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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。
このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリース

のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

データモデルの概要：プログラムによる設定と各種の標

準規格に準拠した設定
ネットワークデバイスを管理する従来の方法は、階層的データ（設定コマンド）および運用

データ（showコマンド）用のコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用することです。
ネットワーク管理の場合、特にさまざまなネットワークデバイス間で管理情報を交換するため

に、Simple Network Management Protocol（SNMP）が広く使用されています。頻繁に使用され
ているCLIとSNMPですが、これにはいくつかの制約事項があります。CLIは非常に独自的で
あり、テキストベースの仕様を理解し、解釈するには人間の介入が必要です。SNMPは、階層
的データと運用データを区別しません。
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これを解決するには、手作業で設定作業を行うのではなく、プログラムを使用したり、各種の

標準規格に準拠してネットワークデバイスの設定を記述します。Cisco IOSXEで動作するネッ
トワークデバイスは、データモデルを使用するネットワーク上の複数のデバイスの設定の自

動化をサポートしています。データモデルは、業界で定義された標準的な言語で開発され、

ネットワークの設定とステータス情報を定義できます。

Cisco IOS XEは、Yet Another Next Generation（YANG）データモデリング言語をサポートして
います。YANGをネットワーク設定プロトコル（NETCONF）で使用すると、自動化されたプ
ログラミング可能なネットワーク操作の望ましいソリューションが実現します。NETCONF
（RFC 6241）は、クライアントアプリケーションがデバイスからの情報を要求してデバイス
に設定変更を加えるために使用するXMLベースのプロトコルです。YANGは主に、NETCONF
操作で使用される設定とステートデータをモデル化するために使用されます。

Cisco IOS XEでは、モデルベースのインターフェイスは、既存のデバイス CLI、Syslog、およ
びSNMPインターフェイスと相互運用します。必要に応じて、これらのインターフェイスは、
ネットワークデバイスからノースバウンドに公開されます。YANGは、RFC 6020に基づいて
各プロトコルをモデル化するために使用されます。

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

（注）

NETCONF
NETCONFは、ネットワークデバイスの設定をインストール、操作、削除するためのよりシン
プルなメカニズムです。

コンフィギュレーションデータとプロトコルメッセージにExtensibleMarkupLanguage（XML）
ベースのデータ符号化を使用します。

NETCONFは、シンプルな RPC（リモートプロシージャコール）ベースのメカニズムを使用
してクライアントとサーバ間の通信を促進します。通常、クライアントはネットワークマネー

ジャの一部として実行されているスクリプトやアプリケーションです。通常、サーバはネット

ワークデバイス（スイッチまたはルータ）です。サーバは、ネットワークデバイス全体のト

ランスポート層としてセキュアシェル（SSH）を使用します。

NETCONFは、機能検出およびモデルのダウンロードもサポートしています。サポート対象の
モデルは、ietf-netconf-monitoringモデルを使用して検出されます。各モデルに対する改定日付
は、機能の応答に示されています。データモデルは、get-schema rpcを使用したデバイスから
のオプションのダウンロードに使用できます。これらの YANGモデルを使用して、データモ
デルを理解したりエクスポートしたりできます。

詳細については、RFC 6241を参照してください。
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データモデルの設定方法

NETCONFの設定

始める前に

次のように NETCONF-YANGを設定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

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。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ネットワークデバイスで NETCONFイ
ンターフェイスを有効にします。

netconf-yang

例：

ステップ 3

CLIによる最初のイネーブル
化の後、ネットワークデバイ

スをモデルベースのインター

フェイスを通じて管理できる

ようになります。モデルベー

スのインターフェイスプロセ

スの完全なアクティベーショ

ンには、最大90秒かかること
があります。

（注）Device (config)# netconf-yang

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 4

Device (config)# exit
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NETCONFオプションの設定

SNMPの設定

NETCONFを有効にして、サポートされているMIBから生成された YANGモデルを使用して
SNMP MIBデータにアクセスしたり、IOSでサポートされている SNMPトラップを有効にし
て、サポートされているトラップからNETCONF通知を受信するには、IOSでSNMPサーバを
有効にします。

次の操作を行ってください。

手順

ステップ 1 IOSで SNMP機能を有効にします。

例：

configure terminal
logging history debugging
logging snmp-trap emergencies
logging snmp-trap alerts
logging snmp-trap critical
logging snmp-trap errors
logging snmp-trap warnings
logging snmp-trap notifications
logging snmp-trap informational
logging snmp-trap debugging
!
snmp-server community public RW
snmp-server trap link ietf
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup snmp-server enable traps
syslog
snmp-server manager
exit

ステップ 2 NETCONF-YANGが起動した後、次の RPC <edit-config>メッセージを NETCONF-YANGポー
トに送信して、SNMPトラップのサポートを有効にします。

例：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<edit-config>
<target>
<running/>

</target>
<config>
<netconf-yang xmlns="http://cisco.com/yang/cisco-self-mgmt">
<cisco-ia xmlns="http://cisco.com/yang/cisco-ia">
<snmp-trap-control>
<trap-list>
<trap-oid>1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1</trap-oid>

</trap-list>
<trap-list>
<trap-oid>1.3.6.1.6.3.1.1.5.3</trap-oid>

</trap-list>
<trap-list>
<trap-oid>1.3.6.1.6.3.1.1.5.4</trap-oid>
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</trap-list>
</snmp-trap-control>

</cisco-ia>
</netconf-yang>

</config>
</edit-config>

</rpc>

ステップ 3 次の RPCメッセージを NETCONF-YANGポートに送信して、実行コンフィギュレーションを
スタートアップコンフィギュレーションに保存します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="">
<cisco-ia:save-config xmlns:cisco-ia="http://cisco.com/yang/cisco-ia"/>

</rpc>

データモデルに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

IOS-XE、IOS-XR、およびNX-OSプ
ラットフォームのさまざまなリリー

スの YANGデータモデル

標準および RFC

タイトル標準/RFC

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

RFC 6020

ネットワーク設定プロトコル（NETCONF）RFC 6241
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノ
ロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただ

けるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオ

ンラインリソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するた

めに、Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセ
ス）、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple
Syndication（RSS）フィードなどの各種サービスに加入で
きます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際
は、Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

データモデルの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1 :データモデルの機能情報

機能情報リリース機能名

データモデル機能によって、プログラ

ムによる各種の標準規格に準拠した方

法で、設定の記述やネットワークデバ

イスからの運用データの読み取りが容

易になります。

netconf-yangコマンドが導入されまし
た。

Cisco IOSXEDenali 16.3.1データモデル

YANGデータモデルの設定
6

YANGデータモデルの設定

データモデルの機能情報

http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn

	YANG データモデルの設定
	機能情報の確認
	データ モデルの概要：プログラムによる設定と各種の標準規格に準拠した設定
	NETCONF

	データ モデルの設定方法
	NETCONF の設定
	NETCONF オプションの設定
	SNMP の設定


	データ モデルに関する追加情報
	データ モデルの機能情報


