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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, vii ページ

• 表記法, vii ページ

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

• マニュアルに関するフィードバック, ix 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, ix ページ

対象読者
このガイドは、次の 1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。

•仮想マシンのインストールと管理

•サーバ管理

•スイッチおよびネットワークの管理

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
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説明表記法

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]

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。

明朝

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。

!、#
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このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

安全上の重要な注意事項

危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い

作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。警

告の各国語版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「TranslatedSafetyWarnings」を参照
してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

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

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、nexusopenflow-docfeedback@cisco.com.へご連絡ください。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、次から入手できます。 http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『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

OpenFlow 用 Cisco プラグイン

この章の内容は、次のとおりです。

• OpenFlow用 Ciscoプラグイン, 1 ページ

OpenFlow 用 Cisco プラグイン
OpenFlow用 Ciscoプラグイン Release 1.3では、ネットワークの適切な管理を提供して、よりオー
プンでプログラム可能であり、アプリケーションへの適応力を持つものにし、Open Networking
Foundation（ONF）標準化団体によって定義された次の仕様をサポートします。

• OpenFlow Switch Specification Version 1.0.1（Wire Protocol 0x01）（OpenFlow 1.0と表記）

• OpenFlow Switch Specification Version 1.3.0（Wire Protocol 0x04）（OpenFlow 1.3と表記）

OpenFlow 用 Cisco プラグインの前提条件
• OpenFlow用 Ciscoプラグインのインストールをサポートするシスコデバイスおよび対応す
るオペレーティングシステム。

互換性マトリックスは、Ciscoアプリケーションごとに提供されます。OpenFlow
用 Ciscoプラグインなど、特定のアプリケーションに必要な機能およびイン
フラストラクチャをサポートするオペレーティングシステムリリースについ

ては、このマトリックスを参照してください。

（注）

•デバイスのオペレーティングシステムと互換性があり、デバイスに接続されたFTPサーバか
らダウンロードされた Open Virtual Application（OVA）パッケージ。

•接続されたサーバにインストールされているコントローラ。
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表 1：コントローラのサポート

サポートされるコントローラOpenFlow のバージョン

Cisco Nexus Data Broker（NDB）、POX、ま
たは Ixiaコントローラ。

OpenFlow 1.0

Ixiaまたは OpenDaylightOpenFlow 1.3

• OpenFlow用 Ciscoプラグインのインストールおよび導入に必要な、デバイス上の使用可能
なディスクストレージ。推奨ディスク領域は 360 MBです。

OpenFlow 用 Cisco プラグインの制約事項
• OpenFlowは次のプラットフォームでサポートされています。

◦ Cisco Nexus 9300シリーズ

◦ Cisco Nexus 3000シリーズ

◦ Cisco Nexus 31128PQ

• OpenFlowは次のプラットフォームではサポートされていません。

◦ Cisco Nexus 9500シリーズ

◦ Cisco Nexus 3164Q

• Nexus 9000および Nexus 3000プラットフォームは、純粋なレイヤ 2転送で OpenFlowをサ
ポートしています。

• OpenFlowスイッチ用に指定されたすべてのポートはレイヤ 2物理インターフェイスまたは
ポートチャネルである必要があります。このためには、このインターフェイスをトランク

ポートとして設定する必要があります。

•レイヤ 3インターフェイスおよび SVIインターフェイスは OpenFlowポート（「of-ports」）
として設定できません。

• OpenFlowハイブリッドモデルがサポートされます。OpenFlow論理スイッチ用に設定された
VLANは通常のスイッチインターフェイスとオーバーラップすることはできません。

• OFポートとしても設定されているレイヤ 2ポート上の PACLはサポートされません。

•ファブリックエクステンダ（FEX）はサポートされません。

•次のモジュールのポートで構成されているポートチャネルはサポートされません。

◦ N9K-M12PQ

◦ N9K-C9372PX 40gポート
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◦ N9K-C9372TX 40gポート

◦ N9K-C9332PQポート 13、14、27～ 32

• N3K-C3164Q-40GEはサポートされません。

• OpenFlow用 Ciscoプラグインでは OpenFlow 1.3および OpenFlow 1.0機能のサブセットのみ
をサポートします。詳細については、OpenFlow用 Ciscoプラグイン機能のサポート, （4
ページ）を参照してください。

•複数のOpenFlow用Ciscoプラグイン論理スイッチを設定することはできません。論理スイッ
チ IDの値は 1になっています。

• OpenFlowハイブリッドモデル（Ships-In-Night）はサポートされています。OpenFlow用Cisco
プラグイン論理スイッチポート用に設定された VLANは通常のデバイスインターフェイス
とオーバーラップすることはできません。

• OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチポートはトランクポート以外のモードで設定し
ないでください。

•ブリッジドメイン、仮想 LAN、および Virtual Routing and Forwarding（VRF）インターフェ
イスは OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチに設定できません。設定できるのは、レ
イヤ 2物理インターフェイスまたはポートチャネルインターフェイスだけです。

•すべてのポートでのVLANの合計数が 32000を超えることはできません。たとえば、ポート
あたり 512個の VLANを設定している場合、62個（32000/512）を超えるポートは設定でき
ません。ポートあたり 4000個の VLANを設定している場合、8個（32000/4000）を超える
ポートは設定できません。

• Per-VLAN Spanning Tree+（PVST+）モードでは、512個を超える VLANを設定できません。

• IPv6アドレスのフィールドとポートを使用するフローのマッチングはサポートされません。
IPv6アドレスを使用したコントローラへの接続はサポートされません。IPv6 EtherTypeはサ
ポートされています。

• Cisco IOS In-Service Software Upgrade（ISSU）は OpenFlow用 Ciscoプラグインではサポート
されません。

• MIBおよび XMLはサポートされません。

• Cisco Nexus 3000シリーズスイッチの ACLテーブルには 1400を超えるMACフローを設定
できません。ただし、12タプルの一致用に倍幅 TCAMカービング設定を持つ Cisco Nexus
3000シリーズスイッチの場合は、700を超える ACLフローを設定できません。

Cisco Nexus 3172では、通常は最大 3000個の ACLフローを設定でき、倍幅 TCAMカービン
グ設定では最大 1500個の ACLフローを設定できます。Cisco Nexus 3548の場合、最大 4095
個の ACL FIBフローを設定できます。

• Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのMAC転送テーブルでは 32,000個を超えるフローを設
定できません。

• Cisco Nexus 3000シリーズプラットフォームでは、MAC転送テーブルの大きさは 16,000フ
ロー以下であることが確認されます。
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• selfIpのコントロールプレーンポリシングが Cisco Nexus 3000シリーズスイッチで有効であ
ることを確認するために、QoS領域では TCAMカービングがゼロ以外である必要がありま
す。

•スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を介したコントローラへの到達可能性はサポートさ
れません。

• OpenFlow用 Ciscoプラグインが非アクティブまたは実行されていない場合は、OpenFlow用
Ciscoプラグインのポートとしてインターフェイスを追加することも削除することもできま
せん。

• OpenFlow 1.0とOpenFlow 1.3のコントローラに同時に接続することはできません。すべての
コントローラで、同じバージョンをサポートする必要があります。

•フローの最小アイドルタイムアウトは 120秒である必要があります。

• LACPポートチャネルは OpenFlowではサポートされません。先行リリースにダウングレー
ドする前に、OpenFlow関連の設定をすべて削除し、OVA仮想サービスをアンインストール
します。

OpenFlow 用 Cisco プラグインの詳細

OpenFlow 用 Cisco プラグイン機能のサポート
次に、OpenFlow用 Ciscoプラグインでサポートされる OpenFlow 1.3および OpenFlow 1.0機能の
サブセットを示します。

追加の注意事項サポートされる機能

OpenFlow用 Ciscoプラグインポートと通常の
インターフェイス間でトラフィックが通過でき

る OpenFlowハイブリッドモデル（統合）はサ
ポートされません。両方のタイプのポートがパ

ケットを送受信できます。

VLANは OpenFlow用 Ciscoプラグイ
ン上のVLANが通常のデバイスイン
ターフェイス上の VLANと重複しな
いように設定する必要があります。

（注）

OpenFlowハイブリッド（Ships-In-Night）モデ
ルは OpenFlowパケット形式を使用してサポー
トされます

•ブリッジドメイン、仮想 LAN、および
Virtual Routing and Forwarding（VRF）のイ
ンターフェイスはサポートされません。

• OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッ
チポートにできるのはL2インターフェイ
スのみです。

OpenFlow用Ciscoプラグイン論理スイッチポー
トとしてのポートチャネルと物理インターフェ

イスの設定
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追加の注意事項サポートされる機能

すべてのポートでのVLANの合計数が32000を
超えることはできません。

サポートされる最大 VLAN範囲は 4000です。
OpenFlow用 Ciscoプラグインデバイスにこの
ようなポートを 8個設定できます。

サポートされる推奨 VLAN範囲は 512です。
OpenFlow用 Ciscoプラグインデバイスにこの
ようなポートを 62個設定できます。

512を超えるVLAN範囲は、Per-VLANSpanning
Tree+（PVST+）モードではサポートされませ
ん。

OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチの
各ポートの VLAN設定

•パイプラインは論理スイッチでは必須で
す。

•論理スイッチは 2つのパイプラインをサ
ポートします。L3 ACL転送テーブルを使
用するパイプラインと、L3 ACL転送テー
ブルとL2MAC転送テーブルの両方を使用
するパイプラインです。

◦パイプライン 201はL3ACL転送テー
ブルをサポートします。

◦パイプライン 202はL3ACL転送テー
ブルとL2MAC転送テーブルをサポー
トします。両方のテーブルの必須の

一致およびアクションは、すべての

設定済みフローで指定する必要があ

ります。

◦ Nexus 3500シリーズスイッチでのみ
サポートされるパイプライン 203は
L3ACL転送テーブルをサポートしま
す。

OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチの
パイプライン

OpenFlow 用 Cisco プラグイン構成ガイド 1.3    
5

OpenFlow 用 Cisco プラグイン
OpenFlow 用 Cisco プラグインの詳細



追加の注意事項サポートされる機能

L3 ACL転送テーブル（一致基準）
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追加の注意事項サポートされる機能

サポートされる一致基準は次のとおりです。

•イーサネットの種類

• Ethertype
CiscoNexus 3000シリーズスイッ
チでは、倍幅インターフェイス

（注）

ACL用にTCAMのサイズが設定
されている場合は、ワイルドカー

ド一致基準として、[Ethertype]
フィールドを使用できます。

•イーサネットMAC宛先（Nexus 3000およ
び 3500シリーズスイッチでのみサポー
ト）

パイプライン 202の各テーブル
でフィールドセットを一意に保

（注）

つために、Cisco Nexus 3000にパ
イプライン 202を使用する場合
は、ACLテーブルで宛先MAC
アドレスでの一致はサポートさ

れません。

•イーサネットMAC送信元（Nexus 3000お
よび 3500シリーズスイッチでのみサポー
ト）

CiscoNexus 3000シリーズスイッ
チでは OpenFlowの 12タプルの

（注）

一致をサポートします。送信元

と宛先のMACアドレスの追加の
一致基準に対応するために、

Nexus 3000スイッチでは、新し
い TCAMリージョン ifacl
double-wideをサポートします。
これは倍幅インターフェイス

ACLです。

• VLAN ID（IPv4パケットのみ）

• VLANのプライオリティ（EtherType値
0x0800（IP）のみでサポート）

Cisco Nexus 3548および 3548-X
ではサポートされません。

（注）

• IPv4発信元アドレス（EtherType値 0x0800
（IP）のみでサポート）
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追加の注意事項サポートされる機能

IPv4宛先アドレス（EtherType値 0x0800
（IP）のみでサポート）

•

• IP DSCP（EtherType値 0x0800（IP）のみ
でサポート）

• IPプロトコル（EtherType値 0x0800（IP）
のみでサポート）

•レイヤ 4送信元ポート（EtherType値
0x0800（IP）のみでサポート）

•レイヤ 4宛先ポート（EtherType値 0x0800
（IP）のみでサポート）
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追加の注意事項サポートされる機能

サポートされるアクション基準は次のとおりで

す。

•単一ポートへの出力

•指定したインターフェイスへの出力

•コントローラへの出力（OpenFlowPacket-In
メッセージ）

•送信元MACアドレス（SMAC）の書き換
え

◦ Nexus 5000シリーズではサポートさ
れません。

◦ EtherType値 0x0800（IP）のみでサ
ポートされます。

•宛先MACアドレス（DMAC）の書き換え

◦ Nexus 5000シリーズではサポートさ
れません。

◦ EtherType値 0x0800（IP）のみでサ
ポートされます。

• VLAN IDの書き換え

◦ Nexus 5000シリーズではサポートさ
れません。

◦ EtherType値 0x0800（IP）のみでサ
ポートされます。

• strip VLAN（EtherType値 0x0800（IP）の
みでサポート）

CiscoNexus 3548での strip VLAN
のサポートは、NX-OSソフト
ウェアリリース 6.0(2)A6(3)から
開始されます。

（注）

•ドロップ

書き換え DMACおよび書き換え
SMACのアクションは一緒に指定す
る必要があります。

（注）

L3 ACL転送テーブル（アクション基準）
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追加の注意事項サポートされる機能

一致基準：

•宛先MACアドレス（必須）

• VLAN ID（必須）

アクション基準：

• 1ポートへの出力

•ドロップ

• punt-to-controller

L2 MAC転送テーブル

フローと一致しないすべてのパケットはデフォ

ルトでドロップされます。設定により、一致し

ないパケットをコントローラに送信できます。

デフォルトの転送ルール

「modify state」と「queue config」のメッセージ
タイプはサポートされません。その他のすべて

のメッセージタイプがサポートされています。

OpenFlow 1.3メッセージタイプ

Transport Layer Security（TLS）は、コントロー
ラへの接続でサポートされます。

最大 8台のコントローラへの接続
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追加の注意事項サポートされる機能

複数のアクションがフローに関連付けられてい

る場合は、指定した順序で処理されます。出力

アクションは、アクションリストの最後のアク

ションである必要があります。出力アクション

の後のアクションはサポートされておらず、フ

ローが失敗してコントローラにエラーを返すお

それがあります。

コントローラに定義するフローは、次のガイド

ラインに従う必要があります。

•フローに指定できる出力アクションは最大
16個です。

•フローでは全体の最後のアクションとして
出力アクションが必要です。

•フローでは、互いを上書きする複数の書き
換えアクションを持つことはできません。

たとえば、set VLAN後の strip VLANや複
数の set VLANです。

CiscoNexus 3548での strip VLAN
および setVLANのサポートは、
NX-OSソフトウェアリリース
6.0(2)A6(3)から開始されます。

（注）

•フローは、他のポートへの出力アクション
または VLAN書き換えアクションと組み
合わせてコントローラへの出力アクション

を持つことはできません。

•サポートされていないアクションを含むフ
ローは拒否されます。

複数のアクション

テーブル単位：アクティブエントリ数、パケッ

ト検索数、パケット一致数。

フロー単位：受信パケット数。

ポート単位：受信/送信されたパケット数、バイ
ト数、ドロップ数、エラー数。

サポートされているカウンタ
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OpenFlow について
OpenFlow Switch Specification Version 1.0.1（Wire Protocol 0x01）（OpenFlow 1.0と表記）および
OpenFlow Switch Specification Version 1.3.0（Wire Protocol 0x04）（OpenFlow 1.3と表記）は、イー
サネットスイッチの概念に基づいており、内部フローテーブルおよび標準化されたインターフェ

イスを装備しているため、デバイスのトラフィックフローの追加または削除が可能です。OpenFlow
1.3は、OpenFlow用 Ciscoプラグインとコントローラ間の通信チャネルを定義します。

OpenFlow用 Ciscoプラグイン1.1.5は、OpenFlow用 Ciscoプラグイン Release 1.1.5を示します。

コントローラとして使用できるのは Cisco Nexus Data Broker（NDB）か、OpenFlow 1.3と互換性
のある任意のコントローラです。

OpenFlowネットワークでは、OpenFlow用 Ciscoプラグインはデバイス上にあり、コントローラ
はサーバ上にあってデバイスの外部にあります。フロー管理およびすべてのネットワーク管理は

コントローラに含まれているか、コントローラを通じて実施します。フロー管理には、フローの

追加、変更、または削除と、OpenFlowエラーメッセージの処理が含まれます。

次の図は、OpenFlowネットワークの概要について説明します。

図 1：OpenFlow の概要

OpenFlow 用 Cisco プラグインの動作
OpenFlow用 Ciscoプラグインでは、OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチ用にコントロー
ラへの OpenFlowベースの TCP/IP接続を作成します。OpenFlow用 Ciscoプラグインでは、設定
された論理スイッチ、OpenFlow対応インターフェイス、およびフロー用のデータベースを作成し
ます。論理スイッチのデータベースには、コントローラに接続するために必要なすべての情報が

含まれています。インターフェイスのデータベースには、論理スイッチに関連付けられたOpenFlow
対応インターフェイスのリストが格納されており、フローのデータベースには、論理スイッチ上

のフローおよび転送されるトラフィックにプログラミングされるインターフェイス用のフローの

リストが格納されています。

OpenFlow コントローラの操作
OpenFlowコントローラ（「コントローラ」と表記）はスイッチを制御し、OpenFlow用 Ciscoプ
ラグイン論理スイッチを通過する OpenFlow 1.3と 1.0の一致とアクションの基準のサブセットを
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含むフローを挿入します。OpenFlow用 Ciscoプラグインでは、他のアクションを含む OpenFlow
のすべてのメッセージを拒否します。

OpenFlow 用 Cisco プラグインおよび仮想サービスコンテナ
OpenFlow用 Ciscoプラグインはデバイスのオペレーティングシステムレベルの仮想サービスコ
ンテナ内で実行されます。OpenFlow用 Ciscoプラグイン仮想サービスコンテナは、Open Virtual
Application（OVA）ファイルパッケージ（.ova）で提供されます。OVAパッケージは、CLIを介
してデバイスにインストールされ、有効にされます。

OFA の解放
仮想サービスを非アクティブ化してアンインストールする前にOFAを設定解除する必要がありま
す。これを行わないと、インターフェイスの OpenFlow設定の一部が OFA解放後も保持されるこ
とになります。

OpenFlow 用 Cisco プラグインの設定方法
ここでは、次のような必須の作業およびオプションの作業について説明します。以下のすべての

タスクは、OpenFlow用 Ciscoプラグインの前提条件, （1ページ）に示す前提条件を満たす必要
があります。

•物理デバイスパラメータの設定, （13ページ）

•コントローラへのルートの指定, （19ページ）

• OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチのインターフェイスの設定, （22ページ）

• OpenFlow用 Ciscoプラグインのインストールとアクティブ化, （25ページ）

• OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチの設定 , （26ページ）（任意）

• OpenFlow用 Ciscoプラグインの確認, （32ページ）

物理デバイスパラメータの設定

•コントローラに送信されるパケットのコントロールプレーンポリシングの設定, （18ペー
ジ）（任意）
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OpenFlow 用 Cisco プラグインのハードウェアサポートの有効化

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

OpenFlow用 Ciscoプラグイン用のリソースを
割り当てます。

デバイスに応じて、次のいずれか

のコマンドを入力します。

ステップ 3   

hardware profile forwarding-mode
openflow-hybridコマンドは、CiscoNexus 3548
スイッチおよび 3548-Xスイッチ専用です。

• hardware profile openflow

• hardware profile
forwarding-mode
openflow-hybrid

例：
Device(config)# hardware profile
openflow

例：
Device(config)# hardware profile
forwarding-mode openflow-hybrid

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 4   

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

レーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

デバイスハードウェアの仮想サービスコンテ

ナのサポートを開始できるように、デバイス

reload

例：
Device# reload

ステップ 6   

のオペレーティングシステムをリロードしま

す。
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次の作業

フローエントリの数を設定します。

フローエントリの数の調整（Nexus 3000 シリーズおよび Nexus 3100 シリーズ）

この作業を実施して L3フローエントリの数を調整できます。デフォルトでは、384個のフロー
エントリがサポートされます。次に示す手順を使用して、Nexus 3000シリーズデバイスのフロー
エントリの数を最大（1400）に調整できます。同様の手順を使用して、Nexus 3100シリーズデバ
イスのフローエントリの数を最大（3000）に調整できます。

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VLANアクセスコントロールリスト（ACL）
のTCAMリージョンのサイズを設定します。

hardware profile tcam region vacl 0

例：
Device(config)# hardware profile
tcam region vacl 0

ステップ 3   

出力 VLAN ACLの TCAMリージョンのサイ
ズを設定します。

hardware profile tcam region e-vacl
0

例：
Device(config)# hardware profile
tcam region e-vacl 0

ステップ 4   

ルータ ACLの TCAMリージョンのサイズを
設定します。

hardware profile tcam region racl 0

例：
Device(config)# hardware profile
tcam region racl 0

ステップ 5   

出力ルータ ACLの TCAMリージョンのサイ
ズを設定します。

hardware profile tcam region e-racl
0

例：
Device(config)# hardware profile
tcam region e-racl 0

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

QoSのTCAMリージョンのサイズを設定しま
す。

hardware profile tcam region qos 256

例：
Device(config)# hardware profile
tcam region qos 256

ステップ 7   

インターフェイス ACLの TCAMリージョン
のサイズを設定します。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 8   

送信元と宛先のMACアドレスの追加の一致
基準に対応するために、Cisco Nexus 3000ス

• hardware access-list tcam region
openflow 1408

イッチでは、新しい TCAMリージョン ifacl• hardware access-list tcam region
openflow 1408 double-wide double-wideをサポートしています。これは倍

幅インターフェイス ACLです。

例：
Device(config)# hardware
access-list tcam region openflow
1408

Cisco Nexus 3172の ifaclおよび ifacl
double-wideのサイズは、それぞれ 3072およ
び 1536です。

TCAMリージョンをアクティブにす
るには、Cisco Nexus 9000シリーズ
のリロードが必要です。

（注）

例：
Device(config)# hardware
access-list tcam region openflow
1408 double-wide

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 9   

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 10   

ギュレーションにコピーして、変更を継続的

に保存します。

デバイスハードウェアの仮想サービスコンテ

ナのサポートを開始できるように、デバイス

reload

例：
Device# reload

ステップ 11   

のオペレーティングシステムをリロードしま

す。

次の作業

OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチのグローバル変数を設定します。
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OpenFlow 用 Cisco プラグイン論理スイッチのグローバル変数の設定

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

（任意）spanning-tree mode mst

例：
Device(config)#
spanning-tree mode mst

ステップ 3   
スパニングツリープロトコル（STP）モードをMST
に設定します。この手順は、512個を超える VLAN
を必要とする場合に必須です。

（任意）vlan {vlan-id | vlan-range}

例：
Device(config)# vlan 1-512

ステップ 4   
デバイスにインターフェイスの VLANまたは VLAN
範囲を追加し、VLANコンフィギュレーションモー
ドを開始します。この手順は VLANタギングが必要
な場合のみ必要です。

•すべてのインターフェイスでのVLANの合計数
が 32000を超えることはできません。

•サポートされる最大VLAN範囲は4000です（マ
ルチスパニングツリー（MST）モード）。

•推奨される VLAN範囲は 512です。

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 5   

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

copy running-config
startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 6   
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次の作業

コントローラに送信されるパケットのコントロールプレーンポリシングを設定します。

コントローラに送信されるパケットのコントロールプレーンポリシングの設定

このタスクを使用すると、トラフィックパターンの必要に応じて OpenFlow用 Ciscoプラグイン
のパケット処理レートをスロットリングできます。高レートのLinkLayerDiscoveryProtocol（LLDP）
およびAddressResolution Protocol（ARP）のトラフィックが、OpenFlow用Ciscoプラグインフロー
のルールを使用してパントされるように設定されている場合は、一般に低レートが有用です。

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

デバイスを設定する基本デバイス設定を入力しま

す。

セットアップ

例：
Device# setup

ステップ 2   

•セットアップスクリプトを 1回実行して、
OpenFlow用 Ciscoプラグインの新しいコン
トロールプレーンポリシーマップポリシー

を追加する必要があります。

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：
Device# configure terminal

ステップ 3   

コントロールプレーンポリシーマップを指定

し、QoSポリシーマップコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

policy-map type control-plane
policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
control-plane
copp-system-policy

ステップ 4   

•ポリシーマップ名は最大64文字で、大文字
と小文字は区別されます。

コントロールプレーンクラスマップ名を指定

し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュ
レーションモードを開始します。

class class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class
copp-s-dpss

ステップ 5   

OpenFlow用Ciscoプラグインによって処理され、
コントローラに送信されたパケットの数に関する

次のいずれかを実行します。ステップ 6   

• police [pps] pps-value
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目的コマンドまたはアクション

1秒間あたりのパケット数（PPS）によるレート
制限を指定します。

• police
circommitted-information-rate-value
bc burst-size-in-bytes

•範囲は 0～ 20,000です。

例：
Device(config-pmap-c)# police
pps 1000

•推奨値は 1000です。

例：
Device(config-pmap-c)# police
cir 1000 bc 3200000

（任意）

デバイスのコントロールプレーンに属性（サー

ビスポリシーなど）を関連付けるか、関連付け

control-plane

例：
Device(config-pmap-c)#
control-plane

ステップ 7   

られている属性を変更し、コントロールプレー

ンコンフィギュレーションモードを開始します。

特権 EXECモードを開始します。end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 8   

例：
Device(config-pmap-c)# end

Cisco Nexus 3000シリーズスイッチでは、次の設定が 1000 ppsでの punt-to-controllerパケットのド
ロップなしに使用されます。

Device(config)# policy-map type control-plane copp-system-policy
Device(config-pmap)# class copp-s-selfIp
Device(config-pmap-c)# police pps 5000

次の作業

コントローラへのルートを指定します。

コントローラへのルートの指定

次の作業は、デバイスからコントローラへのルートを指定する場合に実行します。これは、物理

インターフェイス（前面パネル）または管理インターフェイスを使用して実行できます。

•物理インターフェイス。物理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定, （20
ページ）を参照してください。

•管理インターフェイス。管理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定, （21
ページ）を参照してください。
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コントローラの IPアドレスは、OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチの設定 , （26ペー
ジ）セクションで設定します。

物理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

物理インターフェイスを入力します。ここで使

用されるインターフェイスは OpenFlow用 Cisco
プラグインポートにしないでください。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface
Ethernet1/1

ステップ 3   

指定されたインターフェイスをレイヤ3インター
フェイスとして設定し、このインターフェイス

上のレイヤ 2固有の設定をすべて削除します。

no switchport

例：
Device(config-if)# no
switchport

ステップ 4   

指定されたインターフェイスの IPアドレスを設
定します。

ip addressip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address
10.0.1.4 255.255.255.0

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、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。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6   

ルーティングテーブルにリストされていないパ

ケットアドレスのデフォルトルートを設定しま

す。パケットはコントローラに転送されます。

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop

例：
Device(config)# ip route
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.6

ステップ 7   

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

copy running-config
startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 9   

ションにコピーして、変更を永続的に保存しま

す。

次の作業

OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチのインターフェイスを設定します。

管理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

管理インターフェイスを入力します。interfacemanagement-interface-name
number

ステップ 3   

例：
Device(config)# interface mgmt0

インターフェイスに IPアドレスを設定しま
す。

ip addressip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address
10.0.1.4 255.255.255.0

ステップ 4   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

管理 Virtual Routing and Forwarding（VRF）イ
ンスタンスを設定します。

vrfcontext management

例：
Device(config)# vrf context
management

ステップ 6   

ルーティングテーブルにリストされていない

パケットアドレスのデフォルトルートを設定

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0next-hop

例：
Device(config)# ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 10.0.1.6

ステップ 7   

します。パケットはコントローラに転送され

ます。

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 8   

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 9   

ギュレーションにコピーして、変更を継続的

に保存します。

次の作業

OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチのインターフェイスを設定します。

OpenFlow 用 Cisco プラグイン論理スイッチのインターフェイスの設定
インターフェイスが OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチポートとして追加される前に物
理インターフェイスまたはポートチャネルインターフェイスを設定する必要があります。これら

のインターフェイスは、OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチの設定 , （26ページ）セク
ションで OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチのポートとして追加します。

レイヤ 2 モードでの物理インターフェイスの設定

レイヤ 2モードの OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチに物理インターフェイスを追加す
るには、次の作業を実行します。

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。イネーブル化ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

論理スイッチのインターフェイスを指定して、

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
Ethernet5/23

ステップ 3   

（任意）channel-group group-number

例：
Device(config-if)#
channel-group 2

ステップ 4   
ポートチャネルにインターフェイスを追加しま

す。

インターフェイスをレイヤ 2ポートとして指定
します。

switchport

例：
Device(config-if)# switchport

ステップ 5   

インターフェイスをトランクポートとして指定

します。

switchport mode trunk

例：
Device(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 6   

•トランクポートは、同じ物理リンクの 1つ
または複数のVLANでトラフィックを伝送
できます（VLANはトランキングが許可さ
れたVLANリストに基づきます）。デフォ
ルトでは、トランクインターフェイスはす

べての VLANのトラフィックを伝送しま
す。

トランキングモードの場合に、このインターフェ

イスからトラフィックをタグ付き形式で送信す

switchport mode trunk allowed
vlan [vlan-list]

例：
Device(config-if)# switchport
trunk allowed vlan 1-3

ステップ 7   

ることを許可される VLANのリストを設定しま
す。

インターフェイスをイネーブルにします。no shutdown

例：
Device(config-if)# no shutdown

ステップ 8   

OpenFlow 用 Cisco プラグイン構成ガイド 1.3    
23

OpenFlow 用 Cisco プラグイン
OpenFlow 用 Cisco プラグインの設定方法



目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 9   

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

copy running-config
startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 10   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次の作業

OpenFlow用Ciscoプラグイン論理スイッチの追加のインターフェイスを設定するには、上記の手
順を繰り返します。すべてのインターフェイスが設定されたら、OpenFlow用Ciscoプラグインを
インストールおよびアクティブ化する必要があります。

ポートチャネルインターフェイスの設定

OpenFlow用Ciscoプラグイン論理スイッチのポートチャネルインターフェイスを作成するには、
次の作業を実行します。

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

論理スイッチのインターフェイスを指定して、イン

ターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

interface port-channel number

例：
Device(config)# interface
port-channel 2

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスをイーサネットトランクポートと

して指定します。トランクポートは、同じ物理リン

switchport mode trunk

例：
Device(config-if)#
switchport mode trunk

ステップ 4   

クで 1つ以上の VLAN内のトラフィックを伝送でき
ます（各 VLANはトランキングが許可された VLAN
リストに基づいています）。デフォルトでは、トラ

ンクインターフェイスはすべての VLANのトラ
フィックを伝送できます。

ポートチャネルがトランクインターフェ

イスとして指定されている場合は、メン

バーインターフェイスもトランクインター

フェイスとして設定されていることを確認

してください。

（注）

トランキングモードの場合に、このインターフェイ

スからトラフィックをタグ付き形式で送信すること

を許可される VLANのリストを設定します。

switchportmode trunk allowed
vlan [vlan-list]

例：
Device(config-if)#
switchport trunk allowed
vlan 1-3

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6   

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

copy running-config
startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

次の作業

OpenFlow用 Ciscoプラグインをインストールしてアクティブ化します。

OpenFlow 用 Cisco プラグインのインストールとアクティブ化
OpenFlow用 Ciscoプラグインは、デバイス上のオペレーティングシステムレベルの仮想サービ
スコンテナで実行されるアプリケーションです。OpenFlow用 Ciscoプラグインは、Open Virtual
Application（OVA）パッケージに含めて提供されます。OVAパッケージは、CLIを介してデバイ
スにインストールされ、アクティブ化されます。

OpenFlow用Ciscoプラグインをインストールしてアクティブにする前に、デバイスと互換性があ
る OVAパッケージが、接続先の FTPサーバにあることを確認します。仮想サービスコンテナの
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前提条件, （45ページ）を参照してください。OpenFlow用 Ciscoプラグインソフトウェアのイン
ストール、アンインストール、またはアップグレード後のデバイスのリロードは必須ではありま

せん。

OpenFlow用Ciscoプラグインソフトウェアをインストールしてアクティブにするには、仮想サー
ビスコンテナへのアプリケーションのインストールとアクティブ化, （47ページ）にある手順を
参照してください。このとき、仮想サービスアプリケーション引数 virtual-services-nameを
openflow_pluginとして指定できます。

OpenFlow用Ciscoプラグインソフトウェアをアンインストールして非アクティブ化するには、仮
想サービスコンテナからのアプリケーションの非アクティブ化とアンインストール, （49ペー
ジ）にある手順を参照してください。このとき、仮想サービスアプリケーション引数

virtual-services-nameはインストール時に指定した値と同一である必要があります。

OpenFlow用 Ciscoプラグインソフトウェアをアップグレードするには、仮想サービスコンテナ
内のアプリケーションのアップグレード, （50ページ）にある手順を参照してください。このと
き、仮想サービスアプリケーション引数 virtual-services-nameはインストール時に指定した値と同
一である必要があります。

インストールが終わったら、OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチを設定します。

OpenFlow 用 Cisco プラグイン論理スイッチの設定
この作業では、コントローラの OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチと IPアドレスを設定
します。

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。イネーブル化ステッ

プ 1   
例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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：
Device# configure terminal

ステッ

プ 2   

パイプラインを設定します。pipeline pipeline-id

例：
Device(config-ofa-switch)#
pipeline 201

ステッ

プ 3   •この手順は、論理スイッチの設定のために必須
です。

• show openflow hardware capabilitiesコマンドを
使用して、サポートされるパイプライン値を表

示できます。
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目的コマンドまたはアクション

OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチのポート
としてイーサネットインターフェイスまたはポート

チャネルインターフェイスを設定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 4   • of-port
interfaceinterface-name

•インターフェイスタイプは短縮しないでくださ
い。インターフェイスタイプが完全に記されて

• of-port
interfaceport-channel-name

おり、例に示してあるような内容であることを

例：

確認します。キーワードを省略すると、インター

フェイスは設定されません。インターフェイス

タイプは小文字にする必要があります。物理インターフェイスの場合：
Device(config-ofa-switch)#
of-port interface ethernet1/1 •インターフェイスは、OpenFlow用 Ciscoプラグ

イン論理スイッチだけに指定する必要がありま

す。

ポートチャネルインターフェイ

スの場合：
Device(config-ofa-switch)#
of-port interface port-channel2 •インターフェイスが OpenFlow用 Ciscoプラグイ

ンのポートとして設定されている場合は、mode
openflowコンフィギュレーションがインターフェ
イスに追加されます。OpenFlow用 Ciscoプラグ
インのポートとしてインターフェイスを追加ま

たは削除するには、OpenFlow用 Ciscoプラグイ
ンがアクティブ化されており実行されているこ

とを確認して、modeopenflowコンフィギュレー
ションの自動追加および削除が適切に実行され

ることを確認します。OpenFlow用 Ciscoプラグ
インのポートとしてのインターフェイスを削除

するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

•ポートチャネル用に設定されたインターフェイ
スは、OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッ
チポートとして設定できません。

•追加のインターフェイスを設定するには、この
手順を繰り返します。

プロトコルバージョンを設定します。protocol-version version-info

例：
Device(config-OpenFlow-switch)#
protocol-version 1.0

ステッ

プ 5   •次の値をサポートしています。

◦ 1.0：1.0コントローラのみに接続するよう
にデバイスを設定します。

◦ 1.3：1.3コントローラのみに接続するよう
にデバイスを設定します。

OpenFlow 用 Cisco プラグイン構成ガイド 1.3    
27

OpenFlow 用 Cisco プラグイン
OpenFlow 用 Cisco プラグインの設定方法



目的コマンドまたはアクション

◦ negotiate：プロトコルバージョンをコント
ローラとネゴシエートします。デバイスは

ネゴシエーションに 1.3を使用します。

デフォルト値は negotiateで
す。

（注）

• dropは両方のテーブルまたはパイプライン 1の
デフォルトアクションです。これは、この設定

またはコントローラによって上書きできます。

論理スイッチを管理できるコントローラの IPv4アド
レス、ポート番号、および VRFと、このコントロー

controller ipv4ip-address [port
tcp-port] [ vrfvrf-name]
security{none | tls}

ステッ

プ 6   
ラが論理スイッチおよびコントローラの VRFへの接
続に使用するポート番号を指定します。

例：
•指定されない場合、デフォルトの VRFが使用さ
れます。

デフォルト VRFのコントロー
ラ：
Device(config-OpenFlow-switch)#
controller ipv4 10.1.1.2
security none

•コントローラは、デフォルトでは TCPポート
6653を使用します。

•最大 8台のコントローラを設定できます。追加
のコントローラを設定する必要がある場合は、

この手順を繰り返します。

•この手順で TLSを無効にしない場合は、次の手
順で TLSトラストポイントを設定します。

• clear openflow switch 1 controller allコマンドを
使用するとコントローラ接続をクリアできます。

このコマンドは、Transport Layer Security（TLS）
証明書およびキーの更新後に接続をリセットで

きます。TCP接続では必須ではありません。

論理スイッチ用にコントローラへの接続が開始されま

す。

定義されたいずれのフローとも一致しないパケットに

対して実行するアクションを設定します。

default-miss cascade { drop |
controller | normal | }

例：
Device(config-ofa-switch)#
default-miss cascade controller

ステッ

プ 7   

• dropはパイプラインのデフォルトアクションで
す。

•パイプライン202（ACLテーブル）では、デフォ
ルトドロップルールの代わりにデフォルト許可
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目的コマンドまたはアクション

ルールを追加するために、normalキーワードを
指定してこの手順を実行する必要があります。

（任意）

コントローラの接続に使用するローカルおよびリモー

ト TLSトラストポイントを指定します。

tls trust-point local local-trust-point
remote remote-trust-point

例：
Device(config-ofa-switch)# tls
trust-point local mylocal
remote myremote

ステッ

プ 8   

•トラストポイントの設定については、『PKI
Configuration Guide』の「PKI Trustpool
Management」を参照してください。

（任意）

フローの追加、削除、変更を含むフローの変更のロギ

ングを有効にします。

logging flow-mod

例：
Device(config-ofa-switch)#
logging flow-mod

ステッ

プ 9   

•フローの変更のロギングは、デフォルトでは無
効になっています。

•フローの変更は syslogに記録され show logging
コマンドを使用して表示できます。

•フローの変更のロギングは CPUに負荷のかかる
アクティビティであるため、1000フローを超え
るネットワークでは有効にしないでください。

（任意）

コントローラをプローブする間隔を、秒単位で設定し

ます。

probe-interval probe-interval

例：
Device(config-OpenFlow-switch)#
probe-interval 5

ステッ

プ 10   

•デフォルト値は 5です。

•範囲は 5～ 65535です。

（任意）

コントローラへの接続の最大パケットレートと、1秒
あたりにコントローラに送信されるパケットのバース

トで許可される最大パケット数を設定します。

rate-limit packet_in
controller-packet-rate burst
maximum-packets-to-controller

例：
Device(config-OpenFlow-switch)#
rate-limit packet_in 1 burst
4

ステッ

プ 11   

•デフォルト値はゼロで、無制限のパケットレー
トおよびパケットバーストが許可されることを

意味します。

•このレート制限は OpenFlow用 Ciscoプラグイン
用です。これはCoPPによって設定されたデバイ
ス（データプレーン）のレート制限とは関係あ

りません。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

デバイスがコントローラとの接続を開始する前に待機

する必要のある時間を秒単位で設定します。

max-backoff backoff-timer

例：
Device(config-OpenFlow-switch)#
max-backoff 8

ステッ

プ 12   

•デフォルト値は 8です

•有効な範囲は 1～ 65535です。

（任意）

idは 64ビットの 16進値です。有効な idは、0x1～
0xffffffffffffffffの範囲です。この IDによって、コン
トローラがデバイスを一意に識別できます。

datapath-idid

例：
Device(config-openflow-switch)#
datapath-id 111

ステッ

プ 13   

（任意）

このコマンドは、特定のバージョンのコントローラ接

続を強制します。コントローラが 1.0だけをサポート

protocol-version [1.0 | 1.3 |
negotiate]

例：
Device(config-openflow-switch)#
protocol-version 1.0

ステッ

プ 14   

している場合にバージョン 1.3を強制する（またはそ
の逆）場合、セッションは確立されません。デフォル

トの動作は、コントローラとデバイス間で互換性のあ

るバージョンをネゴシエートします。

（任意）

他の設定をいずれも削除せずにOpenFlowスイッチを
ディセーブルにします。

シャットダウン

例：
Device(config-openflow-switch)#
shutdown

ステッ

プ 15   

（任意）

ゼロに設定すると、統計情報の収集が無効になりま

す。この数は定期的な統計ポーリングによる CPUの

statistics collection-intervalseconds

例：
Device(config-openflow-switch)#
statistics collection 10

ステッ

プ 16   

負荷を軽減するために使用できます。たとえば、1000
個のフローがあるときに統計情報収集間隔 10秒を選
択すると、ポーリングレートは、1000フロー/10秒 =
100フロー/秒になります。

各フローテーブルには、show openflow
hardware capabilitiesコマンドで表示され、
ハードウェアでサポートされる最大フロー/
秒ポーリングレートが規定されています。

選択した統計収集間隔が短すぎる場合は、

ハードウェアでサポートされる最大レート

が使用されて、統計の収集が事実上スロッ

トリングされます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

default-missコマンドは、フローテーブルのフローと
パケットが一致しない場合の動作を設定します。

default-missvalue

例：
Device(config-openflow-switch)#
default-miss continue-normal

ステッ

プ 17   

すべてのプラットフォームですべてのアク

ションがサポートされているわけではあり

ません。

（注）

continue-drop：フローテーブルで一致しなかった場
合は次のテーブルでマッチングを行うためにカスケー

ドされます（該当する場合）。パイプラインの末端の

テーブルで一致しない場合、パケットはドロップされ

ることになります。

continue-normal：フローテーブルで一致しなかった
場合は次のテーブルでマッチングを行うためにカス

ケードされます（該当する場合）。パイプラインの末

端のテーブルで一致しない場合、パケットはスイッチ

の通常のハードウェア処理に送信されることになりま

す。

continue-controller：フローテーブルで一致しなかっ
た場合は次のテーブルでマッチングを行うためにカス

ケードされます（該当する場合）。パイプラインの末

端のテーブルで一致しない場合、パケットはコント

ローラに送信されることになります。これを設定する

と、フローテーブルのフローとパケットが一致しな

い場合の動作が設定されます。

drop：パイプラインの最初のフローテーブルで一致
しない場合、他のいずれのテーブルにもカスケードさ

れません。代わりに、パケットがドロップされます。

normal：パイプラインの最初のフローテーブルで一
致しない場合、他のいずれのテーブルにもカスケード

されません。代わりにパケットはスイッチの通常の

ハードウェア転送に送信されます。

controller：パイプラインの最初のフローテーブルで
一致しない場合、他のいずれのテーブルにもカスケー

ドされません。代わりに、パケットがコントローラに

送信されます。

論理スイッチコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-OpenFlow-switch)#
end

ステッ

プ 18   
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目的コマンドまたはアクション

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 19   

次の作業

OpenFlow用 Ciscoプラグインを確認します。

OpenFlow 用 Cisco プラグインの確認

手順

ステップ 1 show openflow copyright
OpenFlow用 Ciscoプラグインに関連する著作権情報を表示します。

例：
Device# show openflow copyright

Cisco Plug-in for OpenFlow
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2013-2015 by 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, the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1, or or the GNU
Library General Public License (LGPL) Version 2. 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 and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.txt

ステップ 2 show openflowswitchswitch-id
OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチに関する情報を表示します。

例：
Device# show openflow switch 1

Logical Switch Context
Id: 1
Switch type: Forwarding
Pipeline id: 201
Signal version: Openflow 1.0
Data plane: secure
Table-Miss default: NONE
Config state: no-shutdown
Working state: enabled
Rate limit (packet per second): 0
Burst limit: 0
Max backoff (sec): 8
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Probe interval (sec): 5
TLS local trustpoint name: not configured
TLS remote trustpoint name: not configured
Stats coll. period (sec): 5
Logging flow changes: Disabled
OFA Description:
Manufacturer: Cisco Systems, Inc.
Hardware: N3K-C3064PQ V01
Software: 6.0(2)U2(1) of_agent 1.1.0_fc1
Serial Num: SSI15200QD8
DP Description: n3k-200-141-3:sw1

OF Features:
DPID:0001547fee00c2a0
Number of tables:1
Number of buffers:256
Capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS
Actions: OUTPUT SET_VLAN_VID STRIP_VLAN SET_DL_SRC SET_DL_DST

Controllers:
1.1.1.1:6653, Protocol: TLS, VRF: s

Interfaces:
Ethernet1/1
Ethernet1/7

ステップ 3 show openflowswitchswitch-idcontrollers [stats]
OpenFlow用Ciscoプラグイン論理スイッチと接続されているコントローラの間の接続ステータス
に関する情報を表示します。

例：

Device# show openflow switch 1 controllers

Logical Switch Id: 1
Total Controllers: 1p
Controller: 1
10.5.84.254:6633
Protocol: tcp
VRF: default
Connected: No
Role: Master
Negotiated Protocol Version: disconnected
Last Alive Ping: 07/04/2014 06:55:42
last_error:Connection timed out
state:CONNECTING
sec_since_connect:291686
sec_since_disconnect:8

上記の出力例は、コントローラが接続されていないときに表示されます。

Device# show openflow switch 1 controllers stats

Logical Switch Id: 1
Total Controllers: 1
Controller: 1
address : ssl:10.1.1.1:6653
connection attempts : 181
successful connection attempts : 0
flow adds : 0
flow mods : 0
flow deletes : 0
flow removals : 0
flow errors : 0
total errors : 0
echo requests : rx: 0, tx: 0
echo reply : rx: 0, tx: 0
flow stats : rx: 0, tx: 0
barrier : rx: 0, tx: 0
packet-in/packet-out : rx: 0, tx: 0

Device# show openflow switch 1 controllers stats
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Logical Switch Id: 1
Total Controllers: 1
Controller: 1
address : tcp:10.5.84.254:6633
connection attempts : 16927
successful connection attempts : 1
flow adds : 1
flow mods : 0
flow deletes : 0
flow removals : 0
flow errors : 1
flow unencodable errors : 0
total errors : 2
echo requests : rx: 2099, tx: 2137
echo reply : rx: 2136, tx: 2099
flow stats : rx: 0, tx: 0
barrier : rx: 0, tx: 0
packet-in/packet-out : rx: 0, tx: 2099

ステップ 4 show openflowswitchswitch-idports
OpenFlow用 Ciscoプラグイン論理スイッチの物理デバイスインターフェイスとポート間のマッ
ピングを表示します。

例：
Device# show openflow switch 1 ports

Logical Switch Id: 1
Port Interface Name Config-State Link-State Features

2 Ethernet1/2 PORT_UP LINK_UP 10MB-FD
3 Ethernet1/3 PORT_UP LINK_DOWN 100MB-HD AUTO_NEG
4 Ethernet1/4 PORT_UP LINK_UP 10MB-FD

ステップ 5 show openflowswitchswitch-idflows [configured | controller | default | fixed | pending | pending-del] [
brief | summary]
コントローラによってこのデバイス用に定義されているフローを表示します。

例：
Device# show openflow switch 1 flows

Total flows: 2
Flow: 1
Rule: ip,dl_vlan=99
Actions: strip_svlan,output:1
Priority: 0x8000
Table: 0
Cookie: 0x466c6f7732
Duration: 96.359s
Number of packets: 0
Number of bytes: 0

Flow: 2
Rule: ip,in_port=2,dl_vlan=50
Actions: output:1
Priority: 0x8000
Table: 0
Cookie: 0x1
Duration: 95.504s
Number of packets: 0
Number of bytes: 0

Device# show openflow switch 1 flows configured

Logical Switch Id: 1
Total flows: 1

Flow: 1
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Match:
Actions: drop
Priority: 0
Table: 0
Cookie: 0x0
Duration: 1937.586s
Number of packets: 0
Number of bytes: 0

Device# show openflow switch 1 flows fixed

Logical Switch Id: 1
Total flows: 0

ステップ 6 show openflowswitchswitch-idstats
OpenFlow用Ciscoプラグイン論理スイッチに対して定義されている各ポートの送受信統計情報を
表示します。

例：
Device# show openflow switch 1 stats

Logical Switch Id: 1

Total ports: 1
Port 31: rx pkts=36688, bytes=7204655, drop=0, errs=0,

tx pkts=0, bytes=3473880, drop=0, errs=0,
Total tables: 1
Table 0: classifier
Wildcards = 0x3fffff
Max entries = 1500
Active entries = 0
Number of lookups = 0
Number of matches = 0

フロー統計情報は、パイプライン 201、テーブル 0で利用可能です。パイプライン 202の場合、
フロー統計情報はテーブル 1では利用できません。

ステップ 7 show logging lastnumber-of-lines
フローの追加、削除、変更を含むフローの変更のロギング情報を表示します。

例：
Device# show logging last 14

2013 Mar 15 19:13:05 n3k-202-194-4 %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully activa
ted virtual service 'n3k'
2013 Mar 15 19:13:23 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: E
rror: Didn't get initial config when booting up
2013 Mar 15 19:13:50 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flows flushed for sw1, type:cisco-l2
2013 Mar 15 19:13:54 n3k-202-194-4 %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from
vty by admin on console0
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=3 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=4 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=5 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=6 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=7 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=8 Actions: output:2,output:7
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2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=9 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=10 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=11 Actions: output:2,output:7
2013 Mar 15 19:14:09 n3k-202-194-4 %VMAN-5-VIRT_INST: VIRTUAL SERVICE n3k LOG: O
VS: Flow created: Rule: ip,dl_vlan=12 Actions: output:2,output:7

ステップ 8 show running-config | section openflow
OpenFlow用 Ciscoプラグインに対して行われた設定を表示します。

例：
Device# show running-config | section "openflow"

openflow
switch 1
pipeline 201
controller ipv4 10.86.201.162 port 8050 vrf management security none
of-port interface ethernet1/1
of-port interface ethernet1/2
of-port interface ethernet1/3
of-port interface ethernet1/37
of-port interface ethernet1/4

ステップ 9 show openflow hardware capabilities
OpenFlow用 Ciscoプラグイン設定を表示します。

例：
Device# show openflow hardware capabilities
Pipeline ID: 201

Flow table ID: 0

Match Capabilities Match Types
------------------ -----------
ethernet type mandatory
VLAN ID optional
VLAN priority code point optional
IP DSCP optional
IP protocol optional
IPv4 source address lengthmask
IPv4 destination address lengthmask
source port optional
destination port optional
in port (virtual or physical) optional

Actions:
output to: specified interface, use normal forwading, controller
set: set eth source mac, set eth destination mac, set vlan id
pop: pop vlan tag
other actions: drop packet

Pipeline ID: 202

Flow table ID: 0

Match Capabilities Match Types
------------------ -----------
ethernet type mandatory
VLAN ID optional
VLAN priority code point optional
IP DSCP optional
IP protocol optional
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IPv4 source address lengthmask
IPv4 destination address lengthmask
source port optional
destination port optional
in port (virtual or physical) optional

Actions:
output to: specified interface, use normal forwading, controller
set: set eth source mac, set eth destination mac, set vlan id
pop: pop vlan tag
other actions: drop packet

Flow table ID: 1

Match Capabilities Match Types
------------------ -----------
ethernet mac destination mandatory
VLAN ID mandatory

Actions:
output to: specified interface
other actions: drop packet

OpenFlow 用 Cisco プラグインの設定例

例：OpenFlow 用 Cisco プラグインのハードウェアサポートの有効化
Device> enable
Device# configure terminal
! Enables support for OpenFlow VLAN tagging actions.
Device(config)# hardware profile openflow
Device# copy running-config startup-config
Device# reload

例：フローエントリの数の調整

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# hardware profile tcam region vacl 0
Device(config)# hardware profile tcam region e-racl 0
Device(config)# hardware profile tcam region e-vacl 0
Device(config)# hardware profile tcam region racl 256
Device(config)# hardware profile tcam region ifacl 1664
Device(config)# exit
Device# copy running-config startup-config
Device# reload

例：OpenFlow 用 Cisco プラグインの論理スイッチのグローバル変数の設定
Device# configure terminal
Device(config)# mac-learn disable
Device(config)# spanning-tree mode mst
Device(config)# vlan 2
Device(config-vlan)# end

例：コントローラに送信されるパケットのコントロールプレーンポリシングの設定

Device# configure terminal
Device# setup
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---- Basic System Configuration Dialog ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

*Note: setup is mainly used for configuring the system initially,
when no configuration is present. So setup always assumes system
defaults and not the current system configuration values.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes

Create another login account (yes/no) [n]:

Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:

Enter the switch name : QI32

Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: n

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: n

Enable the telnet service? (yes/no) [n]: y

Enable the ssh service? (yes/no) [y]: n

Configure the ntp server? (yes/no) [n]:

Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:

Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
Configure CoPP System Policy Profile ( default / l2 / l3 ) [default]:

The following configuration will be applied:
switchname QI32
telnet server enable
no ssh server enable
system default switchport
no system default switchport shutdown
policy-map type control-plane copp-system-policy ( default )

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map type control-plane copp-system-policy
Device(config-pmap)# class copp-s-dpss
Device(config-pmap-c)# police pps 1000
Device(config-pmap-c)# end
Device# show run copp

例：物理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定

Device# configure terminal
Device(config)# interface Ethernet1/1
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.0.1.4 255.255.255.255
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.6
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Device# copy running-config startup-config
Device(config)# exit

例：管理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定

Device# configure terminal
Device(config)# interface mgmt0
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.0.1.4 255.255.255.255
Device(config-if)# exit
Device(config)# vrf context management
Device(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.6
Device# copy running-config startup-config
Device(config)# exit

例：OpenFlow 用 Cisco プラグインのインストールとアクティブ化

デバイスの仮想サービスコンテナへの OpenFlow用 Ciscoプラグインのインストールとアクティ
ブ化の例については、「仮想サービスコンテナへのアプリケーションのインストールとアクティ

ブ化」を参照してください。

例：L2 モードの OpenFlow 用 Cisco プラグイン論理スイッチのインターフェイスの設定
Device# configure terminal

Device(config)# interface ethernet1/1
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit

Device(config)# interface ethernet1/2
! Adding the interface to a port channel.
Device(config-if)# channel-group 2
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# end
Device# copy running-config startup-config

例：ポートチャネルインターフェイスの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 2
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# end
Device# copy running-config startup-config

例：OpenFlow 用 Cisco プラグインの論理スイッチの設定（デフォルト VRF）
Device# configure terminal
Device(config)# openflow
Device(config-ofa)# switch 1
! Specifies the pipeline that enables the IP Forwarding Table.
Device(config-ofa-switch)# pipeline 201
Device(config-ofa-switch)# pipeline 1
Device(config-ofa-switch)# logging flow-mod
Device(config-ofa-switch)# tls trust-point local local-trustpoint-name remote
remote-trustpoint-name
Device(config-ofa-switch)# max-backoff 5
Device(config-ofa-switch)# probe-interval 5
Device(config-ofa-switch)# rate-limit packet-in 30 burst 50
Device(config-ofa-switch)# controller ipv4 10.0.1.6 security none
! Adding an interface to the OpenFlow 用 Cisco プラグイン logical switch.
Device(config-ofa-switch)# of-port interface ethernet1/1
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Device(config-ofa-switch)# of-port interface ethernet1/2

! Adding a port channel to the OpenFlow 用 Cisco プラグイン switch.
Device(config-ofa-switch)# of-port interface port-channel 2
Device(config-ofa-switch)# end
Device# copy running-config startup-config

例：OpenFlow 用 Cisco プラグインの論理スイッチの設定（管理 VRF）
Device# configure terminal
Device(config)# openflow
Device(config-ofa)# switch 1
Device(config-ofa-switch)# pipeline 201
! Specifying a controller that is part of a VRF.
Device(config-ofa-switch)# controller ipv4 10.0.1.6 vrf mgmtVrf security none
! Adding an interface to the OpenFlow 用 Cisco プラグイン logical switch.

Device(config-ofa-switch)# of-port interface ethernet1/1
Device(config-ofa-switch)# of-port interface ethernet1/2

! Adding a port channel to the OpenFlow 用 Cisco プラグイン switch.
Device(config-ofa-switch)# of-port interface port-channel 2
Device(config-ofa-switch)# end
Device# copy running-config startup-config

OpenFlow 用 Cisco プラグインの追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Cisco Nexus 3000シリーズス
イッチコマンドリファレンス

Ciscoコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

OpenFlow Switch Specification Version 1.3.0（Wire
Protocol 0x04）。

OpenFlow 1.3

OpenFlow Switch Specification Version 1.0.1（Wire
Protocol 0x01）。

OpenFlow 1.0
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シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアルおよびツールをダウンロードで

きます。これらのリソースは、シスコの製品や

テクノロジーに関する技術的問題をトラブル

シュートして解決するために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

OpenFlow 用 Cisco プラグインの機能情報
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 2：OpenFlow 用 Cisco プラグインの機能情報

機能情報サポートされるプラッ

トフォーム

リリース

Cisco Nexus 3000および
Cisco Nexus 3100シリーズ
デバイスでは、NX-OSリ
リース 7.0(3)以降に使用す
る OpenFlow用 Ciscoプラ
グインリリース1.3が必要
です。

サポートされているプ

ラットフォーム

• Nexus 3000シリー
ズデバイス

• Nexus 3100シリー
ズデバイス

• Nexus 9300シリー
ズデバイス

OpenFlow用 Ciscoプラグインリリース 1.3
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機能情報サポートされるプラッ

トフォーム

リリース

OpenFlow用 Ciscoプラグ
インでは OFAの解放をサ
ポートします。

サポートされるプラッ

トフォームは、Nexus
3000シリーズデバイス
です。

Nexus 3548-Xデバイス
は、NX-OSソフトウェ
アリリース 6.0(2)A 6(2)
以上でサポートされま

す。

OpenFlow用Ciscoプラグインリリース 1.1.5

OpenFlow用 Ciscoプラグ
インでは、Nexus 5000お
よび 6000シリーズをサ
ポートするようになりまし

た。

サポートされるプラッ

トフォームは次のとお

りです。

• Nexus 3000シリー
ズデバイス

• Nexus 5000シリー
ズデバイス

• Nexus 6000シリー
ズデバイス

OpenFlow用Ciscoプラグインリリース 1.1.1
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機能情報サポートされるプラッ

トフォーム

リリース

• OpenFlowハイブリッ
ド（Ships-In-Night）
モデルがサポートさ

れます。

• L3 ACLおよび L2
MACの転送テーブル
がサポートされてお

り、パイプラインを

使用して設定できま

す。

• Transport Layer
Security（TLS）は、
OpenFlow用 Ciscoプ
ラグインとコント

ローラの通信でサ

ポートされていま

す。

• VLANプライオリ
ティがフローアク

ションとして導入さ

れました。

次のコマンドが導入されま

した。clear openflow、
max-backoff、
probe-interval、rate-limit、
tls trust-point。

controllerコマンドが変更
されて、no-tlsキーワード
が組み込まれました。

サポートされるプラッ

トフォームは、Nexus
3000シリーズデバイス
です。

OpenFlow用 Ciscoプラグインリリース 1.1

次のフローアクションが

サポートされます。

•送信元MACアドレス
の変更

•宛先MACアドレスの
変更

サポートされるプラッ

トフォームは、Nexus
3000シリーズデバイス
です。

OpenFlow用Ciscoプラグインリリース 1.0.1
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機能情報サポートされるプラッ

トフォーム

リリース

OpenFlow用 Ciscoプラグ
インでは OpenFlow 1.0を
サポートしており、より

オープンでプログラム可能

であり、アプリケーション

への適応力を持つネット

ワークにするために役立ち

ます。

サポートされるプラッ

トフォームは、Nexus
3000シリーズデバイス
です。

OpenFlow用 Ciscoプラグインリリース 1.0
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第 2 章

仮想サービスコンテナ

この章の内容は、次のとおりです。

• 仮想サービスコンテナ, 45 ページ

仮想サービスコンテナ

仮想サービスコンテナの前提条件

•仮想サービスをサポートするオペレーティングシステムリリースがインストールされてお
り、OpenFlow用 Ciscoプラグインなどの特定のアプリケーションで必要なシステムインフ
ラストラクチャを持つシスコデバイスが必要です。

互換性マトリックスは、Ciscoアプリケーションごとに提供されます。OpenFlow
用 Ciscoプラグインなど、特定のアプリケーションに必要な機能およびイン
フラストラクチャをサポートするオペレーティングシステムリリースについ

ては、このマトリックスを参照してください。

（注）

•デバイスのオペレーティングシステムと互換性があり、デバイスに接続されたFTPサーバか
らダウンロードされた Open Virtual Application（OVA）パッケージをダウンロードする必要
があります。

•アプリケーションのインストールと導入に十分なメモリが必要です。特定の推奨事項につい
てはアプリケーション構成ガイドを参照してください。
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仮想サービスコンテナとアプリケーション

仮想サービスコンテナはデバイスの仮想化環境です。仮想マシン（VM）、仮想サービス、また
はコンテナとも呼ばれます。

仮想サービスコンテナ内にアプリケーションをインストールできます。このアプリケーション

は、デバイスのオペレーティングシステムの仮想サービスコンテナ内で稼動します。アプリケー

ションは、拡張子 .ovaを持つ tarファイルである Open Virtual Application（OVA）として提供され
ます。OVAパッケージは、デバイスCLIを介してデバイスにインストールされ、イネーブルにさ
れます。

OpenFlow用 Ciscoプラグインは、仮想サービスコンテナ内に配置できるアプリケーションの一
例です。

OVAファイルで提供されるファイルの例を次に示します。

•シスコの拡張子を持つ libvirt XML形式の仮想マシン定義ファイル。

•ディストリビューションの内容をリストしたマニフェストファイル。OVAパッケージのファ
イルごとのハッシュ情報を含んでいます。

•マニフェストファイルの署名を含む証明書ファイル。このファイルは OVAパッケージの整
合性の検証に使用されます。

•仮想化インフラストラクチャとの互換性を確認するために使用されるバージョンファイル。

仮想サービスコンテナの設定方法

この項では、次の必須および任意の作業について説明します。

•仮想サービスコンテナへのアプリケーションのインストールとアクティブ化, （47ページ）
（必須）

•仮想サービスコンテナからのアプリケーションの非アクティブ化とアンインストール, （49
ページ）

•仮想サービスコンテナ内のアプリケーションのアップグレード, （50ページ）

•一般的なトラブルシューティング情報の収集, （52ページ）

•仮想サービスコンテナアプリケーションの確認 , （55ページ）
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仮想サービスコンテナへのアプリケーションのインストールとアクティブ化

このタスクでは、FTPファイルの場所から Open Virtual Application（OVA）パッケージをコピー
し、仮想サービスコンテナにアプリケーションをインストールし、アプリケーションをプロビ

ジョニングしてアクティブ化します。

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。

イネーブル化

例：
Device> enable

ステッ

プ 1   

•パスワードを入力しま
す（要求された場

合）。

アップグレードするデバイ

スに新しいOVAパッケージ
copyfrom://source-directory-urldestination-directory-url

例：
Device# copy
tftp://myserver.com/downloads/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova
bootflash:/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova

ステッ

プ 2   
をダウンロードします。値

は次のとおりです。

• sftp:

• tftp:

• ftp:

• http:

• bootflash:

指定された場所からデバイ

スにOVAパッケージをイン
virtual-service install namevirtual-services-namepackagefile

例：
Device# virtual-service install name openflow_agent
package bootflash:/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova

ステッ

プ 3   
ストールします。ovaファイ
ルがストレージデバイスの

ルートディレクトリにある

ことを確認します

•ここで定義される
virtual-services-name
は、このマニュアルで

この引数が登場するた

びに使用する必要があ

ります。
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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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステッ

プ 4   

仮想サービスコンテナを設

定し、仮想サービスコン

virtual-servicevirtual-services-name

例：
Device(config)# virtual-service openflow_agent

ステッ

プ 5   
フィギュレーションモード

を開始します。

•アプリケーションのイ
ンストール時に定義し

た virtual-services-name
を使用します。

•次の手順に進む前に
show virtual-service list
コマンドを使用してイ

ンストールが完了した

ことを確認してくださ

い。

インストールされた仮想

サービスコンテナをアク

ティブにします。

activate

例：
Device(config-virt-serv)# activate

ステッ

プ 6   

仮想サービスコンフィギュ

レーションモードを終了

end

例：
Device(config-virt-serv)# end

ステッ

プ 7   
し、特権 EXECモードを開
始します。

リブートおよびリスタート

時に実行コンフィギュレー

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config startup-config

ステッ

プ 8   
ションをスタートアップコ

ンフィギュレーションにコ

ピーして、変更を継続的に

保存します。

次の作業

これでアプリケーションの使用を開始できます。
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仮想サービスコンテナからのアプリケーションの非アクティブ化とアンインストー

ル

（任意）仮想サービスコンテナ内からアプリケーションをアンインストールして非アクティブ化

するには、この作業を実行します。

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。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

指定されたアプリケーションを設定する仮想サー

ビスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

virtual-servicevirtual-services-name

例：
Device(config)# virtual-service
openflow_agent

ステップ 3   

•アプリケーションのインストール時に定義
した virtual-services-nameを使用します。

アプリケーションを無効にします。no activate

例：
Device(config-virt-serv)# no
activate

ステップ 4   

アプリケーションをプロビジョニング解除しま

す。

no
virtual-servicevirtual-services-name

例：
Device(config)# no
virtual-service openflow_agent

ステップ 5   

•アプリケーションのインストール時に定義
した virtual-services-nameを使用します。

•このコマンドは、Cisco IOS-XEを実行して
いるすべてのデバイスで任意です。

仮想サービスコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-virt-serv)# end

ステップ 6   

アプリケーションをアンインストールします。virtual-service uninstall
namevirtual-services-name

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

•アプリケーションのインストール時に定義
した virtual-services-nameを使用します。例：

Device# virtual-service
uninstall name openflow_agent •このコマンドは、非アクティブ化が正常に

完了したという応答をデバイスから受信し

た後だけに実行してください。

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

仮想サービスコンテナ内のアプリケーションのアップグレード

（任意）仮想サービスコンテナアプリケーションをアップグレードするには、次の作業を実行し

ます。

アプリケーションのアップグレードはデバイスのオペレーティングシステムのアップグレー

ドを必要とすることがあります。アップグレードする前に、それぞれのアプリケーションソ

フトウェアリリースの互換性マトリックスを確認してください。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

アップグレードするデバイ

スに新しい OVAパッケー
copyfrom://source-directory-urldestination-directory-url

例：
Device# copy
tftp://myserver.com/downloads/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova
bootflash:/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova

ステッ

プ 1   
ジをダウンロードします。

値は次のとおりです。

• scp:

• sftp:

• tftp:

• ftp:

• http:

• bootflash:
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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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステッ

プ 2   

指定されたアプリケーショ

ンを設定するための仮想

virtual-servicevirtual-services-name

例：
Device(config)# virtual-service openflow_agent

ステッ

プ 3   
サービスコンフィギュレー

ションモードを開始しま

す。

•アプリケーションのイ
ンストール時に定義し

た virtual-services-name
を使用します。

アプリケーションを無効に

します。

no activate

例：
Device(config-virt-serv)# no activate

ステッ

プ 4   

仮想サービスコンフィギュ

レーションモードを終了

end

例：
Device(config-virt-serv)# end

ステッ

プ 5   
し、特権 EXECモードを開
始します。

指定された OVAファイル
を使用してアプリケーショ

virtual-service upgrade namevirtual-services-namepackagefile

例：

Device# virtual-service upgrade name openflow_agent
package bootflash:/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova

ステッ

プ 6   
ンをアップグレードしま

す。

•アプリケーションのイ
ンストール時に定義し

た virtual-services-name
を使用します。

•このコマンドは、非ア
クティブ化が正常に完

了したというメッセー

ジをデバイスから受信

した後だけに実行して

ください。
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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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステッ

プ 7   

指定されたアプリケーショ

ンの設定用の仮想サービス

virtual-servicevirtual-services-name

例：
Device(config)# virtual-service openflow_agent

ステッ

プ 8   
コンフィギュレーション

モードを開始します。

•アプリケーションのイ
ンストール時に定義し

た virtual-services-name
を使用します。

アプリケーションをアク

ティブ化します。

activate

例：
Device(config-virt-serv)# activate

ステッ

プ 9   

リブートおよびリスタート

時に実行コンフィギュレー

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config startup-config

ステッ

プ 10   
ションをスタートアップコ

ンフィギュレーションにコ

ピーして、変更を継続的に

保存します。

次の作業

これでアプリケーションの使用を開始できます。

一般的なトラブルシューティング情報の収集

以下に示すコマンドを使用して収集された情報は、トラブルシューティングのためにシスコテク

ニカルサポートに送信できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

このコマンドは、仮想化マ

ネージャ（VMAN）プロセス
の状態を表示します。

show system sysmgr service name vman

例：
Device# show system sysmgr service name vman

ステップ 1   

Service "vman" ("vman", 209):
UUID = 0x49B, PID = 3283, SAP = 808
State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at

time Tue Mar 5 01:11:41 2013).
Restart count: 1
Time of last restart: Tue Mar 5 01:11:41

2013.
The service never crashed since the last

reboot.
Tag = N/A
Plugin ID: 0

show system virtual-service event-history debugステップ 2   

例：
Device# show system virtual-service event-history
debug

1) Event:E_VMAN_MSG, length:42, at 373061 usecs
after Thu May 9 20:03:45 2013

(debug): Queueing unprocessed MTS message

2) Event:E_VMAN_MSG, length:42, at 92367 usecs after
Thu May 9 19:53:29 2013

(debug): Queueing unprocessed MTS message

3) Event:E_VMAN_MSG, length:42, at 300136 usecs
after Thu May 9 19:53:21 2013

(debug): Queueing unprocessed MTS message

4) Event:E_VMAN_MSG, length:42, at 56305 usecs after
Thu May 9 19:51:22 2013

(debug): Queueing unprocessed MTS message

5) Event:E_VMAN_MSG, length:91, at 209708 usecs
after Thu May 9 09:57:23 2013

(debug): Storage(MB): pools(265) committed(275)
quota(600) credit(0), libvirt is connected

6) Event:E_VMAN_MSG, length:70, at 209700 usecs
after Thu May 9 09:57:23 2013

(debug): Disk space committed by pool
virt_strg_pool_bf_vdc_1 = 275MB
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドはVMANの設定
に関する情報を含んでいま

す。

show logging level virtual-service

例：
Device# show logging level virtual-service

ステップ 3   

Facility Default Severity Current
Session Severity
-------- ----------------
------------------------
virtual-service 5 5

0(emergencies) 1(alerts) 2(critical)
3(errors) 4(warnings)
5(notifications)
6(information) 7(debugging)

このコマンドは、ログファイ

ルのVMANロギングの設定と
内容を表示します。

show logging lastnumber-of_-ines|includeVMAN

例：
Device# show logging last 100 | include VMAN

ステップ 4   

2013 May 8 18:31:26 n3k-202-194-2
%VMAN-2-INSTALL_STATE: Successfully installed
virtual service 'openflow_agent'
2013 May 8 18:57:15 n3k-202-194-2
%VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully activa
ted virtual service 'openflow_agent'
2013 May 8 18:57:15 n3k-202-194-2
%VMAN-5-VIRT_INST: LOG FROM VIRTUAL SERVICE n
3k: OVS: sw1<->tcp:10.86.201.161:6633%management:
connected
2013 May 9 14:58:47 n3k-202-194-2
%VMAN-5-VIRT_INST: LOG FROM VIRTUAL SERVICE n
3k: OVS: sw1<->tcp:10.44.94.173:6633%management:
connected
2013 May 9 15:00:05 n3k-202-194-2
%VMAN-5-VIRT_INST: LOG FROM VIRTUAL SERVICE n
3k: OVS: sw1<->tcp:10.168.1.31:7777: connected

アプリケーションログまたは

コアファイルを指定された宛

virtual-servicemove namevirtual-services-name[core | log]
todestination-url

例：
Device# virtual-service move name openflow_agent
core to bootflash:/

ステップ 5   

先の場所に移動します。この

コマンドは、コンテナ内で実

行されているアプリケーショ

ンに問題がある（ただし、コ

ンテナは想定どおりに動作す

る）場合に使用できます。

このコマンドは、トレース

バッファのトレース設定を表

示します。

show mgmt-infra trace settings vman_trace

例：
Device# show mgmt-infra trace settings vman_trace

ステップ 6   

One shot Trace Settings:

Buffer Name: vman_trace
Default Size: 262144
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目的コマンドまたはアクション

Current Size: 262144
Traces Dropped due to internal error: Yes
Total Entries Written: 2513
One shot mode: No
One shot and full: No
Disabled: False

このコマンドは、トレース

バッファのサイズを設定しま

す。

set trace control vman_trace buffer-sizebuffer-sizeステップ 7   

このコマンドは、トレース

バッファをクリアします。

set trace control vman_trace clear [location active]ステップ 8   

このコマンドは、トレースレ

ベルを設定します。

set trace vman_trace level {debug | default | err | info |
warning} [location active]

ステップ 9   

仮想サービスコンテナアプリケーションの確認

手順

ステップ 1 show virtual-service [global]
このコマンドは、アプリケーションに割り当てられている使用可能メモリ、ディスク領域、およ

び CPUを表示します。

例：
Device# show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.3
Total virtual services installed : 1
Total virtual services activated : 1

Maximum memory for virtualization : 768 MB
Maximum HDD storage for virtualization : 0 MB
Maximum bootflash storage for virtualization : 600 MB
Maximum system CPU : 6%
Maximum VCPUs per virtual service : 1

Committed memory : 700 MB
Committed disk storage : 275 MB
Committed system CPU : 1%

Available memory : 68 MB
Available disk storage : 165 MB
Available system CPU : 5%
Machine types supported : LXC
Machine types disabled : KVM

ステップ 2 show virtual-servicedetail[namevirtual-services-name]
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このコマンドは、接続デバイスなど、指定されたアプリケーションにコミットされているリソー

スのリストを表示します。

例：
Device# show virtual-service detail name openflow_agent

Virtual service openflow_agent detail
State : Activated
Package information
Name : ofa-0.1.0_46-n3000-SSA-k9.ova
Path : bootflash:/ofa-0.1.0_46-n3000-SSA-k9.ova
Application
Name : CiscoPluginForOpenFlow
Installed version : 1.1.0_fc1
Description : Cisco Plug-in for OpenFlow

Signing
Key type : Cisco release key
Method : SHA-1

Licensing
Name : None
Version : None

Resource reservation
Disk : 275 MB
Memory : 700 MB
CPU : 1% system CPU

Attached devices
Type Name Alias
---------------------------------------------
Watchdog watchdog-226.0
Serial/Trace serial3
Serial/Syslog serial2
Serial/aux
Serial/shell
Disk /mnt/core
Disk /mnt/ofa
Disk _rootfs

ステップ 3 show virtual-servicelist
このコマンドは、アプリケーションが使用したリソースの概要を表示します。

例：
Device# show virtual-service list
Virtual Service List:

Name Status Package Name
-----------------------------------------------------------------------
openflow_agent Activated ofa-0.1.0_46-n3000-SSA-k9.ova

ステップ 4 show virtual-servicestorage pool list
このコマンドは、仮想サービスコンテナで使用されるストレージロケーション（プール）の概要

を表示します。

例：
Device# show virtual-service storage pool list

Virtual-Service storage pool list

Name Pool Type Path
--------------------------------------------------------------------------
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virt_strg_pool_bf_vdc_1 directory /bootflash/virt_strg_pool_bf_vdc_1

ステップ 5 show virtual-servicestorage volume list
このコマンドは、仮想サービスコンテナのストレージボリューム情報の概要を表示します。

例：
Device# show virtual-service storage volume list

Virtual-Service storage volume list

Name Capacity In Use Virtual-Service
--------------------------------------------------------------------------------------
_rootfs.ofa 90 MB Yes ofa

ステップ 6 show virtual-serviceversion namevirtual-services-nameinstalled
このコマンドは、インストールされているアプリケーションのバージョンを表示します。

例：
Device# show virtual-service version name openflow_agent installed

Virtual service openflow_agent installed version:
Name : CiscoPluginForOpenFlow
Version : 1.1.0_fc1

ステップ 7 show virtual-service tech-support
関連するコンテナベースの情報をすべて表示します。

ステップ 8 show virtual-service redundancy state

例：
Device# show virtual-service redundancy state

Device# show virtual-service redundancy state
Virtual Service Redundancy State:

Switch No. Role Configure sync status OVA sync status
----------------------------------------------------------------------------
3 Active N/A N/A

仮想サービスの状態を表示します。

ステップ 9 show virtual-service utilization namevirtual-services-name

例：
cat4k-openflow1#sh virtual-service utilization name openflow_agent
Virtual-Service Utilization:

CPU Utilization:
CPU Time: 0 % (30 second average)
CPU State: R : Running

Memory Utilization:
Memory Allocation: 262144 Kb
Memory Used: 19148 Kb

Storage Utilization:
Name: _rootfs, Alias: _rootfs
RD Bytes: 0 WR Bytes: 0
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RD Requests: 0 WR Requests: 0
Errors: 0
Capacity(1K blocks): 89243 Used(1K blocks): 66976
Available(1K blocks): 17659 Usage: 80 %

Name: cisco, Alias: cisco
RD Bytes: 0 WR Bytes: 0
RD Requests: 0 WR Requests: 0
Errors: 0
Capacity(1K blocks): 861512 Used(1K blocks): 218216
Available(1K blocks): 643296 Usage: 26 %

Name: /mnt/ofa, Alias: /mnt/ofa
RD Bytes: 0 WR Bytes: 0
RD Requests: 0 WR Requests: 0
Errors: 0
Capacity(1K blocks): 4955 Used(1K blocks): 35
Available(1K blocks): 4664 Usage: 1 %

Name: /cisco/core, Alias: /cisco/core
RD Bytes: 0 WR Bytes: 0
RD Requests: 0 WR Requests: 0
Errors: 0
Capacity(1K blocks): 138119 Used(1K blocks): 91053
Available(1K blocks): 39935 Usage: 70 %

Name: /tmp1, Alias: /tmp1
RD Bytes: 0 WR Bytes: 0
RD Requests: 0 WR Requests: 0
Errors: 0
Capacity(1K blocks): 861512 Used(1K blocks): 218216
Available(1K blocks): 643296 Usage: 26 %

Name: /cisco123, Alias: /cisco123
RD Bytes: 0 WR Bytes: 0
RD Requests: 0 WR Requests: 0
Errors: 0
Capacity(1K blocks): 856308 Used(1K blocks): 19200
Available(1K blocks): 837108 Usage: 3 %

仮想サービスの使用率情報を表示します。

ステップ 10 show virtual-service utilization statistics CPU
仮想サービスの CPU使用率統計情報を表示します。

仮想サービスコンテナのトラブルシューティング

仮想サービスコンテナ内のアプリケーションのインストールのトラブルシューティング

問題 仮想サービスコンテナ内のアプリケーションのインストールが失敗します。

考えられる原因 アプリケーションのインストールはまだ進行中である可能性があります。

解決法 show virtual-service listコマンドを使用してインストールのステータスを確認します。次
に、アプリケーションがインストール済み状態である場合の出力例を示します。

Device# show virtual-service list

Virtual Service List:
Name Status Package Name
-------------------------------------------------------------------
multiova Activated multiova-working.ova
WAAS Installed ISR4451X-WAAS-5.2.0-b...

考えられる原因 同じ名前のアプリケーションがすでにインストールされています。
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解決法 show virtual-service listコマンドを使用して同じ名前のアプリケーションがインストール
されていないことを確認します。[Name]フィールドを参照してこれを確認できます。

考えられる原因 ターゲットメディアが取り付けられていません。さまざまな装置のターゲッ

トメディアを次に示します。

• 考えられる原因 Cisco Nexus 3000シリーズデバイス：ブートフラッシュ

解決法 show versionコマンドを使用して、ターゲットのメディアが取り付けられていることを確
認します。

Device# show version

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_serie
s_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.

Software
BIOS: version 1.2.0
loader: version N/A
kickstart: version 6.0(2)U1(1)
system: version 6.0(2)U1(1)
Power Sequencer Firmware:

Module 1: version v4.4
BIOS compile time: 08/25/2011
kickstart image file is: bootflash:///n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U1.0.78.bin
kickstart compile time: 5/7/2013 12:00:00 [05/07/2013 19:45:30]
system image file is: bootflash:///n3000-uk9.6.0.2.U1.0.78.bin
system compile time: 5/7/2013 12:00:00 [05/07/2013 20:54:48]

Hardware
cisco Nexus 3048 Chassis ("48x1GE + 4x10G Supervisor")
Intel(R) Celeron(R) CPU P450 with 3980876 kB of memory.
Processor Board ID FOC16434LJ2

Device name: n3k-202-194-2
bootflash: 2007040 kB

Kernel uptime is 0 day(s), 19 hour(s), 5 minute(s), 45 second(s)

Last reset at 132996 usecs after Wed May 8 18:27:54 2013

Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 6.0(2)U1(1)
Service:

plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin

考えられる原因 アプリケーションをインストールするための十分なスペースがありません。

解決法 dirコマンドを使用して十分なスペースがあることを確認します。

Device# dir bootflash:

407 May 08 21:35:52 2013 admin.rc.cli

OpenFlow 用 Cisco プラグイン構成ガイド 1.3    
59

仮想サービスコンテナ

仮想サービスコンテナの設定方法



1332 Feb 28 16:51:27 2013 bxmnt-n3k
3348 May 08 16:21:57 2013 config-sumana-08-may-13

2826744 Feb 13 15:00:49 2013 dd2
2826744 Jan 30 15:26:15 2013 dplug
10273827 Apr 10 03:09:52 2013 gdb
123496 Apr 10 03:12:46 2013 libexpat.so.0
2016 Feb 28 15:18:33 2013 linux-mount-setup-n3k

2826744 Jan 29 19:51:24 2013 lltor-dplug_md.bin
49152 Nov 29 00:52:45 2012 lost+found/
1903 Jan 11 16:08:49 2013 mts.log

31884800 Apr 01 18:40:52 2013 n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U1.0.36.bin
31864320 Apr 08 15:53:00 2013 n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U1.0.44.bin
32757760 May 08 16:37:08 2013 n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U1.0.78.bin
232540777 Apr 04 18:24:30 2013 n3000-uk9.6.0.2.U1.0.40.bin
232535711 Apr 08 15:51:49 2013 n3000-uk9.6.0.2.U1.0.44.bin
232632475 May 08 16:36:35 2013 n3000-uk9.6.0.2.U1.0.78.bin
53555200 May 08 15:37:44 2013 n3k_ofa.ova
55101440 Feb 28 20:27:39 2013 n3k_ofa.ova-gdb
52613120 Apr 04 18:26:55 2013 n3k_ofa.ova.port-channel2
58675200 Feb 01 14:47:44 2013 n3k_ofa.ova1
58675200 Feb 01 20:40:47 2013 n3k_ofa.ova31-6
2201210 Feb 27 20:30:02 2013 of_agent
56729600 May 08 16:41:33 2013 ofa-0.1.0_46-n3000-SSA-k9.ova

4096 Jan 29 17:52:15 2013 onep/
8552 Apr 04 18:10:50 2013 saveApril3
7536 Feb 28 19:08:06 2013 saveConfigFeb28
4096 Jan 29 00:48:00 2010 vdc_2/
4096 Jan 29 00:48:00 2010 vdc_3/
4096 Jan 29 00:48:00 2010 vdc_4/
4096 May 08 18:56:52 2013 virt_strg_pool_bf_vdc_1/
4096 Apr 09 20:24:06 2013 virtual-instance/

0 May 08 16:51:44 2013 virtual-instance-upgrade.conf
63 May 08 16:51:44 2013 virtual-instance.conf

Usage for bootflash://sup-local
1558257664 bytes used
90365952 bytes free

1648623616 bytes total

考えられる原因 コンテナのディスククォータが不足しています。

解決法 show virtual-services globalコマンドを使用して、仮想サービスに使用可能なディスク
クォータが十分であることを確認します。

Device# show virtual-service global

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.5
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 (%) 6 1 5
memory (MB) 256 256 0
bootflash (MB) 256 164 92

考えられる原因 無効なOVAパッケージがインストールに使用されました（無効なパッケージ/
解析エラー/無効なマシン指定エラー）。

解決法 デバイスにコピーされた OVAパッケージのサイズが FTPサーバの OVAパッケージと一
致することを確認します。詳細を互換性マトリックスで確認するか、シスコテクニカルサポート
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に問い合わせて、指定した OVAファイルがデバイスのオペレーティングシステムと互換性があ
り、破損していないことを確認します。

考えられる原因 不明な原因で仮想サービスコンテナが正常にインストールされません。

解決法 仮想サービスコンテナをアンインストールします。問題が続く場合は、一般的なトラブ

ルシューティング情報を収集し、シスコテクニカルサポートに問い合わせてください。詳細につ

いては、一般的なトラブルシューティング情報の収集, （52ページ）を参照してください。

仮想サービスコンテナ内のアプリケーションのアクティベーションのトラブルシューティング

問題 仮想サービスコンテナ内のアプリケーションのアクティベーションが失敗します。

考えられる原因 アプリケーションのアクティベーションはまだ進行中である可能性がありま

す。

解決法 show virtual-service listコマンドを使用してアクティベーションのステータスを確認しま
す。次に、アプリケーションがアクティブ状態である場合の出力例を示します。

Device# show virtual-service list

Virtual Service List:
Name Status Package Name
-------------------------------------------------------------------
WAAS Activated ISR4451X-WAAS-5.2.0-b...

考えられる原因 アプリケーションのアクティベーションに十分なリソースが仮想サービスコ

ンテナにありません。

解決法 メモリ、ディスク容量、CPU使用率を含めて、仮想化に十分なリソースがデバイスにあ
るかどうかを確認します。show virtual-serviceコマンドを使用して、仮想化のリソース要件を確
認できます。

Device# show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.5
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 (%) 6 1 5
memory (MB) 256 256 0
bootflash (MB) 256 164 92

考えられる原因 不明な原因でアプリケーションが適切にアクティブ化されません。
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解決法 アプリケーションを非アクティブ化し、アンインストールします。問題が続く場合は、一

般的なトラブルシューティング情報を収集し、シスコテクニカルサポートに問い合わせてくださ

い。詳細については、一般的なトラブルシューティング情報の収集, （52ページ）を参照してく
ださい。

仮想サービスコンテナ内のアプリケーションのアンインストールのトラブルシューティング

問題 仮想サービスコンテナからのアプリケーションのアンインストールが失敗します。

考えられる原因 アンインストールしようとしているアプリケーションの非アクティブ化が完

了していません。

解決法 show virtual-service listコマンドを使用してアプリケーションのアクティベーションのス
テータスを確認します。次に、アプリケーションが非アクティブ状態であり、アンインストール

できる場合の出力例を示します。

Device# show virtual-service list

Virtual Service List:
Name Status Package Name
-------------------------------------------------------------------
WAAS Deactivated ISR4451X-WAAS-5.2.0-b...

考えられる原因 不明な原因でアプリケーションが正常にアンインストールされません。

解決法 最後の手段として、deleteコマンドを使用して、virtual-instance.confを削除して
からデバイスをリロードします。

Device# delete bootflash:virtual-instance.conf
Device# reload

解決法 問題が続く場合は、一般的なトラブルシューティング情報を収集し、シスコテクニカル

サポートに問い合わせてください。詳細については、一般的なトラブルシューティング情報の収

集, （52ページ）を参照してください。

仮想サービスコンテナ内のアプリケーションの非アクティブ化のトラブルシューティング

問題 アプリケーションの非アクティブ化が失敗します。

考えられる原因 非アクティブ化されたアプリケーションがアクティブになりません。

解決法 show virtual-service listコマンドを使用してアプリケーションのアクティベーションのス
テータスを確認します。次に、アプリケーションがアクティブ状態にあり、非アクティブ化でき

るときの、show virtual-service listの出力例を示します。

Device# show virtual-service list

Virtual Service List:
Name Status Package Name
-------------------------------------------------------------------
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oneFW Activated iosxe-cx-9.0.2-hudson...

考えられる原因 非アクティブ化に時間がかかります（5分）。

解決法 アプリケーションのディレクトリが使用中かどうかを確認してください。デバイスのアプ

リケーションファイルシステムディレクトリを開いているシェルがないことを確認します。

考えられる原因 不明な原因でアプリケーションが正常に非アクティブ化されません。

解決法 最後の手段として、アプリケーションをアンインストールし（まだアンインストールして

いなかった場合）、deleteコマンドを使用して、virtual-instance.confコンフィギュレー
ションファイルを削除し、デバイスをリロードします。この手順は、仮想サービスコンテナにイ

ンストールされたすべてのアプリケーションを削除します。

Device# delete bootflash:virtual-instance.conf
Device# reload

解決法 問題が続く場合は、一般的なトラブルシューティング情報を生成し、シスコテクニカル

サポートに問い合わせてください。詳細については、一般的なトラブルシューティング情報の収

集, （52ページ）を参照してください。

仮想サービスコンテナの設定例

例：OpenFlow 用 Cisco プラグイン仮想サービスコンテナのインストール設定
Device# enable
Device# copy scp://myserver.com/downloads/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova
bootflash:/ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova
Device# virtual-service install name openflow_agent package
bootflash:ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova
Device# configure terminal
Device(config)# virtual-service openflow_agent
Device(config-virt-serv)# activate
Device(config-virt-serv)# end
Device# copy running-config startup-config

例：OpenFlow 用 Cisco プラグイン仮想サービスコンテナのインストール設定の確認
Device# show virtual-service list
Virtual Service List:

Name Status Package Name
-----------------------------------------------------------------------
openflow_agent Installed ofa-1.0.0-n3000-SPA-k9.ova
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仮想サービスコンテナの追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Cisco Nexus3000シリーズは、
コマンドリファレンススイッチ.

Ciscoコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアルおよびツールをダウンロードで

きます。これらのリソースは、シスコの製品や

テクノロジーに関する技術的問題をトラブル

シュートして解決するために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

仮想サービスコンテナの機能情報

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。

   OpenFlow 用 Cisco プラグイン構成ガイド 1.3
64

仮想サービスコンテナ

仮想サービスコンテナの追加情報

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


表 3：仮想サービスコンテナの機能情報

機能情報リリース機能名

OpenFlow用 Ciscoプラグイン
はデバイスのオペレーティング

システムレベルの仮想サービ

スコンテナ内で実行されます。

OpenFlow用 Ciscoプラグイン
は、Open Virtual Application
（OVA）に含めて提供されま
す。OVAパッケージは、CLI
を介してデバイスにインストー

ルされ、有効にされます。

仮想サービスコンテナ

用語集

アプリケーション

デバイス上の仮想サービスコンテナにインストールされてここからホストされているアプ

リケーションです。

コンテナ

仮想サービスコンテナの別名です。

ゲスト

コンテナ内で実行されているアプリケーションインスタンスです。

ホスト

デバイスにインストールされているオペレーティングシステムです。

KVM

カーネル仮想マシン。これは Linuxカーネルの仮想化インフラストラクチャです。

LxC

Linuxコンテナ。ゲストとホストカーネルを共有する一方で名前空間の拡張機能をカーネル
に提供する、オペレーティングシステムの仮想化技術です。
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論理スイッチ

デバイス上に設定され、コントローラ上に定義されたフローを使用する外部コントローラに

よって制御されている OpenFlow用 Ciscoプラグインスイッチです。

OVA

これは、Open Virtual Applicationです。コンテナ内にアプリケーションと関連メタファイル
をインストールするのに使用するソフトウェアパッケージです。これは、拡張子 .ovaを持
つ tarファイルです。

物理スイッチ

OpenFlow用 Ciscoプラグインアプリケーションがインストールされ、展開されている物理
デバイスです。

仮想マシン

仮想サービスコンテナの別名です。

仮想サービス

仮想サービスコンテナの別名です。

仮想サービスコンテナ

これは、アプリケーションをホストできるデバイス上の仮想化環境です。シスコデバイス

上の仮想化環境は、Cisco仮想サービスコンテナと呼ばれます。

VMAN

これは、仮想化マネージャです。仮想サービスコンテナを管理し、ホストプロセスとして

実行されるプロセスです。

   OpenFlow 用 Cisco プラグイン構成ガイド 1.3
66

仮想サービスコンテナ

用語集


	OpenFlow 用 Cisco プラグイン構成ガイド 1.3
	目次
	はじめに
	対象読者
	表記法
	Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料
	マニュアルに関するフィードバック
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

	OpenFlow 用 Cisco プラグイン
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン の前提条件
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン の制約事項
	OpenFlow 用 Cisco プラグインの詳細
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン 機能のサポート
	OpenFlow について
	OpenFlow 用 Cisco プラグインの動作
	OpenFlow コントローラの操作
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン および仮想サービス コンテナ
	OFA の解放

	OpenFlow 用 Cisco プラグイン の設定方法
	物理デバイス パラメータの設定
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン のハードウェア サポートの有効化
	フロー エントリの数の調整（Nexus 3000 シリーズおよび Nexus 3100 シリーズ）
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン 論理スイッチのグローバル変数の設定
	コントローラに送信されるパケットのコントロール プレーン ポリシングの設定

	コントローラへのルートの指定
	物理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定
	管理インターフェイスによるコントローラへのルートの指定

	OpenFlow 用 Cisco プラグイン 論理スイッチのインターフェイスの設定
	レイヤ 2 モードでの物理インターフェイスの設定
	ポート チャネル インターフェイスの設定

	OpenFlow 用 Cisco プラグイン のインストールとアクティブ化
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン 論理スイッチの設定
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン の確認

	OpenFlow 用 Cisco プラグイン の設定例
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン の追加情報
	OpenFlow 用 Cisco プラグイン の機能情報


	仮想サービス コンテナ
	仮想サービス コンテナ
	仮想サービス コンテナの前提条件
	仮想サービス コンテナに関する情報
	仮想サービス コンテナとアプリケーション

	仮想サービス コンテナの設定方法
	仮想サービス コンテナへのアプリケーションのインストールとアクティブ化
	仮想サービス コンテナからのアプリケーションの非アクティブ化とアンインストール
	仮想サービス コンテナ内のアプリケーションのアップグレード
	一般的なトラブルシューティング情報の収集
	仮想サービス コンテナ アプリケーションの確認
	仮想サービス コンテナのトラブルシューティング
	仮想サービス コンテナ内のアプリケーションのインストールのトラブルシューティング
	仮想サービス コンテナ内のアプリケーションのアクティベーションのトラブルシューティング
	仮想サービス コンテナ内のアプリケーションのアンインストールのトラブルシューティング
	仮想サービス コンテナ内のアプリケーションの非アクティブ化のトラブルシューティング


	仮想サービス コンテナの設定例
	仮想サービス コンテナの追加情報
	仮想サービス コンテナの機能情報
	用語集



