、Nexusスイッチでは、代わりに /usr/sbin/chkconfigを使用する必要がある
ため、これは仕様ファイルで編集できます。

bash$ sed -r -i.bak 's%(^|\s)/sbin/chkconfig%\1/usr/sbin/chkconfig%' SPECS/collectd.spec

以前の例と相違する点があります。collectd rpmbuildプロセスで、libcurlの場所を指定する必要が
あります。collectd仕様ファイルを編集して、次を追加することができます。文字列%configureを
SPECS/collectd.specで検索してください。この行と後続の数行では、rpmbuildが ./configure
スクリプトに渡すオプションを定義します。次のオプションを追加します。

--with-libcurl=/path/to/curl-install/bin/curl-config \

次に、bashアレイを再度作成し、rpmbuildコマンドオプションを含めます。次の違いに注意し
てください。

•ビルトされないプラグインのリストから curlが削除されます。

• --with curl=forceの追加

bash$ rpmbuild_opts=()
bash$ for rmdep in \
> amqp apache ascent bind curl_xml dbi ipmi java memcachec mysql nginx \
> notify_desktop notify_email nut openldap perl pinba ping postgresql python \
> rrdtool sensors snmp varnish virt write_http write_riemann
> do
> rpmbuild_opts+=("--without")
> rpmbuild_opts+=(${rmdep})
> done
bash$ rpmbuild_opts+=("--with")
bash$ rpmbuild_opts+=("curl=force")bash$ rpmbuild_opts+=(--nodeps)
bash$ rpmbuild_opts+=(--define)
bash$ rpmbuild_opts+=("_unpackaged_files_terminate_build 0")
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これは次のように rpmbuildに渡され、全体の構築プロセスと RPMパッケージプロセスが開始さ
れます。

bash$ rpmbuild "${rpmbuild_opts[@]}" -bb SPECS/collectd.spec

その結果、RPMSディレクトリのRPMには、collectd-curlも含まれます。これでこれらの .rpmファ
イルをスイッチにコピーして、スイッチのBashシェルからインストールできるようになります。
bash$ rpm --noparentdirs -i /bootflash/collectd-5.5.0-1.ia32e.rpm
bash$ rpm --noparentdirs -i /bootflash/collectd-curl-5.5.0-1.ia32e.rpm
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第 15 章

Nexus アプリケーション開発 - ISO

この章の内容は、次のとおりです。

• ISOについて, 141 ページ

• ISOのインストール, 141 ページ

• ISOを使用したアプリケーションの構築, 142 ページ

• RPMを使用したアプリケーションのパッケージ化, 143 ページ

ISO について
ISOイメージは、ブート可能なWindRiver 5環境であり、構築に必要なツール、ライブラリ、ヘッ
ダーとともに、CiscoNexusスイッチ上でネイティブに実行するRPMパッケージのサードパーティ
製アプリケーションが含まれます。

このコンテンツは完全なものではなく、特定のアプリケーションで依存関係のダウンロードと構

築が必要になることがあります。

アプリケーションによっては、シスコの devhub Webサイトからダウンロードして使用できる
よう準備されており、構築が不要なものもあります。

（注）

ISO のインストール
このイメージは次のURLでダウンロードできます：http://devhub.cisco.com/artifactory/simple/open-nxos/
7.0-3-I2-1/x86_64/satori-vm-intel-xeon-core.iso

この ISOは仮想マシンとしてインストールされることを目的としています。仮想化ベンダーから
の指示に従って ISOをインストールしてください。
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手順

ステップ 1 （任意） Vmwareベースのインストール。
Vmware仮想マシンへの ISOイメージのインストールでは、仮想ディスクを、SCSIではなくSATA
として設定する必要があります。

ステップ 2 （任意） QEMUベースのインストール。
次のコマンドを入力します。

bash$ qemu-img create satori.img 10G
bash$ qemu-system-x86_64 -cdrom ./satori-vm-intel-xeon-core.iso -hda ./satori.img -m 8192

ISOの起動が開始されたら、メニューが表示されます。[GraphicsConsole Install]オプションを選択
します。これにより、仮想 HDにインストールされます。インストールの完了後、仮想マシンを
再起動する必要があります。

次の作業

システムにログインするには、ログイン名に root、パスワードに rootを入力します。

ISOを使用してアプリケーションを構築する場合、SDK（および一般的にLinux）で動作するほと
んどの構成手順は、ISO環境にも適用できます。ただし、スクリプトを実行するシェル環境はあ
りません。インストールしたツールを使用する場合、デフォルトパスを使用できます。アプリ

ケーションのソースコードは、ソースの tarファイルや gitレポジトリなど、通常の機能によって
取得される必要があります。

ソースコードを構築します。

bash$ tar --xvzf example-lib.tgz
bash$ mkdir example-lib-install
bash$ cd example-lib/
bash$ ./configure --prefix=/path/to/example_lib_install
bash$ make

bash$ make install

ISO を使用したアプリケーションの構築
SDK（および一般的にLinux）で動作するほとんどの構成手順は、ISO環境にも適用できます。た
だし、スクリプトを実行するシェル環境はありません。インストールしたツールを使用する場合、

デフォルトパスを使用できます。アプリケーションのソースコードは、ソースの tarファイルや
gitレポジトリなど、通常の機能によって取得される必要があります。

手順

ソースコードを構築します。

a) tar –xvzf example-lib.tgz
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b) mkdir example-lib-install
c) cd example-lib/
d) ./configure –prefix=path_to_example-lib-install
e) make
f) make install

手順は通常の Linuxと同じです。

例：

次の例は、ソースコードを構築する方法を示しています。
bash$ tar –xvzf example-lib.tgz
bash$ mkdir example-lib-install
bash$ cd example-lib/
bash$ ./configure –prefix=<path_to_example-lib-install>
bash$ make
bach$ make install

RPM を使用したアプリケーションのパッケージ化
「make」を使用してアプリケーションが正常に構築されたら、これを RPMにパッケージ化でき
ます。

RPMおよび仕様ファイル
RPMパッケージ形式は、特定のアプリケーションのインストールを完了するために必要なファ
イル（バイナリ、ライブラリ、設定、ドキュメントなど）のすべてを完全にパッケージ化する

ことを目的としています。したがって、RPMファイルの作成プロセスはそれほど簡単ではあ
りません。RPMの構築プロセスを支援するために、構築プロセスに関するすべてを制御する
.specファイルが使用されます。

（注）

多くのサードパーティアプリケーションが、tarballにパッケージ化されたソースコードの形
式でインターネットで利用できます。多くの場合、これらの tarballには RPM構築プロセスに
役立つ .specファイルが含まれています。ただし、これらの .specファイルの多くは、ソース
コードほど頻繁には更新されていません。さらに、.specファイルがまったく存在しない場合
もあります。このような場合には、RPMの構築を実現するために、.specファイルの編集が必
要になることや、ゼロから作成することが必要になることもあります。

（注）

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x    
143

Nexus アプリケーション開発 - ISO
RPM を使用したアプリケーションのパッケージ化



   Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide, Release 7.x
144

Nexus アプリケーション開発 - ISO
RPM を使用したアプリケーションのパッケージ化



第 16 章

Cisco NX-OS での Chef クライアントの使用

この章は、次の項で構成されています。

• 前提条件, 145 ページ

• Chefについて, 146 ページ

• Chefクライアント NX-OS環境, 146 ページ

• cisco-cookbook, 147 ページ

前提条件
Chefの前提条件を次に示します。

•インストールをサポートするシスコデバイスおよびオペレーティングシステムソフトウェ
アリリースが用意されていること。

◦ Cisco Nexus 9500シリーズスイッチ

◦ Cisco Nexus 9300シリーズスイッチ

◦ Cisco Nexus 3100シリーズスイッチ

◦ Cisco Nexus 3000シリーズスイッチ

◦ Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I2(1)以降

• Chefの展開に必要なディスクストレージがデバイスで使用可能であることが必要です。

◦ブートフラッシュに最小 400 MBの空きディスク領域。

• Chef 12.4.1以降をインストールした Chefサーバが用意されていること。

• Chefクライアント 12.4.1以降が用意されていること。
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Chef について
Chefは、Chef Software, Inc.によって開発されたオープンソースソフトウェアパッケージです。
インフラストラクチャのサイズにかかわらず、物理、仮想、クラウドにサーバおよびアプリケー

ションを展開できるシステムとクラウドインフラストラクチャ自動化フレームワークで構成され

ています。各部門は、1つまたは複数のワークステーション、単一のサーバ、ノードで構成され、
すべてのノードはChefクライアントによって設定および保守されます。各ノードをどのように設
定するかについては、クックブックとレシピを使用してChefクライアントに指示します。実際の
設定は、各ノードにインストールされている Chefクライアントが実行します。

Chef cookbookは、設定およびポリシーを配信するための基本単位です。クックブックはシナリオ
を定義し、そのシナリオをサポートするために必要なすべての要素（ライブラリ、レシピ、ファ

イルなど）を含みます。Chefレシピは、デバイスの設定状態に関するプロパティ定義の集合です。
これらのプロパティ状態の確認および設定の詳細は抽象化されるため、複数のオペレーティング

システムやプラットフォームがレシピを使用できます。レシピは通常、構成設定を定義するため

に使用されますが、ソフトウェアパッケージのインストール、ファイルのコピー、サービスの開

始などにも使用できます。

詳細については、以下の Chef社のリンク先を参照してください。

Linkトピック

https://www.chef.ioChef社ホームページ

https://docs.chef.io/chef_overview.htmlChefの概要

https://docs.chef.io/Chefのドキュメント（すべて）

Chef クライアント NX-OS 環境
chefクライアントソフトウェアは、CiscoNexusプラットフォームにインストールする必要があり
ます。お客様は、Cisco Nexusプラットフォームによって提供される以下の Linux環境のいずれか
に chefクライアントをインストールできます。

• Bashシェル：これは、Cisco NX-OSの基盤となるネイティブWindRiver Linux環境です。

•ゲストシェル：これは、CentOSを実行するセキュアな Linuxコンテナ環境です。この利点
は、ホストから切り離されたセキュアでオープンな実行環境であることです。

両方の使用事例のワークフローはほとんど同じです。

次のドキュメントは、エージェントソフトウェアのダウンロード、インストール、セットアップ

についての手順ごとのガイダンスを提供します。
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Linkトピック

クライアント RPMに関する最新情報がここか
ら入手できます。

Chefクライアント（ネイティブ）

クライアント RPMに関する最新情報がここか
ら入手できます。

Chefクライアント（ゲストシェル、CentOs7）

cisco-cookbook::README-install-agent.mdChefクライアント：CiscoNexusプラットフォー
ムへのインストールおよびセットアップ（手動

設定）

cisco-cookbook::README-chef-provisioning.mdChefクライアント：CiscoNexusプラットフォー
ムへのインストールおよびセットアップ（Chef
provisionerを使用した自動インストール）

cisco-cookbook
cisco-cookbookは、シスコが開発したオープンソースインターフェイスであり、Chefレシピ内の
抽象化されたリソース設定と、CiscoNexusオペレーティングシステムおよびプラットフォームの
特定の実装の詳細との間のインターフェイスとして機能します。この cisco-cookbookは、Chef
Serverにインストールされ、Cisco Nexusデバイスで Chef Clientが正しく動作を実行するために不
可欠です。

cisco-cookbookは、Chef Supermarketから入手できます。

次のドキュメントは、cisco-cookbookおよび汎用クックブックのインストール手順に関する追加の
詳細情報を示します。

Linkトピック

https://supermarket.chef.io/cookbooks/
cisco-cookbook

cisco-cookbookの場所

https://github.com/cisco/
cisco-network-chef-cookbook#resource-by-tech

リソースタイプカタログ

https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbookcisco-cookbook：ソースコードリポジトリ

cisco-cookbook::README.mdcisco-cookbook：セットアップと使用

https://supermarket.chef.ioChef Supermarket
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https://s3.amazonaws.com/alpha-builds/chef-12.4.1.cisco%2B20150826000706-1.nexus5.x86_64.rpm
https://s3.amazonaws.com/alpha-builds/chef-12.4.1.cisco%2B20150826000706-1.nexus5.x86_64.rpm
https://s3.amazonaws.com/alpha-builds/chef-12.4.1.cisco%2B20150826204615-1.el7.x86_64.rpm
https://s3.amazonaws.com/alpha-builds/chef-12.4.1.cisco%2B20150826204615-1.el7.x86_64.rpm
https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbook/blob/develop/docs/README-agent-install.md
https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbook/blob/develop/docs/README-chef-provisioning.md
https://supermarket.chef.io/cookbooks/cisco-cookbook
https://supermarket.chef.io/cookbooks/cisco-cookbook
https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbook#resource-by-tech
https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbook#resource-by-tech
https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbook
https://github.com/cisco/cisco-network-chef-cookbook/blob/develop/README.md#setup
https://supermarket.chef.io
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第 17 章

Puppet エージェント

この章は、次の項で構成されています。

• 前提条件, 149 ページ

• Puppetについて, 150 ページ

• Puppetエージェント NX-OS環境, 150 ページ

• ciscopuppetモジュール, 151 ページ

前提条件
Puppetエージェントの前提条件を以下に示します。

•インストールをサポートするシスコデバイスおよびオペレーティングシステムソフトウェ
アリリースが用意されていること。

◦ Cisco Nexus 9300シリーズスイッチ。

◦ Cisco Nexus 9500シリーズスイッチ。

◦ Cisco Nexus 3100シリーズスイッチ。

◦ Cisco Nexus 3000シリーズスイッチ。

◦ Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I2(1)以降

•仮想サービスのインストールおよび Puppetエージェントの導入に必要なディスクストレー
ジがデバイスで使用可能であることが必要です。

◦ブートフラッシュに最小 400 MBの空きディスク領域。

• Puppet 4.0以降をインストールした Puppetマスターサーバが用意されていること。

• Puppetエージェント 4.0以降が用意されていること。
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Puppet について
Puppet Labsによって開発された Puppetソフトウェアパッケージは、構成設定などのデバイス状
態を適用することにより、サーバおよびその他のリソースを管理するためのオープンソース自動

化ツールセットです。

Puppetコンポーネントには、管理対象デバイス（ノード）上で実行される Puppetエージェント、
そして一般的に独立した専用サーバ上で実行され、複数のデバイスにサービスを提供する Puppet
マスター（サーバ）などが含まれます。Puppetエージェントは、定期的に Puppetマスターに接続
し、設定マニフェストをコンパイルしてエージェントに送信します。次にエージェントはこのマ

ニフェストをノードの現在の状態に合わせて調整し、差異に基づいて状態を更新します。

Puppetマニフェストは、デバイスの設定状態に関するプロパティ定義の集合です。これらのプロ
パティ状態の確認および設定の詳細は抽象化されるため、複数のオペレーティングシステムやプ

ラットフォームがマニフェストを使用できます。マニフェストは通常、構成設定を定義するため

に使用されますが、ソフトウェアパッケージのインストール、ファイルのコピー、サービスの開

始などにも使用できます。

詳細については、Puppet Labsのリンク先を参照してください。

https://puppetlabs.comPuppet Labs

http://docs.puppetlabs.com/guides/faq.htmlPuppet Labsの FAQ

http://docs.puppetlabs.com/Puppet Labsのドキュメント

Puppet エージェント NX-OS 環境
Puppetエージェントソフトウェアは、Cisco Nexusプラットフォームの以下の Linux環境のいずれ
かにインストールする必要があります。

• Bashシェル

NX-OSの基盤となるネイティブのWindRiver Linux環境。

• Guestshell

entOSを実行するセキュアな Linuxコンテナ環境。これは、ホストから切り離されたセキュ
アでオープンな実行環境です。

次に、エージェントソフトウェアのダウンロード、インストール、セットアップに関する情報を

示します。
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http://yum.puppetlabs.com/

リリース RPMは、「nxos」または
「cisco-wrlinux」キーワードの名前が付けられ
たリポジトリの上部にあります。

エージェント RPMに関する最新情報がここか
ら入手できます。

Puppetエージェント RPM（ネイティブ）

http://yum.puppetlabs.com/

リリース RPMは、「el7」キーワードの名前が
付けられたリポジトリの上部にあります。

エージェント RPMに関する最新情報がここか
ら入手できます。

Puppetエージェント RPM（ゲストシェ
ル/CentOS7）

Cisco Puppet Module::README-agent-install.mdPuppetエージェント：Cisco Nexusでのインス
トールと設定（手動設定）

Cisco Puppet
Module::README-beaker-agent-install.md

Puppetエージェント：CiscoNexusスイッチでの
インストールと設定（Beakerツールを使用した
自動インストール）

ciscopuppet モジュール
ciscopuppetモジュールは、シスコが開発したオープンソースインターフェイスであり、puppet
マニフェスト内の抽象化されたリソース設定と、Cisco Nexus NX-OSオペレーティングシステム
およびプラットフォームの特定の実装の詳細との間のインターフェイスとして機能します。この

モジュールは、Puppetマスターにインストールされ、CiscoNexusスイッチでPuppetエージェント
が正しく動作を実行するために不可欠です。

ciscopuppetモジュールは、Puppet Forgeで利用できます。

以下に、ciscopuppetモジュールのインストール手順に関する追加情報を示します。

https://forge.puppetlabs.com/puppetlabs/ciscopuppetciscopuppetモジュールの場所

https://github.com/cisco/
cisco-network-puppet-module#resource-by-tech

リソースタイプカタログ

https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-moduleciscopuppetモジュール：ソース
コードリポジトリ

Cisco Puppet Module::README.mdciscopuppetモジュール：セット
アップと使用
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http://yum.puppetlabs.com/
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module#setup
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module#setup
http://yum.puppetlabs.com/
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module#setup
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module#setup
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module/blob/develop/docs/README-agent-install.md
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module/blob/develop/docs/README-beaker-agent-install.md
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module/blob/develop/docs/README-beaker-agent-install.md
https://forge.puppetlabs.com/puppetlabs/ciscopuppet
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module#resource-by-tech
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module#resource-by-tech
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module
https://github.com/cisco/cisco-network-puppet-module#setup


https://docs.puppetlabs.com/puppet/latest/reference/modules_installing.htmlPuppet Labs：モジュールのイン
ストール

https://forge.puppetlabs.com/Puppet Forge
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