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章

はじめに
Cisco Virtual Topology System（VTS）は、データセンター ネットワーク向けの標準ベースのオー
プンなオーバーレイ管理およびプロビジョニング システムです。
本書では、Cisco Virtual Topology System（VTS）2.1 のさまざまなコンポーネントのインストール
方法について説明します。
• OpenStack 環境での Cisco VTS のインストールについては、「Linux での Cisco VTS のイン
ストール：OpenStack 環境, （9 ページ）」を参照してください。
• VMware ESXi 環境での Cisco VTS のインストールについては、「VMware 環境での Cisco
VTS のインストール, （16 ページ）」を参照してください。
Cisco VTS は、x86 サーバでのパケット処理用に設計されたソフトウェア データ プレーンである
Virtual Topology Forwarder （VTF）を使用して導入できます。VTF のインストールについては、
「Virtual Topology Forwarder のインストール, （19 ページ）」を参照してください。
Cisco VTS をインストールするための前提条件については、「前提条件, （3 ページ）」を参照
してください。
ハイ アベイラビリティ モードでの Cisco VTS のインストールについては、以下を参照してくだ
さい。 ハイ アベイラビリティ モードでの VTS のインストール, （29 ページ）
また、Virtual Machine Manager（VMM）を使用せずに Cisco VTS をインストールすることもでき
ます。詳細については、『Cisco VTS 2.1 Developer Guide』を参照してください。
Cisco VTS の詳細については、Cisco.com で入手できる製品マニュアルを参照してください。
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前提条件
この章では、VTS コンポーネントをインストールするための前提条件について説明します。ま
た、システム要件、サポートされる Virtual Machine Manager（VMM）、およびサポートされるプ
ラットフォームの詳細について説明します。
• VTC VM のシステム要件, 3 ページ
• IOS XRv VM のシステム要件, 4 ページ
• VTF VM のシステム要件, 4 ページ
• サポートされる Virtual Machine Manager, 5 ページ
• サポートされるプラットフォーム, 5 ページ

VTC VM のシステム要件
次の表に、VTC 仮想マシンの最小システム要件の詳細を示します。
要件

Details

ディスク容量

48 GB

CPU

8

メモリ

16 GB

コンピューティング ホスト

Cisco UCS B シリーズ、Cisco UCS C220 および
C240 ラック サーバによる認定済み

ハイパーバイザ

• VMware ESXi 5.5 または VMware ESXi 6.0
• Red Hat Enterprise Linux 7.1 with KVM
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IOS XRv VM のシステム要件
次の表に、IOS XRv 仮想マシンの最小システム要件の詳細を示します。

（注）

IOS XRv VM は、次の 2 つの目的で使用されます。VTS のハイ アベイラビリティを有効にす
るために必要です。また、VTF のコントロール プレーンとしても機能します。ハイ アベイラ
ビリティを有効にすることを検討する場合、または設定に VTF を含める予定である場合にの
み、IOS XRv をインストールする必要があります。
要件

詳細

ディスク容量

プライマリ ディスクは 2 GB に
する必要があります。任意のサ
イズのセカンダリ ディスクを
追加できます。

CPU

6

メモリ

32 GB メモリ

コンピューティング ホスト

Cisco UCS B シリーズ、Cisco
UCS C220 および C240 ラック
サーバによる認定済み

ハイパーバイザ

• VMware ESXi 5.5 または
VMware ESXi 6.0
• Red Hat Enterprise Linux 7.1
with KVM

VTF VM のシステム要件
次の表に、VTF 仮想マシンの最小システム要件の詳細を示します。
要件

Details

ディスク容量

8 GB

CPU コア

2

メモリ

16 GB メモリ
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ハイパーバイザ

• VMware ESXi 5.5 または
VMware ESXi 6.0
• Red Hat Enterprise Linux 7.1
with KVM

サーバのネットワーク インターフェイス カード（NIC）

Intel DPDK 対応の NIC

サポートされる Virtual Machine Manager
Cisco VTS は、次のサポートされる VMM バージョンにインストールできます。
• OpenStack：
• OpenStack Icehouse
• OpenStack Juno
• OpenStack Liberty on CentOS
• VMware vCenter：
• VMware vCenter 5.5 Update 2
• VMware vCenter 6.0 Update 1 サーバ アプライアンス

サポートされるプラットフォーム
次の表に、Cisco VTS がサポートするプラットフォームとそのロールに関する情報を示します。

（注）

VTS は、BGP EVPN コントロール プレーンを使用する VXLAN オーバーレイをサポートしま
す。
ロール

サポートされるプラットフォーム
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トップオブラック（ToR）リーフ スイッチ

• Cisco Nexus 9300TX および 9300PX プラッ
トフォーム スイッチ
• Cisco Nexus 9332PQ および 93128TX スイッ
チ
• Cisco Nexus 5600 プラットフォーム スイッ
チ
• Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッ
チ

データセンター スパイン

• Cisco Nexus 9300TX および 9300PX プラッ
トフォーム スイッチ
• Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッ
チ
• Cisco Nexus 7x00 シリーズ スイッチ
• Cisco Nexus 5600 プラットフォーム スイッ
チ

境界リーフおよび境界スパイン

• Cisco Nexus 9300TX および 9300PX プラッ
トフォーム スイッチ
• Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッ
チ
• Cisco Nexus 5600 プラットフォーム スイッ
チ

データセンター相互接続（DCI）

• Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーショ
ン サービス ルータ
• Cisco Nexus 7x00 シリーズ スイッチ

ファブリック エクステンダ（FEX）

• Cisco Nexus C2248TP-E9500
• Cisco Nexus C2232PP
FEX のサポートの対象は、Cisco Nexus 9300、
Cisco Nexus 5600、Cisco Nexus 9500、および
Cisco Nexus 7x00 です。
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Virtual Machine Manager（VMM）

• OpenStack Icehouse、Juno、および Liberty
リリース
• VMware vCenter 5.5 Update 2
• VMware vCenter 6.0 Update 1 サーバ アプラ
イアンス

ハイパーバイザ

• VMware ESXi 5.5、VMware ESXi 6.0
• Red Hat Enterprise Linux 7.1 with KVM

仮想フォワーダ

（注）

Cisco Virtual Topology Forwarder（VTF）

Cisco Nexus 5672 は、Cisco Nexus 93xx または 95xx と相互運用できません。
次の表に、さまざまなデバイスでサポートされるソフトウェア イメージを示します。
表 1：サポートされるソフトウェア イメージ

Cisco Nexus 93xx

NX OS リリース 7.0(3)I1(2) 以降

Cisco Nexus 95xx

NX OS リリース 7.0(3)I1(2) 以降

Cisco Nexus 7x00

• データセンター スパイン：NX OS リリース 7.3 以降
• データセンター相互接続（DCI）：
◦ VRF ピアリング モード：NX OS リリース 7.3 以降
◦ 統合 DCI モード：未定

Cisco Nexus 5600

NX OS リリース 7.3 以降

Cisco ASR 9000

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 5.3.2 以降

次の表に、さまざまなデバイスでサポートされる VPC モードを示します。
表 2：サポートされる VPC モード

Cisco Nexus 93xx

サーバ VPC
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Cisco Nexus 95xx

サーバ VPC

Cisco Nexus 5600

サーバ VPC、FEX VPC、拡張 VPC
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Cisco VTS のインストール
ここでは、Linux-OpenStack 環境または VMware ベース環境での VTS のインストールに関する詳
細を説明します。VTS のインストールを開始する前に、「前提条件」の章を必ず確認してくださ
い。
• Linux での Cisco VTS のインストール：OpenStack 環境, 9 ページ
• VMware 環境での Cisco VTS のインストール, 16 ページ
• Virtual Topology Forwarder のインストール, 19 ページ
• VTS のインストールの確認, 25 ページ

Linux での Cisco VTS のインストール：OpenStack 環境
OpenStack 環境での Cisco VTS のインストールには、次の操作が含まれます。
• VTC VM のインストール。詳細については、「VTC VM のインストール, （9 ページ）」を
参照してください。
• ホスト エージェントおよび OpenStack Neutron プラグインのインストール
以下を参照してください。 OpenStack での VTF のインストール, （24 ページ）

VTC VM のインストール
自動設定オプションまたは手動設定オプションのいずれかを使用して、VTC VM をインストール
できます。
ISO ファイル（自動設定）を使用して VTC VM をインストールするには、以下を参照してくださ
い。 VTC VM のインストール：ISO ファイルを使用した自動設定, （10 ページ）
virt-manager アプリケーション（手動設定）を使用して VTC VM をインストールするには、以下
を参照してください。 VTC VM のインストール：virt-manager アプリケーションを使用した手動
設定, （11 ページ）
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VNC（手動設定）を使用して VTC VM をインストールするには、以下を参照してください。 VTC
VM のインストール：VNC を使用した手動設定, （13 ページ）

VTC VM のインストール：ISO ファイルを使用した自動設定
OpenStack で VTC VM を設定する場合、管理者は VM 設定を含むテキスト ファイルを作成し、そ
れを ISO ファイルにして、その ISO を VM の CD ドライブに挿入する必要があります。

ステップ 1

SSH を介してコントローラ ノードに接続して、vtc.qcow2 ファイルを /var/lib/libvirt/images/ フォルダにコ
ピーします。

ステップ 2

vtc.sample.xml ファイルをコントローラにコピーします。サンプル XML ファイルは、「サンプル XML ファ
イル, （41 ページ）」にあります。

ステップ 3

config.txt と呼ばれるファイルを作成します。次に、ファイルの内容の例を示します。
Hostname=vtc
ManagementIPv4Method=Static
ManagementIPv4Address=1.1.1.2
ManagementIPv4Netmask=255.255.255.0
ManagementIPv4Gateway=1.1.1.1
UnderlayIPv4Method=Static
UnderlayIPv4Address=2.2.2.2
UnderlayIPv4Netmask=255.255.255.0
DNSv4=3.3.3.3
Domain=cisco.com
NTPv4=1.1.1.1
vts-adminPassword=cisco123
AdministrativeUser=admin
AdministrativePassword=cisco123

config.txt ファイルには、最後に空白の行を入れる必要がありま
す。
このファイルの内容は、次のとおりです。
（注）

• Hostname：VM のホスト名
• ManagementPv4Method：管理インターフェイス（eth0）に DHCP と静的アドレッシングのどちらを使
用するか
• ManagementIPv4Address：VM の管理 IPv4 アドレス（静的アドレッシングにのみ必要）
• ManagementIPv4Netmask：VM の管理 IPv4 ネットマスク（静的アドレッシングにのみ必要）
• ManagementIPv4Gateway：VM の管理 IPv4 ゲートウェイ（静的アドレッシングにのみ必要）
• UnderlayIPv4Method：アンダーレイ インターフェイス（eth1）に DHCP と静的アドレッシングのどち
らを使用するか
• UnderlayIPv4Address：VM のアンダーレイ IPv4 アドレス（静的アドレッシングにのみ必要）
• UnderlayIPv4Netmask：VM のアンダーレイ IPv4 ネットマスク（静的アドレッシングにのみ必要）
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• DNSv4：DNS IPv4 アドレス（静的アドレッシングにのみ必要）
• Domain：DNS 検索ドメイン（静的アドレッシングにのみ必要）
• NTPv4：NTP IPv4 アドレスまたは FQDN（静的アドレッシングにのみ必要）
• vts-adminPassword：vts-admin ユーザのパスワード
• AdministrativeUser：SSH を介してログインするための新しい管理ユーザ
• AdministrativePassword：新しい管理ユーザのパスワード
ステップ 4

mkisofs を使用して ISO ファイルを作成します。次に例を示します。
mkisofs -o config.iso config.txt

ステップ 5

次のコマンドを使用して、VTC VM を作成します。
virsh create vtc.sample.xml

VTC VM のインストール：virt-manager アプリケーションを使用した手動設定
VTC VM をインストールするには、virt-manager アプリケーションを使用して手動で VM を設定し
ます。

ステップ 1

SSH を介してコントローラ ノードに接続して、vtc.qcow2 ファイルを /var/lib/libvirt/images/ フォルダにコ
ピーします。

ステップ 2

vtc.sample.xml ファイルをコントローラにコピーします。設定に応じてそのファイルを変更します。

ステップ 3

次のコマンドを使用して、VTC VM を作成します。
virsh create vtc.sample.xml

ステップ 4

コマンドを実行します。
virsh list --all

次のように表示されます。
Id
Name
State
-------------------------------------------------2 VTC running

ステップ 5

virt-manager を起動します。Run：
virt-manager

ステップ 6

virt-manager ウィンドウが開いたら、[VTC VM] をクリックして VTC VM コンソールを開きます。
コンソールに、インストール ウィザードが表示されます。このウィザードでは、最初に VTC VM を設定
するときの手順が示されます。

ステップ 7

次を入力します。
（注）
DNS や NTP などの複数の値をとる項目では、各値をスペースで区切る必要がありま
す。
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• VTS Hostname
• DHCP / Static IP configuration for static IP
• Management IP address for VTC：管理 IP アドレスです。
• Management IP Netmask
• Management Gateway address
• DNS Address
• DNS Search domain
• Underlay IP address：内部ネットワークの IP アドレスです。
• Underlay IP Netmask
• NTP address：ゲートウェイ IP アドレスと同じにすることができます。
• Password change for user vts-admin：デフォルトのユーザ vts-admin パスワードを入力します。vts-admin
ユーザは、パスワード リカバリと、間違った場合や情報を変更する必要がある場合に設定画面に再
アクセスするために使用されます。vts-admin ユーザ名とパスワードを使用して VTC VM に再度ログ
インすると、VTC VM 設定を再度実行するために同じダイアログが表示されます。
• Administrator User：管理ユーザ名およびパスワードを入力します。このユーザ名とパスワードは、
SSH を介して VM にログインするために使用されます。
• Password for administrator user
ここで、VTC VM が再起動します。VTC VM が起動するまで 2 分待ちます。設定プロセスで VTC VM 用
に指定した IP アドレスに ping を実行して、VTC VM が起動しているかどうか確認できます。
ステップ 8

設定プロセスで指定した IP アドレス、管理ユーザ名/パスワード（vts-admin ユーザではない）を使用し
て、VTC VM に SSH を実行します。
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VTC VM のインストール：VNC を使用した手動設定
VTC のインストールされているサーバが、ネットワーク遅延があったり帯域幅が狭い遠隔地にあ
る場合、VNC の使用を選択してグラフィック コンソールから VTC VM へのアクセスを可能にし、
手動で VM を設定できます。目的

ステップ 1

SSH を介してコントローラ ノードに接続して、vtc.qcow2 ファイルを /var/lib/libvirt/images/ フォルダにコ
ピーします。

ステップ 2

vtc.sample.xml ファイルをコントローラにコピーします。設定に応じてそのファイルを変更します。サン
プル XML ファイルは、「サンプル XML ファイル, （41 ページ）」にあります。

ステップ 3

vtc.sample.xml ファイルの次のセクションを置き換えます。
<graphics type='spice' port='5900' autoport='yes' listen='127.0.0.1'>
<listen type='address' address='127.0.0.1'/>
</graphics>

次に置き換えます。
<graphics type='vnc' port='5900' autoport='yes' listen='0.0.0.0'>
<listen type='address' address='0.0.0.0'/>
</graphics>

（注）

ステップ 4

リッスン アドレスを 0.0.0.0 に設定すると、外部クライアントから VNC ポート（5900）に接続
できるようになります。また、iptables の設定（ある場合）で着信 TCP ポート 5900 の接続が許
可されていることを確認する必要もあります。

次のコマンドを使用して、VTC VM を作成します。
virsh create vtc.sample.xml

これで、VNC クライアントを使用して VTC VM のグラフィック コンソールに接続し、設定プロセスを続
行できるようになります。
ステップ 5

次を入力します。
（注）
DNS や NTP などの複数の値をとる項目では、各値をスペースで区切る必要がありま
す。
• VTS Hostname
• DHCP / Static IP configuration for static IP
• Management IP address for VTC：管理 IP アドレスです。
• Management IP Netmask
• Management Gateway address
• DNS Address
• DNS Search domain
• Underlay IP address：内部ネットワークの IP アドレスです。
• Underlay IP Netmask
• NTP address：ゲートウェイ IP アドレスと同じにすることができます。
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• Password change for user vts-admin：デフォルトのユーザ vts-admin パスワードを入力します。vts-admin
ユーザは、パスワード リカバリと、間違った場合や情報を変更する必要がある場合に設定画面に再
アクセスするために使用されます。vts-admin ユーザ名とパスワードを使用して VTC VM に再度ログ
インすると、VTC VM 設定を再度実行するために同じダイアログが表示されます。
• Administrator User：管理ユーザ名およびパスワードを入力します。このユーザ名とパスワードは、
SSH を介して VM にログインするために使用されます。
• Password for administrator user
ここで、VTC VM が再起動します。VTC VM が起動するまで 2 分待ちます。設定プロセスで VTC VM 用
に指定した IP アドレスに ping を実行して、VTC VM が起動しているかどうか確認できます。
ステップ 6

設定プロセスで指定した IP アドレス、管理ユーザ名/パスワード（vts-admin ユーザではない）を使用し
て、VTC VM に SSH を実行します。

OpenStack プラグインのインストール
Cisco VTS GUI を使用して OpenStack VMM を登録すると、OpenStack プラグインがインストール
されます。
セットアップ ウィザードを使用して設定する場合、VMM 登録はウィザード フローの一環として
実行されます。詳細については、Cisco VTS 2.1 ユーザ ガイドの「Cisco Virtual Topology System の
開始」の章の「セットアップ ウィザードの使用」の項を参照してください。
セットアップ ウィザードを使用しない場合は、[Administration] > [Virtual Machine Manager] の UI
を使用して VMM を登録できます。

ステップ 1

[Administration] > [Virtual Machine Manager] に移動します。

ステップ 2

[Add (+)] ボタンをクリックします。
[Add Virtual Machine Manager] ポップアップが表示されます。

ステップ 3

次の詳細を入力します。
• VMM Type：VMM タイプを指定します。ドロップダウン リストから OpenStack を選択します。
• Version Name：バージョンの詳細を指定します。
• Description：VMM の説明を入力します。
• IP Address-Port：IP アドレスを入力します。
• User Name：VMM のユーザ名を入力します。
• Password：VMM のパスワードを入力します。
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ステップ 4

[Add] をクリックします。
追加した VMM は、[Virtual Machine Manager] 画面にリストされます。
[Status] 列で、VMM 登録のステータスを確認できます。
VMM を削除するには、VMM を選択して [X] （削除）をクリックします。

OpenStack ホスト エージェントのインストール
[Host Inventory] ページの [Install Capabilities] のボタンを使用して、OpenStack ホスト エージェント
をインストールできます。

ステップ 1

[Inventory] > [Host Inventory] に移動します。[Inventory]/[Host Inventory] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[+] をクリックしてホストを追加します。また、ホストを編集したりパラメータを変更して、物理的また
は仮想的な機能のインストールを有効にすることもできます。
• [+]（追加）をクリックすると、[Add Host] ポップアップが表示されます。次の詳細を入力します。
• 既存のホストを編集する場合は、ホストのタイプに応じて次のウィンドウが表示されます。
◦ Host Details：
• Host Name
• Host Type
• Host Interface
• Host IP Address
• Host Interface
• Device Port Name
• Capability：仮想スイッチかどうかを指定します。
• Username
• Password
◦ Common Parameters：ホスト機能が仮想スイッチの場合にのみ表示されます。
◦ VTF IP：VTF の IP アドレス。
◦ Subnet Mask
◦ Gateway
◦ Tenant Bridge：VTF が接続されているブリッジングホスト上のテナント ネットワーク ポート グ
ループ/ブリッジの名前。
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◦ Underlay Bridge：VTF が接続されているブリッジングホスト上のアンダーレイ ネットワーク ポー
ト グループ/ブリッジの名前。
◦ Datastore
◦ Username
◦ Password
エントリに関する重要情報のツールチップを必ず確認してください。
ステップ 3

[Install Capabilities] をクリックします。ホストのタイプに基づいて、ホスト エージェントがホストにイン
ストールされます。
インストール ステータスについては、[Status] 列を参照してください。また、機能がインストールされる
と、VMM タイプも表示されます。

VMware 環境での Cisco VTS のインストール
VMware 環境での Cisco VTS のインストールには、次の操作が含まれます。
• ESXi での VTC VM のインストール, （16 ページ）
• vCenter VTC プラグインのインストール, （17 ページ）

ESXi での VTC VM のインストール
ESXi ホストで VTC VM を インストールするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

VMWare vSphere クライアントを使用して ESXi ホストに接続します。

ステップ 2

vSphere クライアントで、[File] > [Deploy OVF Template] を選択します。[Deploy OVF Template] ウィザード
が表示されます。

ステップ 3

ソースの場所を指定して、[Next] をクリックします。
（注）
同じディレクトリに vtc.ovf ファイルと vtc.vmdk ファイルがあることを確認しま
す。

ステップ 4

VTC ネットワーク接続を vSwitch/DVS の適切なポートグループにマッピングします。
• vNIC1：VTC ネットワーク管理に使用されます。
• vNIC2：VTF、IOS XRv への VTC 接続に使用されます。

ステップ 5

次のプロパティを入力します。
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• Hostname：VTS ホスト名。
• ManagementIPv4Method：静的 IP の DHCP/静的 IP 設定。
• ManagementIPv4Address：VTC の管理 IP アドレス。この IP アドレスは、VTC ネットワーク管理に使
用されます。
• ManagementIPv4Netmask：管理 IP ネットマスク。
• ManagementIPv4Gateway：管理ゲートウェイ アドレス。
• UnderlayIPv4Method：静的 IP の DHCP/静的 IP 設定。
• UnderlayIPv4Address：アンダーレイ IP アドレス。これは、内部ネットワークの IP アドレスです。
• UnderlayIPv4Netmask：アンダーレイ IP ネットマスク。
• DNSv4：DNS サーバの IP アドレス。
• Domain：DNS 検索ドメイン。
• NTPv4：NTP アドレス。これは、ゲートウェイ IP アドレスと同じにすることができます。
• vts-adminPassword：vts-admin ユーザのパスワードvts-admin アカウントで SSH を介して VTC にアク
セスするために使用されるパスワード。
• AdministrativeUser：管理ユーザ。管理ユーザ名を入力します。
• AdministrativePassword：管理ユーザのパスワード。
（注）

admin/admin は、最初に GUI にログインするときに使用されます。パスワードは、最初に GUI
にログインするときに変更されます。

vCenter VTC プラグインのインストール
Cisco VTS GUI を使用して vCenter VMM を登録すると、vCenter プラグインがインストールされま
す。
セットアップ ウィザードを使用して設定する場合、VMM 登録はウィザード フローの一環として
実行されます。詳細については、Cisco VTS 2.1 ユーザ ガイドの「Cisco Virtual Topology System の
開始」の章の「セットアップ ウィザードの使用」の項を参照してください。
セットアップ ウィザードを使用しない場合は、[Administration] > [Virtual Machine Manager] の UI
を使用して VMM を登録できます。
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（注）

vCenter Web UI にログインする前に、vCenter Web サーバ プロセスを再起動する必要がありま
す。

ステップ 1

[Administration] > [Virtual Machine Manager] に移動します。

ステップ 2

[Add (+)] ボタンをクリックします。
[Add Virtual Machine Manager] ポップアップが表示されます。

ステップ 3

次の詳細を入力します。
• VMM Type：VMM タイプを指定します。ドロップダウン リストから vCenter を選択します。
• Version Name：バージョンの詳細を指定します。
• Description：VMM の説明を入力します。
• IP Address-Port：IP アドレスとポートを入力します。デフォルトのポートは 443 です。
• User Name：VMM のユーザ名を入力します。
• Password：VMM のパスワードを入力します。

ステップ 4

[Add] をクリックします。
追加した VMM は、[Virtual Machine Manager] 画面にリストされます。
[Status] 列で、VMM 登録のステータスを確認できます。
VMM を削除するには、VMM を選択して [X] （削除）をクリックします。

VMware vSphere 分散スイッチ（VDS）に関する重要な注意事項
VDS を作成する場合、次の点に注意する必要があります。

（注）

• インベントリ内のすべての ToR を VDS に含める必要があります。
• 1 つの VDS は、1 つまたは複数の ToR を表すことがあります。
• 特定の ToR に接続されるすべてのホストを同じ VDS に含める必要があります。

非 VPC 固有設定について
リーフで VPC を使用していない場合：
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• VDS 1 台につき 1 つまたは複数のリーフを関連付けます。
• VDS アップリンクにホストのデータ インターフェイスを接続します。

（注）

詳細な手順については、VMware のマニュアルを参照してください。

VPC 固有設定について
リーフで VPC を使用している場合：

ステップ 1

1 つまたは複数の VPC ペアに対して 1 台の VDS スイッチを作成します。

ステップ 2

拡張 LACP を有効にします。
詳細な手順については、VMware のマニュアルを参照してください。

ステップ 3

各 VDS のリンク アグリゲーション グループを作成します。
詳細な手順については、VMware のマニュアルを参照してください。

ステップ 4

作成したデフォルト ポート グループを使用しなくなったら、削除できます。

Virtual Topology Forwarder のインストール
Cisco VTS GUI を使用して VTF をインストールできます。詳細については、「VMWare での VTF
のインストール, （23 ページ）」および「OpenStack での VTF のインストール, （24 ページ）」
を参照してください。
VTF をインストールする前に、IOS XRv VM をインストールして VTS に登録する必要がありま
す。IOS XRv VM は、コントロール プレーン VM です。
IOS XRv のインストールおよび登録には、次の操作が含まれます。
• IOS XRv VM の作成 , （19 ページ）
• IOS XRv の ISO の作成, （22 ページ）

IOS XRv VM の作成
IOS XRv VM は、仮想 VTEP トポロジの重要な部分です。IOS XRv VM にはネストされた VM が
含まれるため、IOS XRv でネスト機能を有効にする必要があります。
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RedHat でのネストされた VM の設定
この設定は、RedHat 7.1 OSP で確認されています。

ステップ 1

cat /sys/module/kvm_intel/parameters/nested を実行します。

ステップ 2

出力が N の場合、すべてのアクティブな VM をシャットダウンした後にネストされた KVM 機能を有効に
します。
echo "options kvm-intel nested=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/kvm-intel.conf
rmmod kvm_intel
modprobe kvm_intel

ステップ 3

cat /sys/module/kvm_intel/parameters/nested を実行して、Y が出力されることを確認します。

VMware でのネストされた VM の設定
この設定は、ESXI 5.5 ベースのホストで確認されています。

ステップ 1

IOS XRv VM を起動します。

ステップ 2

VMFS（VM がホストされているホスト ESXi OS の VM ファイル システム）を編集して VHV を有効にし
ます。

ステップ 3

ESXi ホストで、VM の VMX ファイルを検索します。
vim-cmd vmsvc/getallvms

ステップ 4

IOS XRv VM の VMX ファイルを検索した後、VHV フラグを有効にします。
vi /vmfs/volumes/5575f8e2-194cc001-df6a-885a92889f0a/XRVR2/XRNC.vmx
vhv.enable= "TRUE"

ステップ 5

VM の電源を入れます。

KVM ベースの IOS XRv VM の起動

ステップ 1

サンプル XML（XRNC.XML）を参照する IOS XRv VM XML を作成します。

ステップ 2

IOS XRv の ISO ファイルを生成します。「IOS XRv の ISO の作成, （22 ページ）」を参照してください。

ステップ 3

XML を使用して VM を作成します。
virsh create XRNC.xml
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vCenter ベースの IOS XRv VM の導入

ステップ 1

IOS XRv VM の ISO ファイルを生成します。「IOS XRv の ISO の作成, （22 ページ）」を参照してくださ
い。

ステップ 2

vSphere クライアントで、[File] > [Deploy OVF Template] を選択します。[Deploy OVF Template] ウィザード
が表示されます。

ステップ 3

ソースの場所から XRNC.ova を選択して、[Next] をクリックします。OVF テンプレートの詳細が表示され
ます。

ステップ 4

[Next] をクリックして、宛先を指定します。次の詳細を入力します。
• VM の名前
• VM が存在するフォルダまたはデータセンター

ステップ 5

[Next] をクリックしてストレージの場所を選択し、テンプレートのファイルを格納します。仮想ディスク
フォーマットと VM ストレージ ポリシーのデフォルト値を変更する必要はありません。

ステップ 6

[Next] をクリックして、ネットワークを設定します。最初のネットワークをアンダーレイ ネットワークと
して指定し、2 番目のネットワークを管理ネットワークとして指定します。

ステップ 7

[Next] をクリックします。設定の選択を確認します。

ステップ 8

[Finish] をクリックして、導入を開始します。

ステップ 9

導入が完了したら、VM の設定を編集します。データストア ISO ファイルを選択する CD/DVD ドライブ
を追加し、生成されてホストにアップロードされた XRNC.iso ファイルを示します。

ステップ 10 VM の電源を入れます。

セットアップ スクリプトの実行
IOS XRv でセットアップ スクリプトを実行して、設定を完了する必要があります。

IOS XRv に SSH を実行します。
• ハイ アベイラビリティ モードで実行しない場合は、次の例のようにセットアップ スクリプトを実行
します。
cisco@XRVR-DL1:~$ sudo /opt/cisco/package/sr/bin/setupXRNC_HA.sh 0.0.0.0

• HA モードで実行する場合、他の IOSXRv DL の IP アドレスを指定することによってセットアップ ス
クリプトを実行します。次に例を示します。
cisco@XRVR-DL1:~$ sudo /opt/cisco/package/sr/bin/setupXRNC_HA.sh 11.1.1.17
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IOS XRv の ISO の作成
IOS XRv の ISO ファイルを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

次のサンプルに基づいて、system.cfg ファイルを作成します。
（注）
設定ファイルにスペースや余分な文字がふくまれていないことを確認しま
す。
# This is a sample day0 configuration file
# Copyright (c) 2015 cisco Systems
# VTS Information
VTS_ADDRESS="172.29.128.12"
VTS_REGISTRATION_USERNAME="admin"
VTS_REGISTRATION_PASSWORD="Cisco123!"
# VTC/VTF Network Configuration
HOSTNAME="DL-XRVR"
NTP_SERVER="172.29.128.1"
NETWORK_CONFIG_METHOD="static"
#MGMT_NETWORK_CONFIG_METHOD="dhcp"
NETWORK_NAMESERVER_IP="172.29.128.1"
UNDERLAY_NETWORK_CONFIG_METHOD="static"
UNDERLAY_NETWORK_IP_ADDRESS="10.29.128.82"
UNDERLAY_NETWORK_IP_NETMASK="255.255.255.0"
#NETWORK_IP_NETMASK=24
#UNDERLAY_NETWORK_IP_GATEWAY="10.168.94.1"
MGMT_NETWORK_CONFIG_METHOD="static"
MGMT_NETWORK_IP_ADDRESS="172.29.128.44"
MGMT_NETWORK_IP_NETMASK="255.255.255.0"
MGMT_NETWORK_IP_GATEWAY="172.29.128.1"
# VTC/VTF Admin user/password hash
USERNAME='cisco'
# Generate with openssl passwd -1 -salt <salt> <password>
# cisco/cisco123
PASSWORD_HASH='$1$xxx$J3aa90XAPYg6HSNUUUD2o1'
# XRVR Specific Settings (VTC only)
XRVR_USERNAME="admin"
XRVR_PASSWORD="cisco123"
XRVR_STATIC_MGMT_IP="172.29.128.45/24"
XRVR_STATIC_UNDERLAY_IP="10.29.128.83/24"
XRVR_NAME=“XRVR1"

（注）

IOS XRv ログイン/パスワードは、admin/cisco123 にハードコードされま
す。
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ステップ 2

スクリプトが存在するのと同じパスで、IOS XRv の system.cfg ファイルをコピーします。次に例を示しま
す。
admin:/opt/cisco/package/vts/bin$ ls -l
total 1432
-rwxr-xr-x 1 vts-admin vts-admin
4767 Sep 29 16:40 build_vts_config_iso.sh
-rw-r--r-- 1 root
root
1242 Sep 29 23:54 system.cfg

ステップ 3

次に示すように ISO ファイルを作成します（root としてログインする必要があります）。
root:/opt/cisco/package/vts/bin# ./build_vts_config_iso.sh xrnc system.cfg
Validating input.
Generating ISO File.
Done!

ステップ 4

接続された ISO を使用して IOS XRv VM を生成します。

ステップ 5

VM の電源を入れます。

VMWare での VTF のインストール
[Host Inventory] ページの [Install Capabilities] ボタンを使用して、VTF をインストールできます。

ステップ 1

[Inventory] > [Host Inventory] に移動します。[Inventory]/[Host Inventory] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[+] をクリックしてホストを追加します。また、ホストを編集したりパラメータを変更して、物理的また
は仮想的な機能のインストールを有効にすることもできます。
• [+]（追加）をクリックすると、[Add Host] ポップアップが表示されます。次の詳細を入力します。
• 既存のホストを編集する場合は、ホストのタイプに応じて次のウィンドウが表示されます。
◦ Host Details：
• Host Name
• Host Type
• Host Interface
• Host IP Address
• Host Interface
• Device Port Name
• Capability：仮想スイッチかどうかを指定します。
• Username
• Password
◦ Common Parameters：ホスト機能が仮想スイッチの場合にのみ表示されます。
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◦ VTF IP：VTF の IP アドレス。
◦ Subnet Mask
◦ Gateway
◦ Tenant Bridge：VTF が接続されているブリッジングホスト上のテナント ネットワーク ポート グ
ループ/ブリッジの名前。
◦ Underlay Bridge：VTF が接続されているブリッジングホスト上のアンダーレイ ネットワーク ポー
ト グループ/ブリッジの名前。
◦ Datastore
◦ Username
◦ Password
エントリに関する重要情報のツールチップを必ず確認してください。
ステップ 3

[Install Capabilities] をクリックします。VTF がホストにインストールされます。
インストール ステータスについては、[Status] 列を参照してください。また、機能がインストールされる
と、VMM タイプも表示されます。

OpenStack での VTF のインストール
[Host Inventory] ページの [Install Capabilities] ボタンを使用して、VTF をインストールできます。

ステップ 1

[Inventory] > [Host Inventory] に移動します。[Inventory]/[Host Inventory] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[+] をクリックしてホストを追加します。また、ホストを編集したりパラメータを変更して、物理的また
は仮想的な機能のインストールを有効にすることもできます。
• [+]（追加）をクリックすると、[Add Host] ポップアップが表示されます。次の詳細を入力します。
• 既存のホストを編集する場合は、ホストのタイプに応じて次のウィンドウが表示されます。
◦ Host Details：
• Host Name
• Host Type
• Host Interface
• Host IP Address
• Host Interface
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• Device Port Name
• Capability：仮想スイッチかどうかを指定します。
• Username
• Password
◦ Common Parameters：ホスト機能が仮想スイッチの場合にのみ表示されます。
◦ VTF IP：VTF の IP アドレス。
◦ Subnet Mask
◦ Gateway
◦ Tenant Bridge：VTF が接続されているブリッジングホスト上のテナント ネットワーク ポート グ
ループ/ブリッジの名前。
◦ Underlay Bridge：VTF が接続されているブリッジングホスト上のアンダーレイ ネットワーク ポー
ト グループ/ブリッジの名前。
◦ Datastore
◦ Username
◦ Password
エントリに関する重要情報のツールチップを必ず確認してください。
ステップ 3

[Install Capabilities] をクリックします。VTF がホストにインストールされます。
インストール ステータスについては、[Status] 列を参照してください。また、機能がインストールされる
と、VMM タイプも表示されます。

VTS のインストールの確認
ここでは、VTS のインストールを確認する方法について説明します。
• VTC VM のインストールの確認, （26 ページ）
• IOS XRv VM のインストールの確認, （26 ページ）
• VTF VM のインストールの確認, （27 ページ）
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VTC VM のインストールの確認
VTC VM のインストールを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

VTC VM コンソールを使用して、作成したばかりの VTC VM にログインします。
• VMware 環境に VTC VM をインストールした場合は、VM コンソールを使用します。
• RedHat KVM ベースの OpenStack 環境に VTC VM をインストールした場合は、- telnet 0 <console-port>
になります（コンソール ポートは VTC.xml ファイルの Telnet ポートです）。

ステップ 2

管理ゲートウェイに ping を実行します。
ping が失敗する場合は、管理ネットワークに対する VM ネットワーキングを確認します。

ステップ 3

VTC VM CLI では、アンダーレイ ゲートウェイに ping を実行します。
ping が失敗する場合は、アンダーレイ ネットワークに対する VM ネットワーキングを確認します。
アンダーレイ ネットワーク ゲートウェイは、コントローラが接続されているリーフの IOSXRv
および VTF 用に作成されるスイッチ仮想インターフェイス（SVI）です。
数分後、次の URL で VTS UI に到達可能かどうか確認します。
https://<vts-management-ip>:8443/VTS
（注）

ステップ 4

IOS XRv VM のインストールの確認
ISO XRv VM のインストールを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

VTC VM コンソールを使用して IOS XRv VM にログインします。
• VMware 環境に VTC VM をインストールした場合は、VM コンソールを使用します。
• RedHat KVM ベースの OpenStack 環境に VTC VM をインストールした場合は、virt-manager または
VNC ベースのコンソール メソッドを使用して VM にログインします。以下を参照してください。
VTC VM のインストール：VNC を使用した手動設定, （13 ページ）

ステップ 2

アンダーレイ ゲートウェイ IP アドレスに ping を実行します。
ping が失敗する場合は、アンダーレイ ネットワーキングを確認します。

ステップ 3

VTC VM に ping を実行します。
ping が失敗する場合は、アンダーレイ ネットワーキングを確認します。

ステップ 4

ネストされた IOS XRvが起動しているかどうか確認します。そのためには、次のコマンドを実行します。
sudo telnet 0 5087
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o/p コマンドが失敗する場合は、IOSXRv が起動されるホストで、ネストされた仮想化がオンになっている
かどうか確認します。
また、別の Telnet セッションがこのセッションを使用していないかどうか確認します。
ステップ 5

仮想転送グループ（VFG）が VTS GUI で作成されていて、IOSXRv が VFG グループに含まれているかど
うか確認します。

ステップ 6

XRv シェルで、setup コマンドを実行します。
sudo /opt/cisco/package/sr/bin/setupXRNC_HA.sh 0.0.0.0

HA インストールの場合、0.0.0.0 は第 2 IOSXRv の IP アドレスで置き換えられます。

VTF VM のインストールの確認
VTF VM のインストールを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

VTC VM コンソールを使用して VTF VM にログインします。
• VMware 環境に VTC VM をインストールした場合は、VM コンソールを使用します。
• RedHat KVM ベースの OpenStack 環境に VTC VM をインストールした場合は、virt-manager または
VNC ベースのコンソール メソッドを使用して VM にログインします。以下を参照してください。
VTC VM のインストール：VNC を使用した手動設定, （13 ページ）

ステップ 2

アンダーレイ ゲートウェイ IP アドレスに ping を実行します。
ping が失敗する場合は、アンダーレイ ネットワーキングを確認します。

ステップ 3

VTC VM に ping を実行します。
ping が失敗する場合は、アンダーレイ ネットワーキングを確認します。

ステップ 4

VTF CLI が使用可能かどうか確認します。そのためには、次のコマンドを実行します。
sudo telnet 0 5002

o/p コマンドが失敗する場合は、次のコマンドを実行します。
sudo service vpfa restart

ステップ 5

VTS GUI で、VTF が VFG に属するかどうか確認します。
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ンストール
ハイ アベイラビリティ モードでの VTS のインストールの詳細については、次の項を参照してく
ださい。
• VTC VM および IOS XRv VM のインスタンス化 , 29 ページ
• VTC 環境の設定, 30 ページ
• VTC ハイ アベイラビリティの有効化, 32 ページ
• IOS XRv のハイ アベイラビリティの有効化, 34 ページ
• デフォルト パスワードの変更, 34 ページ
• VIP を使用するための OpenStack プラグインおよびホスト エージェント設定の変更, 35 ペー
ジ
• VTC ハイ アベイラビリティの確認, 36 ページ

VTC VM および IOS XRv VM のインスタンス化
2 台の VTC VM と 2 台の IOS XRv VM を生成します。IOS XRv の起動については、「IOS XRv の ISO の
作成, （22 ページ）」を参照してください。IOS XRv system.cfg ファイルの「VTS_ADDRESS」フィール
ドに、VTS VIP 用に予定しているアドレスを使用します。
各 VTC には、同一または別のブロードキャスト ドメインにある IOS XRv が必要です。2 つの VTC を異な
る L3 サブネットに存在させることができます。
（注）

各 IOS XRv には、32 GB のメモリと少なくとも 6 個の vcpu が必要で
す。
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最小でも、VTC に 4 つの IP アドレスが必要です（VTC1、VTC2、パブリック仮想 IP（VIP）、プライベー
ト VIP のそれぞれに 1 つずつ）。これらのアドレスに、IOS XRv や VTF などのプライベート ネットワー
ク上の他のデバイスから到達できます。

VTC 環境の設定
ハイ アベイラビリティ スクリプトを実行する前に、VTC 環境を設定する必要があります。

ステップ 1

両方の VTC で、/opt/cisco/package/vtc/bin/cluster.conf ファイルを編集します。
両方の VTC に cluster.conf ファイルと同じ情報が必要です。
ncs_port=8080
ncs_user=admin
ncs_pass=admin
vip_public=103.1.1.4
vip_private=11.1.1.20
private_network_interface=eth1
master_name=vtc1
master_ip=101.1.1.4
master_network_interface=eth0
slave_name=vtc2
slave_ip=102.1.1.4
slave_network_interface=eth0
###In the event that a network failure occurs evenly between the two routers,
###the cluster needs an outside ip to determine where the failure lies
###This can be any external ip such as your vmm ip or a dns but it is recommended to be a stable
ip in your environment
external_ip=172.20.100.40

###If you have your vtc's in different subnets, xrvr will need to be configured to route traffic
###and the below section needs to be filled in
###If you have the vtc's on the same subnet, the below section can be skipped
###Name of your vrf. Example:VTS_VIP
vrf_name=
###Ip of your first XRVR. Example: 11.1.1.5
xrvr1_mgmt_ip=
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###List of neighbors for XRv1, separated by comma.
xrvr1_bgp_neighbors=

Example: 11.1.1.1,11.1.1.2

###Ip of your first XRVR. Example: 12.1.1.5
xrvr2_mgmt_ip=
###List of neighbors for XRv2, separated by comma. Example: 12.1.1.1,12.1.1.2
xrvr2_bgp_neighbors=
####Credentials for Xrvr
xrvr_user=admin
xrvr_pass=cisco123
###Xrvr ASN information
remote_ASN=100
local_ASN=100
###Xrvr BGP information
bgp_keepalive=10
bgp_hold=30

• Xrvr セクションは、VTC1 および VTC2 を異なるサブネットで使用する予定の場合にのみ

（注）

入力する必要があります。それ以外の場合、このセクションは空欄のままにします。
• ncs_port は 8080 のままにします。スクリプトは VTC から実行し、ローカルホストを使用
します。そのため、HTTPS は必要ありません。
• master_name と slave_name は VTC ホスト名と同じである必要があります。
• master_network_interface と slave_network_interface は、実際の IP が存在する VTC1 および
VTC2 のインターフェイス名です。
• private_network_interface は、IOS XRv も有効になっているプライベート ネットワークの
VTC1 および VTC2 のセカンダリ インターフェイス名です。
• vip_private は、VTS マスターのプライベート インターフェイス用 VIP です。
ステップ 2

各フィールドに適した値で cluster.conf ファイルを変更した後、/opt/cisco/package/vtc/bin/modify_host_vtc.sh
スクリプトを実行します。これによって、次の操作が実行されます。
• /etc/hostname 下の VTC1 および VTC2 のホスト名を変更します。
cisco@vtc1:~$ more /etc/hostname
vtc1
cisco@vtc2:~$ more /etc/hostname
vtc2

• hostname コマンドを使用して、ホスト名を変更します。
• /etc/hosts の VTC1 および VTC2 のエントリを変更し、追加します。
（注）

/etc/hosts エントリは、VTC1 および VTC2 で同じではありません。127.0.1.1 のエントリは、
両方の VTC で異なります。
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VTC1：
127.0.0.1
127.0.1.1
101.1.1.4
102.1.1.4

localhost
vtc1
vtc1
vtc2

VTC2：
127.0.0.1
127.0.1.1
101.1.1.4
102.1.1.4

localhost
vtc2
vtc1
vtc2

VTC ハイ アベイラビリティの有効化
両方の VTC で、クラスタ インストーラ スクリプト /opt/cisco/package/vtc/bin/cluster_install.sh を実
行して、ハイ アベイラビリティを有効にする必要があります。

（注）

ステップ 1

スクリプトを実行する前に、前述のセクションを確認し、それぞれにリストされたタスクを実
行したことを確認します。

VTC1 と VTC2 の両方で、クラスタ インストーラ スクリプト /opt/cisco/package/vtc/bin/cluster_install.sh を実
行します。
$ cd /opt/cisco/package/vtc/bin
$ sudo ./cluster_install.sh

cluster_install.sh を実行したときの出力は、次のようになります。
rm -rf

../load-dir/*

rm -f ../*jar/*.jar
cd java && ant -q clean || true

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 0 seconds
rm -f java/src/com/tailf/ns/tcm/namespaces/*.java
mkdir -p ../load-dir
mkdir -p

java/src/com/tailf/ns/tcm/namespaces
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/opt/ncs/current/bin/ncsc

`ls tcm-ann.yang

> /dev/null 2>&1 && echo "-a tcm-ann.yang"` \

--yangpath ./yang -c -o ../load-dir/tcm.fxs yang/tcm.yang
/opt/ncs/current/bin/ncsc --java-disable-prefix --exclude-enums --fail-on-warnings --java-package
com.tailf.ns.tcm.namespaces --emit-java java/src/com/tailf/ns/tcm/namespaces/tcm.java
../load-dir/tcm.fxs
cd java && ant -q all

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
Change made to ncs.conf file. Need to restart ncs
Stopping ncs: .
Starting ncs: .
Adding system startup for /etc/init.d/pacemaker ...
/etc/rc0.d/K20pacemaker -> ../init.d/pacemaker
/etc/rc1.d/K20pacemaker -> ../init.d/pacemaker
/etc/rc6.d/K20pacemaker -> ../init.d/pacemaker
/etc/rc2.d/S20pacemaker -> ../init.d/pacemaker
/etc/rc3.d/S20pacemaker -> ../init.d/pacemaker
/etc/rc4.d/S20pacemaker -> ../init.d/pacemaker
/etc/rc5.d/S20pacemaker -> ../init.d/pacemaker
System start/stop links for /etc/init.d/corosync already exist.
* Stopping corosync daemon corosync
[ OK ]
Pacemaker Cluster Manager is already stopped[

OK

]

* Starting corosync daemon corosync
Apr 10 21:08:48 notice
provide service.

[MAIN

Apr 10 21:08:48 info

] Corosync built-in features: dbus testagents rdma watchdog augeas

[MAIN

] Corosync Cluster Engine ('2.3.3'): started and ready to
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pie relro bindnow

[ OK ]
Starting Pacemaker Cluster Manager: [

OK

]

Starting Pacemaker Cluster Manager: [

OK

]

HA cluster is installed

（注）

次の手順は、マスター VTC でのみ実行する必要があり、スレーブ VTC では実行しません。次
の手順は、複数回実行しないでください。
このスクリプトを実行する前に、マスター VTC が /opt/cisco/package/vtc/bin/cluster.conf ファイル
に指定された IP アドレスを使用して XRv1 と XRv2 の両方に Telnet を実行できることを確認し
ます。

ステップ 2

マスター VTC で、/opt/cisco/package/vtc/bin/master_node_install.sh を実行します。
master_node_install スクリプトが終了したら、「ip addr」を使用してパブリック VIP とプライベート VIP
の両方を確認できます。これで、VIP が起動し、両方の IOS XRvs の自動登録が自動的に完了します。

IOS XRv のハイ アベイラビリティの有効化
IOS XRv HA を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

SSH を介して各 IOS XRv に接続して、/opt/cisco/package/sr/bin に移動します。

ステップ 2

setupXRNC_HA.sh DL_IP を実行します。ここで、DL_IP はクラスタ内の他の IOS XRv の IP パスワードで
す。

デフォルト パスワードの変更
前述のスクリプトを実行した後に VTS GUI から VTC パスワードを変更する場合、このスクリプ
トを実行して、新しいパスワードで HA を更新する必要があります。
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両方の VTC で次の手順を実行する必要があります。

ステップ 1

両方の VTC で「/opt/cisco/package/vtc/bin/cluster.conf」を変更し、VTS GUI に入力した新しいパスワードで
変数「ncs_user」の値を変更します。
ncs_port=8080
ncs_user=admin
ncs_pass=<New Password>

ステップ 2

両方の VTC で、パスワード変更スクリプト「/opt/cisco/package/vtc/bin/change_ha_password.sh」を実行しま
す。

VIP を使用するための OpenStack プラグインおよびホスト
エージェント設定の変更
ステップ 1

OpenStack コントローラの /etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini and /etc/neutron/plugin.ini
ファイルを変更します。
• 仮想 IP を使用して、VTC を示すように URL を変更します。
次のファイルを編集します。
/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini
/etc/neutron/plugin.ini

各ファイルの次のセクションを編集します。
[ml2_ncs]
url = https://<Virtual IP>:8888/api/running/openstack

ステップ 2

Neutron サーバ サービスと Neutron VTS エージェント サービスを再起動します。
service neutron-server restart
service neutron-vts-agent restart

ステップ 3

/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini ファイルのすべての計算ノードに対して、同じ設定変
更を行います。
[ml2_ncs]
url = https://<Virtual IP>:8888/api/running/openstack

ステップ 4

Neutron VTS エージェント サービスを再起動します。
service neutron-vts-agent restart

（注）

Cisco VTS プラグインおよび VTS ホスト エージェントのパスワードおよび VIP の変更は、ホス
ト エージェント インストーラを使用して実行することもできます。
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VTC ハイ アベイラビリティの確認
安定した HA クラスタの場合：
• Corosync と Pacemaker が実行されている必要があります。
• Pacemaker レイヤ に VTC マスター/スレーブが必要です。
• NCS マスター/スレーブが必要で（NCS レイヤ）、Pacemaker のステータスと一致している必
要があります。
• VTC マスターに 仮想 IP が存在している必要があります。
HA クラスタが安定しているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

Corosync が実行されているかどうか確認します。service corosync status コマンドを実行します（root 権限
で実行します）。
$ sudo service corosync status
* corosync is running

ステップ 2

Pacemaker が実行されているかどうか確認します。service pacemaker status コマンドを実行します（root 権
限で実行します）。
$ sudo service pacemaker status
pacemakerd (pid 10316) is running...

ステップ 3

corosync/pacemaker レイヤの HA ステータスを確認します。sudo crm_mon -1 コマンドを実行します。
• 両方の VTC がオンラインであることを確認します。
• 片方の VTC がマスターで、もう片方がスレーブであることを確認します。
出力例は次のとおりです。
$ sudo crm_mon -1
Last updated: Wed Apr
Last change: Wed Apr

1 22:53:37 2015
1 19:56:02 2015 via cibadmin on vtc1

Stack: corosync
Current DC: vtc2 (1711341828) - partition with quorum
Version: 1.1.10-42f2063
2 Nodes configured
3 Resources configured
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Online: [ vtc1 vtc2 ]

ClusterIP (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started vtc1
Master/Slave Set: ms_vtc_ha [vtc_ha]
Masters: [ vtc1 ]
Slaves: [ vtc2 ]

ステップ 4

NCS レベルの HA ステータスを確認します。show ha-cluster コマンドを実行します。
出力例は次のとおりです。
admin@ncs> show ha-cluster
NAME

STATUS

-------------vtc1

master

vtc2

slave

[ok][2015-04-01 22:56:16]

ステップ 5

仮想 IP がマスター VTC に割り当てられているかどうか確認します。ip addr コマンドを実行します。
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ハイ アベイラビリティ モードでの VTS のインストール
VTC ハイ アベイラビリティの確認
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インストール後のタスク
Cisco VTS のインストール後に実行する必要があるタスクの詳細については、Cisco Virtual Topology
System 2.1 ユーザ ガイドの「Cisco Virtual Topology System の開始」の章を参照してください。
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インストール後のタスク
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サンプル XML ファイル
ここでは、サンプル XML ファイルを提供します。
• サンプル XML ファイル：VTC のインストール, 41 ページ
• サンプル XML ファイル：IOS XRv のインストール, 43 ページ

サンプル XML ファイル：VTC のインストール
<domain type='kvm' id='1332'>
<name>VTC-release2.1</name>
<uuid>5789b2bb-df35-4154-a1d3-e38cefc856a3</uuid>
<memory unit='KiB'>16389120</memory>
<currentMemory unit='KiB'>16388608</currentMemory>
<vcpu placement='static'>8</vcpu>
<resource>
<partition>/machine</partition>
</resource>
<os>
<type arch='x86_64' machine='pc-i440fx-rhel7.0.0'>hvm</type>
<boot dev='hd'/>
</os>
<features>
<acpi/>
<apic/>
<pae/>
</features>
<cpu mode='custom' match='exact'>
<model fallback='allow'>Westmere</model>
<feature policy='require' name='vmx'/>
</cpu>
<clock offset='utc'/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>restart</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
<disk type='file' device='disk'>
<driver name='qemu' type='qcow2' cache='none'/>
<source file='/home/cisco/VTS2.1/vtc.qcow2'/>
<target dev='vda' bus='virtio'/>
<alias name='virtio-disk0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/>
</disk>
<controller type='usb' index='0'>
<alias name='usb0'/>
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<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x2'/>
</controller>
<controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
<alias name='pci.0'/>
</controller>
<controller type='virtio-serial' index='0'>
<alias name='virtio-serial0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/>
</controller>
<interface type='bridge'>
<mac address='52:54:00:5b:12:3a'/>
<source bridge='br-ex'/>
<virtualport type='openvswitch'>
<parameters interfaceid='263c1aa6-8f7d-46f0-b0a3-bdbdad40fe41'/>
</virtualport>
<target dev='vnet0'/>
<model type='virtio'/>
<alias name='net0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
</interface>
<interface type='bridge'>
<mac address='52:54:00:8d:75:75'/>
<source bridge='br-control'/>
<virtualport type='openvswitch'>
<parameters interfaceid='d0b0020d-7898-419e-93c8-15dd7a08eebd'/>
</virtualport>
<target dev='vnet1'/>
<model type='virtio'/>
<alias name='net1'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x0b' function='0x0'/>
</interface>
<serial type='tcp'>
<source mode='bind' host='127.0.0.1' service='4888'/>
<protocol type='telnet'/>
<target port='0'/>
<alias name='serial0'/>
</serial>
<console type='tcp'>
<source mode='bind' host='127.0.0.1' service='4888'/>
<protocol type='telnet'/>
<target type='serial' port='0'/>
<alias name='serial0'/>
</console>
<channel type='spicevmc'>
<target type='virtio' name='com.redhat.spice.0'/>
<alias name='channel0'/>
<address type='virtio-serial' controller='0' bus='0' port='1'/>
</channel>
<input type='mouse' bus='ps2'/>
<graphics type='spice' port='5900' autoport='yes' listen='127.0.0.1'>
<listen type='address' address='127.0.0.1'/>
</graphics>
<sound model='ich6'>
<alias name='sound0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
</sound>
<video>
<model type='qxl' ram='65536' vram='65536' heads='1'/>
<alias name='video0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
</video>
<memballoon model='virtio'>
<alias name='balloon0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0'/>
</memballoon>
</devices>
<seclabel type='dynamic' model='selinux' relabel='yes'>
<label>system_u:system_r:svirt_t:s0:c26,c784</label>
<imagelabel>system_u:object_r:svirt_image_t:s0:c26,c784</imagelabel>
</seclabel>
</domain>
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サンプル XML ファイル：IOS XRv のインストール
<domain type='kvm' id='1334'>
<name>XRVR</name>
<uuid>cdddbfdd-9b0a-4276-8ded-7d03c329d781</uuid>
<memory unit='KiB'>32389120</memory>
<currentMemory unit='KiB'>32388608</currentMemory>
<vcpu placement='static'>6</vcpu>
<resource>
<partition>/machine</partition>
</resource>
<os>
<type arch='x86_64' machine='pc-i440fx-rhel7.0.0'>hvm</type>
<boot dev='hd'/>
</os>
<features>
<acpi/>
<apic/>
<pae/>
</features>
<cpu mode='custom' match='exact'>
<model fallback='allow'>Westmere</model>
<feature policy='require' name='vmx'/>
</cpu>
<clock offset='utc'/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>restart</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
<disk type='file' device='disk'>
<driver name='qemu' type='qcow2' cache='none'/>
<source file='/home/cisco/xrnc.qcow2'/>
<target dev='vda' bus='virtio'/>
<alias name='virtio-disk0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/>
</disk>
<disk type='file' device='cdrom'>
<driver name='qemu' type='raw'/>
<source file='/home/cisco/xrnc_cfg.iso'/>
<target dev='hdc' bus='ide'/>
<readonly/>
<alias name='ide0-1-0'/>
<address type='drive' controller='0' bus='1' target='0' unit='0'/>
</disk>
<controller type='usb' index='0'>
<alias name='usb0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x2'/>
</controller>
<controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
<alias name='pci.0'/>
</controller>
<controller type='virtio-serial' index='0'>
<alias name='virtio-serial0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/>
</controller>
<controller type='ide' index='0'>
<alias name='ide0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x1'/>
</controller>
<interface type='bridge'>
<source bridge='br-ex'/>
<virtualport type='openvswitch'>
</virtualport>
<model type='virtio'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x0c' function='0x0'/>
</interface>
<interface type='bridge'>
<source bridge='br-inst'/>
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<virtualport type='openvswitch'>
</virtualport>
<model type='virtio'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
</interface>
<serial type='tcp'>
<source mode='bind' host='127.0.0.1' service='9005'/>
<protocol type='telnet'/>
<target port='0'/>
<alias name='serial0'/>
</serial>
<console type='tcp'>
<source mode='bind' host='127.0.0.1' service='9005'/>
<protocol type='telnet'/>
<target type='serial' port='0'/>
<alias name='serial0'/>
</console>
<channel type='spicevmc'>
<target type='virtio' name='com.redhat.spice.0'/>
<alias name='channel0'/>
<address type='virtio-serial' controller='0' bus='0' port='1'/>
</channel>
<input type='mouse' bus='ps2'/>
<graphics type='vnc' port='5901' autoport='yes' listen='127.0.0.1'>
<listen type='address' address='127.0.0.1'/>
</graphics>
<sound model='ich6'>
<alias name='sound0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
</sound>
<video>
<model type='vga' vram='16384' heads='1'/>
<alias name='video0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
</video>
<memballoon model='virtio'>
<alias name='balloon0'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0'/>
</memballoon>
</devices>
<seclabel type='dynamic' model='selinux' relabel='yes'>
<label>system_u:system_r:svirt_t:s0:c197,c493</label>
<imagelabel>system_u:object_r:svirt_image_t:s0:c197,c493</imagelabel>
</seclabel>
</domain>
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