
シスコサポートコミュニティ 
Live Expert Webcast 

佐藤 哲大 （Tetsuhiro Sato） 
コンサルティング システムズ エンジニア 

 

2015年1月27日 

Cisco Nexus XML API 入門 



2 © 2015  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

ご参加ありがとうございます 
本日の資料は Webcast サイトよりダウンロードいただけます 

直接ダウンロードする場合はこちら
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12405636 

https://supportforums.cisco.com/ja/community/5356/webcast 
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オーディオ ブロードキャストについて 

[Audio Broadcast（オーディオ ブロードキャ
スト）] ウィンドウが自動的に表示され、コン
ピュータのスピーカーから音声が流れます  

[Audio Broadcast（オーディオ ブロードキャ
スト）] ウィンドウが表示されない場合は、
[Communicate（コミュニケート）] メニュー
から [Audio Broadcast（オーディオ ブロー
ドキャスト）] を選択します 

イベントが開始されると自動的に音声が流れ
始めます 

音声接続に関する詳細はこちらをご参照くだ
さい。解決しない場合は、QA ウィンドウより
お知らせください。 

https://supportforums.cisco.com/ja/docume

nt/82876 
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Webcast 中のご質問は全て 
画面右側のQAウィンドウより 
’All Panelist’ 宛に 
送信してください 

 

 

ご質問方法 
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シスコサポートコミュニティ Expert Series Webcast 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤 哲大 (Tetsuhiro Sato) 

シスコ コンサルティング システムズ エンジニア 

SDN応用技術室 
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はじめに 

技術概要 

開発の勘所 

参照：サンプルコード（Ruby） 

 

Agenda 
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1. はじめに 
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投票質問 1 

これまでに、何かしらのリモート API を使って、何
かしらのデバイスやサービスをコントロールをした
経験がありますか? 

A) はい 

B) いいえ 
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• ネットワークサービス停止の最も主
要な原因は、人的エラー 

• 構成変更の際のミス 

• 機器障害時の対応ミスによる被害の拡
大 

• 管理する機器の増加と機能の多様
化、複雑化により、むしろ人為的な
エラーが介在しえるポイントは増え
る傾向にある 

• ネットワークサービスの安定稼働に
は、如何に人的エラーの介在しにく
い運用形態にできるかが重要 

ネットワークの自動化を後押しするもの 
ネットワークサービス停止の原因 
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• クラウド的な要件から、サーバやス
トレージの自動化をしだすと、どう
してもネットワークの自動化も必要
となる 

 

•それぞれのサービス提供者との人的な対話に依
存することなく、利用者は必要に応じて自動的
かつ一方的に、サーバーやネットワークスト
レージの利用時間といった、コンピューティン
グリソースをプロビジョニングすること 

• Source: NIST Cloud Definition 

ネットワークの自動化を後押しするもの 
クラウドサービスの隆盛 



11 © 2015  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

従来の自動化方法の問題点 
 

 

 CLI ベースのスクリプティング 

• 元々、人間のために用意された対話的なインターフェイスであるため、どう
しても、プログラミングが低レベルで冗長なものになってしまいがち 

• 構造化されていないテキストのデータを扱う必要がある 

• 移植性が乏しく、ソフトウェアのバージョンの変更による動作しなくなるこ
とも往々にして起こりえる 

 SNMP 

• モニタリング用途で利用されるケースが多く、構成変更で利用されるケース
が少ない 

• そもそも、構成変更（Write）のための MIB オブジェクトが十分に提供され
ない傾向にある 
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 システムの自動化 

 サービスの開始、変更時における構成変更の自動化 

 現実のユースケースは、得てして既成のプロビジョニングツールの想定を超
えてしまうため、低レベルなデバイスプログラマビリティインターフェイス
のニーズが残る 

 プロビジョニングツールのサウスバウンド 

 インテグレーションのグル―（糊）手段 

 MIB 未定義により、SNMP で取得できない情報の取得 

 など 

Nexus XML API 
ユースケース 



13 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

2. 技術概要 
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Nexus Management インターフェイス 
(Nexus XML API) 
  

 Nexus Management インターフェ
イス(Nexus XML API)は、
NETCONF に準拠 

 NETCONF は、ネットワーク機器を
管理するためのプログラミングイン
ターフェイスの標準を目指して、
IETF で標準化作業が進められている 

 

• RFC4741 

• プロトコル本体 

• RFC4742 – 4744, 5539 

• トランスポート 

• RFC5277, 5381, 5717, 6022 

• ベストプラクティス、その他 
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NETCONF の特徴 

• トランスポートには、既存のプロトコルを利用 

• SSH、SOAP、 BEEP、 TLS 

• RPC の上で、NETCONF 独自のオペレーションを動作させる 

• 交換されるデータは、XML でエンコード 

 

 

 

標準的な仕組みだけで構成されており、 
プログラマーにとってやさしい 
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NETCONF の階層 

• 概念的に４つの階層に分けられる 

• コンテンツ層 ― 設定する機能の XML 表現を表す 

• オペレーション層 ― 設定コマンドのタイプを表す 

• RPC 層 ― 要求元からの設定コマンドと XML サーバからの応答を表す 

• トランスポートプロトコル層 ― クライアントとサーバ間にセキュアな暗号化された接続を
提供 

 

Configuration Data 

<get/>, <edit-config/> 等 
RFC4741 

<notification/> 
RFC5277 

<rpc/>, <rpc-replay/> 
RFC4741 

SSH    SOAP    BEAP   TLS 
 RFC4742  RFC4743  RFC4744  RFC5539 

コンテンツ層 

オペレーション層 

RPC 層 

トランスポート層 
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コンフィギュレーションデータストア 

• 設定の対象となるデータストアが３つ存在する 

•  <running> データストア    … running-config に相当 

•  <startup> データストア     … startup-config に相当 

•  <candidate> データストア … デバイスに反映されない暫定的な設定 

 

<running> 

<startup> <running> 

<candidate> <running> 

edit-config 
copy-config 

edit-config 
copy-config 

edit-config 
copy-config 

copy-
config 

commit 

＊NX-OSでは <running> と <startup> データスト
アのみサポート 
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NETCONF オペレーション 

NETCONF 
オペレーション 

説明 サポート 

close-session 現在のセッションをクローズ 〇 

commit <candidate> データベースへ設定を<running>へ反映 未サポート 

copy-config コンフィグデータベースにコピー 未サポート 

delete-config コンフィグデータベースの削除 〇 

edit-config コンフィグデータベースの変更 〇 

get <running> データベースとデバイスステータスの情報を取得 〇 

get-config <running> データベースの情報を取得 未サポート 

kill-session 指定したセッションをクローズ 〇 

lock コンフィグデータベースのロック 未サポート 

unlock 上記オペレーションの解除 未サポート 

validate コンフィグデータベースの内容について、妥当性を確認 未サポート 

NX-OS の対応状況 
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Big Picture 

running-config 
の編集 

EDIT-CONFIG 

Response 

show コマンド
の取得 

GET 

Response 

• 構造化された XML データをやりとり 
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SSH の接続 

• OpenSSH を使って、対話式に NETCONF のやりとりができる 

• -s オプションでサブシステムが指定できる 

• NX-OS の場合、サブシステムとして、”xmlagent” を指定する 

$ ssh admin@192.0.2.1 -s xmlagent 
User Access Verification  
Password: ********  



21 © 2015  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Hello メッセージの交換 

• NETCONF セッションを開始すると、サーバーは、<session-id> 要素を含んだ Hello 
メッセージを送信してくる 

• クライアントも、Hello メッセージを返信する必要がある 

• Hello メッセージの交換の際に、サーバ、クライアントは、お互いに capability を交換
する 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"> 
  <capabilities> 
    <capability>urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0</capability> 
    <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability> 
  </capabilities> 
  <session-id>9311</session-id> 
</hello> 
]]>]]> 

<?xml version="1.0"?> 
<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>]]>]]> 
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<get> オペレーション 

• <get> オペレーションは、デバイスの設定および状態を取得する 

• 赤字の箇所を入れ替えることで、すべての show コマンドの結果を取得できる 

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

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<nc:rpc-reply xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" 
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:nfcli" 
xmlns:mod="http://www.cisco.com/nxos:1.0:vdc_mgr" message-id="1"> 
 <nc:data> 
  <mod:show> 
   <mod:__XML__BLK_Cmd_SHOW_HOSTNAME_hostname> 
    <mod:__XML__OPT_Cmd_SHOW_HOSTNAME___readonly__> 
     <mod:__readonly__> 
      <mod:hostname>nexus</mod:hostname> 
     </mod:__readonly__> 
    </mod:__XML__OPT_Cmd_SHOW_HOSTNAME___readonly__> 
   </mod:__XML__BLK_Cmd_SHOW_HOSTNAME_hostname> 
  </mod:show> 
 </nc:data> 
</nc:rpc-reply> 
]]>]]> 

nexus# show switchname 
nexus 
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<edit-config> オペレーション 
• 設定内容により、赤字の箇所は変わる（データフォーマットについては後述） 

<?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 version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<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> 
]]>]]> 
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<close-session> オペレーション 

• <close-session> オペレーションは、現在の XML サーバセッションをクローズする 

<?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>]]>]]>  

<?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>]]>]]> 
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<kill-session> オペレーション 

• <kill-session> オペレーションは、他の セッションで開かれた XML サーバセッション
を session-id を指定してクローズする 

<?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:kill-session>  
<nc:session-id>25241</nc:session-id>  
</nc:kill-session>  
</nc:rpc>]]>]]>  

<?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>]]>]]>  
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3. 開発の勘所 
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<get> オペレーション 
出力の確認 

• show コマンドの後ろに |（パイプ） xml を付加することで、CLI 上で <get> オペ
レーションの出力を確認することができる 

nexus# show switchname | 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:vdc_mgr"> 
 <nf:data> 
  <show> 
   <__XML__BLK_Cmd_SHOW_HOSTNAME_hostname> 
    <__XML__OPT_Cmd_SHOW_HOSTNAME___readonly__> 
     <__readonly__> 
      <hostname>nexus</hostname> 
     </__readonly__> 
    </__XML__OPT_Cmd_SHOW_HOSTNAME___readonly__> 
   </__XML__BLK_Cmd_SHOW_HOSTNAME_hostname> 
  </show> 
 </nf:data> 
</nf:rpc-reply> 
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<edit-config> オペレーション 
データ形式 

• CCO から XML スキーマがダウンロードできる 
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<edit-config> オペレーション 
データ形式 

• XML スキーマのエディター・ビューアーツールを使って、設定したい項目に
対応した XML データフォーマットを探す 

• 以下は、VLAN の設定の例 

<?xml version="1.0"?> 
<nf:rpc message-id=“101" 
xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" 
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:vlan_mgr_cli"> 
  <nf:edit-config> 
    <nf:target> 
      <nf:running/> 
    </nf:target> 
    <nf:config> 
      <configure> 
        <__XML__MODE__exec_configure> 
          <vlan> 
            <vlan-id-create-delete> 
              <__XML__PARAM_value>2222</__XML__PARAM_value> 
            </vlan-id-create-delete> 
          </vlan> 
        </__XML__MODE__exec_configure> 
      </configure> 
    </nf:config> 
  </nf:edit-config> 
</nf:rpc>]]>]]> 
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XMLIN Tool 

• XMLIN モードで、試験的に試した設定や現状の設定に対応するデータ形式での出力を確認でき
る 

switch# xmlin 
****************************************** 
Loading the xmlin tool. Please be patient. 
****************************************** 
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software 
TAC support: http://www.cisco.com/tac 
Copyright ©) 2002-2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 
The copyrights to certain works contained in this software are 
owned by other third parties and used and distributed under 
license. Certain components of this software are licensed under 
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU 
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each 
such license is available at 
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and 
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php 
  
 
****************************************** 
 
switch(xmlin)#  
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XMLIN Tool 
• 設定を試す例 

switch(xmlin)# conf t 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
switch(config)(xmlin)# int e2/1 
% Success 
% Success 
switch(config-if-verify)(xmlin)# no shut 
% Success 
% Success 
switch(config-if-verify)(xmlin)# exit 
switch(config)(xmlin)# exit 
<?xml version="1.0"?> 
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" xmlns="http://www.cisco.com/nxos:7.1.0.D1.1.:configure_" 
xmlns:m="http://www.cisco.com/nxos:7.1.0.D1.1.:_exec" xmlns:m1="http://www.cisco.com/nxos:7.1.0.D1.1.:configure__if-sub" 
message-id="1"> 
  <nf:edit-config> 
    <nf:target> 
      <nf:running/> 
    </nf:target> 
    <nf:config> 
      <m:configure> 
        <m:terminal> 
          <interface> 
            <__XML__PARAM__interface> 
              <__XML__value>Ethernet2/1</__XML__value> 
              <m1:no> 
                <m1:shutdown/> 
              </m1:no> 
            </__XML__PARAM__interface> 
          </interface> 
        </m:terminal> 
      </m:configure> 
    </nf:config> 
  </nf:edit-config> 
</nf:rpc> 
]]>]]> 
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XMLIN Tool 

• 現状の設定を確認する例 

switch(xmlin)# conf t 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
switch(config)(xmlin)# interface e2/1 
switch(config-if-verify)(xmlin)# show int e2/1 
******************************************************** 
Please type "end" to finish and output the current XML document before building a new one. 
******************************************************** 
% Command not successful 
 
switch(config-if-verify)(xmlin)# end 
<?xml version="1.0"?> 
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" 
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:configure_" 
xmlns:m="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:_exec" message-id="1"> 
<nf:edit-config> 
<nf:target> 
<nf:running/> 
</nf:target> 
<nf:config> 
<m:configure> 
<m:terminal> 
<interface> 
<__XML__PARAM__interface> 
<__XML__value>Ethernet2/1</__XML__value> 
</__XML__PARAM__interface> 
</interface> 
</m:terminal> 
</m:configure> 
</nf:config> 
</nf:edit-config> 
</nf:rpc> 
]]>]]> 
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<edit-config> オペレーションの代用 

• Hello の交換までは、通常の XML  Management インターフェイスと同じ 

• <edit-config> オペレーションの代わりに、<exec-command> オペレーションを利用 

• データをコマンドの形式でフォーマット可能 

<?xml version="1.0"?>  
<nf:rpc message-id="110" xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:if_manager"   
  xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0“ 
  xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0"> 
  <nxos:exec-command>  
    <nxos:cmd> 
      configure terminal ; interface ethernet 2/4 ; no shutdown ;  
    </nxos:cmd>  
  </nxos:exec-command> 
</nf:rpc>]]>]]> 

<?xml version="1.0"?>  
<nf:rpc-reply xmlns="http://www.cisco.com/nxos:1.0:if_manager"  
  xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"  
  xmlns:nxos="http://www.cisco.com/nxos:1.0" message-id="110"> 
  <nf:data/>  
</nf:rpc-reply> ]]>]]> 
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<copy-config> オペレーションの代用 

 <exec-command> オペレーションで copy running-config 
startup-config コマンドを実行する 

<?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>copy run start</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:ok/> 
</nf:rpc-reply> 
]]>]]> 
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<copy-config> オペレーションの代用 

 NX-OS では、CISCO-COPY-CONFIG-MIB をサポート 

 以下、running-config を startup-config にコピーする例 

$ snmpset -v 2c -M ./mib -m ALL -c cisco <agent_ip> CISCO-CONFIG-COPY-MIB::ccCopyEntryRowStatus.123 i 
createAndGo ¥ 
CISCO-CONFIG-COPY-MIB::ccCopyProtocol.123 i tftp ¥ 
CISCO-CONFIG-COPY-MIB::ccCopySourceFileType.123 i runningConfig ¥ 
CISCO-CONFIG-COPY-MIB::ccCopyDestFileType.123 i startupConfig 

 参考資料 

 SNMP を使用しているCiscoデバイスへのコピー、およびCiscoデバイスからのコピーを設定する方法 
http://www.cisco.com/JP/support/public/mt/tac/100/1002224/copy_configs_snmp.shtml 

 

 

http://www.cisco.com/JP/support/public/mt/tac/100/1002224/copy_configs_snmp.shtml
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NETCONF 開発の指針 

• NETCONF 自体は、低レベル API なので、標準的なライブラリの助けを借りつつ、開発してい
くことになる 

• SSH ライブラリ 

• XML 処理ライブラリ（DOM、SAX、XPath） 
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参照： サンプルコード（Ruby） 
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サンプルコード（Ruby） 

• show interface brief コマンドを実行して、その結果を 標準出力へ出力 

hello_msg = <<EOT 
<?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> 
  </hello> 
]]>]]> 
EOT 
 
get_msg = <<EOT 
<?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:xml"> 
  <nc:get> 
    <nc:filter type="subtree"> 
      <show> 
        <interface> 
          <brief/> 
        </interface> 
      </show> 
    </nc:filter> 
  </nc:get> 
</nc:rpc>]]>]]> 
EOT 
 
close_msg = <<EOT 
<?xml version="1.0"?> 
<rpc message-id="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"> 
<close-session/> 
</rpc>]]>]]> 
EOT 
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サンプルコード（Ruby） 

• 前頁の続き 

ssh = Net::SSH.start("192.0.2.1", "netconf", :password => "netconf") 
 
ssh.open_channel do |channel| 
  # Starting xmlagent sybsistem … 
  channel.subsystem("xmlagent") do |ch, success| 
    # Verifying the connection was started successfully … 
    raise "subsystem could not be started!" unless success 
    # Registering a callback for data arrival ... 
    channel.on_data do |ch, data| 
      puts "#### received data as follows ####" 
      puts data 
    end 
    # Closing a channel if a channel buffer is empty ... 
    channel.on_process do |ch| 
      channel.eof! if channel.output.empty? 
    end 
    # Sending hello ... 
    channel.send_data(hello_msg) 
    # Sending get ... 
    channel.send_data(get_msg) 
    # Closing xml session 
    channel.send_data(close_msg) 
  end 
end 
 
ssh.close 
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レファレンス 

• Cisco NX-OS XML Interface User Guide  

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-
os/xml/user/guide/nxos_xml_interface.html 
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Q&A 
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CSC からのお知らせ 
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Ask the Expert with Tetsuhiro Sato 

今日聞けなかった質問は、今回のエキスパートが担
当するエキスパートに質問（ 1月28日～ 2月8日ま
で開催）へお寄せください！ 
https://supportforums.cisco.com/ja/discus
sion/12405626 
 
 
Webcastの内容やQ&Aドキュメントは、本日より5
営業日以内にこのサイトへ掲載いたします。 
https://supportforums.cisco.com/ja/comm
unity/5356/webcast 
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今後の Webcast 予定 

2015年 2月24日(火） 
CCNP v2.0 変更点と 

主な技術解説 
2015年 3月31日（火） 

IOS-XR 
午前10時～11時半 

詳細やご登録は後日CSC Webcastサイトや 
ソーシャルメディアでお知らせいたします 
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コンテンツに関するご意見を募集しています！ 

掲載してほしい情報 

あったら役に立つ情報 

英語ではなく日本語でほしい情報など 

リクエストをお寄せください 
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ソーシャルメディアを使って 

シスコサポートコミュニティと繋がろう 

https://www.youtube.com/user/CSCJapanModerator 

http://itunes.apple.com/us/app/cisco-technical-

support/id398104252?mt=8 

http://www.linkedin.com/groups/CSC-Cisco-Support-Community-

3210019 

Newsletter Subscription: 
https://tools.cisco.com/gdrp/coiga/showsurvey.do?surveyCode=589&keyCode=14

6298_2&PHYSICAL%20FULFILLMENT%20Y/N=NO&SUBSCRIPTION%20CENTER=Y

ES 

http://www.facebook.com/CiscoSupportCommunityJapan 

https://twitter.com/cscjapan 
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シスコ認定ラーニングパートナー  

スペシャリゼーション ラーニングパートナー リンク 

データセンター NGN-SF http://ngn-sf.co.jp/ 

データセンター ネットワンシステムズ https://www.netone.co.jp/academy/index.h

tml 

コラボレーション グローバルナレッジ http://www.globalknowledge.co.jp/ 

• シスコ認定ラーニングパートナーでは皆様のソリューションを最適化
するために、Ciscoの認定したカリキュラムを使ったトレーニングを提供
しております。 

 

• また、シスコ認定ラーニングパートナーの中でも、シスコスペシャラ
イズドパートナーは特にその専門分野においてのスキルを認められた
パートナーのみが授与される認定資格となっております。 

 

 



Thank you for Your Time 
 

アンケートにもご協力ください 


