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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 1：OpenFlow 用シスコプラグインリリース 2.0.2 の新機能および変更された機能

変更されたリリース説明機能

Cisco NX-OSリリース
7.3(0)D1(1)で追加されました。

このリリースで追加されまし

た。

OpenFlow用シスコプラグイン
リリース 2.0.2
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第 2 章

OpenFlow 用シスコプラグイン

• OpenFlow用シスコプラグイン, 3 ページ

OpenFlow 用シスコプラグイン
OpenFlow用シスコプラグイン Release 2.0.2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、OpenNetworking
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 用シスコプラグインの前提条件
• OpenFlow用シスコ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
用シスコプラグインなど、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 2：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

Extensible Network Controller
（XNC）1.0、POX、または
Ixiaの各コントローラ

OpenFlow 1.0

Ixiaまたは OpenDaylightOpenFlow 1.3

OpenFlow 用シスコプラグインの制約事項
•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用シスコプラグイン論理スイッチに設定できません。

• OpenFlow用シスコプラグインはデフォルト VDCでサポートされていません。

• OpenFlowハイブリッドスイッチ統合モデルはサポートされていません。OpenFlowハイブ
リッドスイッチモデル（ships-in-the-night）では、仮想デバイスコンテキスト（VDC）によ
る物理ポートの分割がサポートされています。OpenFlowポートと非OpenFlowポートは、異
なる VDCで設定する必要があります。

•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。

•ルーティングプロトコルおよびスイッチングプロトコルは、OpenFlowVDCが割り当てられ
ているインターフェイスで有効にしないでください。

• 1つの OpenFlow VDCに設定できるフローの最大数は 3000です。

OpenFlow 用シスコプラグインの詳細

OpenFlow 用シスコプラグイン機能のサポート
次に、OpenFlow用シスコプラグインでサポートされるOpenFlow 1.3の機能のサブセットを示し
ます。
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追加の注意事項サポートされる機能

OpenFlowハイブリッドモデル（Ships-In-Night）
は、仮想デバイスコンテキスト（VDC）で物理
ポート分離を使用してサポートされます。

OpenFlowはデバイスとポートのサブセットで
有効化できるため、ネットワークの一部で

OpenFlowを有効にし、ネットワークの残りは
従来型の転送ルールを使用して引き続き動作す

るようできます。ただし、デバイスのOpenFlow
ポートと非OpenFlowポートは、異なるVDCで
設定する必要があります。

OpenFlowハイブリッド（統合）スイッチタイ
プはサポートされていません。

OpenFlowハイブリッドスイッチ
（Ships-In-Night）タイプは、OpenFlow 1.3パ
ケット形式を使用してサポートされますが、い

くつかの制約があります。

• OpenFlowは最大 7つの専用VDCでインス
トールおよび有効化できます（デバイスに

必要な空間がある場合）。

• OpenFlow用には、デフォルト以外のVDC
を使用する必要があります。

OpenFlow用の専用仮想デバイスコンテキスト
（VDC）

•各 OpenFlow用シスコプラグイン VDCは
1つのコントローラに接続できます。7つ
の VDCを使用して最大 8つのコントロー
ラに接続できます。

•接続は、 TCPを経由します。

• VDCのすべてのコントローラで同じバー
ジョンのOpenFlow（1.3以前）が動作して
いる必要があります。

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

•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、次のパイプラインをサ
ポートします。

◦パイプライン 321は、L2 MAC転送
テーブルをサポートします。

◦パイプライン 322は、IPv4と IPv6の
転送テーブル、ARP転送テーブル、
L2MAC転送テーブルをサポートしま
す。

OpenFlow用シスコプラグイン論理スイッチ用
のパイプライン

パケットのEtherTypeにより、転送テーブルと、
対応する一致基準およびアクション基準が決定

します。EtherTypeはパイプライン 322では必
須です。

EtherTypeセレクタベースのテーブル検索

物理インターフェイスとポートチャネルイン

ターフェイス。

サポートされるインターフェイスタイプ

    OpenFlow 用シスコプラグインリリース 2.0.2 構成ガイド、Cisco Nexus 7000 シリーズ
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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：

•送信元MACアドレス

•宛先MACアドレス

•イーサネットタイプ（内部のみ）

•入力ポート

• VLANのプライオリティコードポイント

• VLAN ID（制約あり）

パケットに VLANタグ（EtherType
0x8100）が含まれている場合、外部
EtherTypeは無視され、一致は、
VLAN ID、VLANプライオリティ、
または内部EtherTypeを使用して行わ
れます。

（注）

サポートされるアクション基準：

•複数のポートへの出力（最大8つのポート
をサポート）

•コントローラへの出力

• VLAN IDの設定

• VLAN IDの除去

•ドロップ

L2転送テーブル（EtherType = *）（パイプライ
ン 321）
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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：

• EtherType（必須）

• IPプロトコル

•レイヤ 4の送信元ポート（TCPまたは
UDP）

•レイヤ4の宛先ポート（TCPまたはUDP）

•入力ポート

サポートされるアクション基準：

•複数のポートへの出力（最大8つのポート
をサポート）

•コントローラへのパント
コントローラへのパントは、い

ずれの変更アクションとも組み

合わせることはできません。

（注）

•送信元MACアドレス（SMAC）の設定

•宛先MACアドレス（DMAC）の設定

• VLAN IDの設定

• VLAN IDの除去

•ドロップ
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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：

• EtherType（必須）

• IPプロトコル

•レイヤ 4の送信元ポート（TCPまたは
UDP）

•レイヤ4の宛先ポート（TCPまたはUDP）

•入力ポート

サポートされるアクション基準：

•複数のポートへの出力（最大8つのポート
をサポート）

•コントローラへのパント
コントローラへのパントは、い

ずれの変更アクションとも組み

合わせることはできません。

（注）

•送信元MACアドレス（SMAC）の設定

•宛先MACアドレス（DMAC）の設定

• VLAN IDの設定

• VLAN IDの除去

•ドロップ

サポートされる一致基準：

• EtherType（必須）

•入力ポート

サポートされるアクション基準：

•複数のポートへの出力（最大8つのポート
をサポート）

•コントローラへのパント

•ドロップ

ARP転送テーブル（EtherType = 0x806）（パイ
プライン 322）
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追加の注意事項サポートされる機能

パケットが上記のテーブルのいずれのフローに

も一致しない場合、各テーブルのデフォルトの

アクションは次のとおりです。

• L2転送テーブル -ドロップ

• IPv4または IPv6の転送テーブル -宛先と
同じサブネット上のポートへの出力

また、必要に応じて、デフォルトアクションを

コントローラに設定できます。

デフォルトアクション

「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 v1.3メッセージタイプ

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。

•複数の VLANアクションは、サポートさ
れません。

•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。

最後のアクションが有効になります。たと

えば、set VLAN後の strip VLANや複数の
set VLANです。

•ポートへの出力アクションを、コントロー
ラへのパントアクションやドロップアク

ションと組み合わせることはできません。

複数のアクション

ポート単位：受信パケット数、送信パケット

数、受信バイト数、送信バイト数、受信ドロッ

プ数、転送ドロップ数、受信エラー数、送信エ

ラー数、受信フレームアラインメントエラー

数、受信オーバーランエラー数、コリジョン

数、期間（秒単位）、期間（ナノ秒単位）。

フロー単位およびテーブル単位のカ

ウンタはサポートされません。

（注）

OpenFlow 1.3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用シスコ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用シスコプラグイン2.0.2は、OpenFlow用シスコプラグインRelease 2.0.2を示します。

コントローラとして使用できるのは Extensible Network Controller（XNC）1.0か、OpenFlow 1.3と
互換性のある任意のコントローラです。

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 用シスコプラグインの動作
OpenFlow用シスコプラグインでは、OpenFlow用シスコ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用シスコプラグインでは、
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用シスコプ
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
含むフローを挿入します。OpenFlow用シスコプラグインでは、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。
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OpenFlow 用シスコプラグインおよび仮想サービスコンテナ
OpenFlow用シスコ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用シスコプラグイン仮想サービスコンテナは、Open
VirtualApplication（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。

OpenFlow 用シスコ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用シスコプラグインの前提条件, （3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

この項の構成は、次のとおりです。

OpenFlow 用シスコ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用シスコ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用シスコプラグイン論理スイッチの設定, （19ページ）セクションで OpenFlow
用シスコプラグイン論理スイッチのポートとして追加します。

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, （13
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, （14
ページ）を参照してください。

コントローラの IPアドレスは、OpenFlow用シスコプラグイン論理スイッチの設定, （19ペー
ジ）セクションで設定します。
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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

手順の概要

1. configure terminal
2. interfacetype number
3. no switchport
4. ip addressip-addressmask
5. exit
6. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0next-hop
7. exit
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

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 1   

物理インターフェイスを設定します。ここで使用されるイ

ンターフェイスは OpenFlow用シスコプラグインポート
にしないでください。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface Ethernet2/2

ステップ 2   

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 3   

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 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   

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 0.0.0.0next-hop

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

ステップ 6   
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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終了し、特

権 EXECモードを開始します。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 7   

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することで、変更を永続的に保存

します。

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

次の作業

OpenFlow用シスコ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

手順の概要

1. configure terminal
2. interface mgmtmanagement-interface-name number
3. ip addressip-addressmask
4. exit
5. vrfcontext management
6. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0next-hop
7. exit
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

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 1   

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

ステップ 2   

例：
Device(config)# interface mgmt0
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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 3   

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 4   

管理 Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタン
スを設定し、VRFコンフィギュレーションモードを開
始します。

vrfcontext management

例：
Device(config)# vrf context management

ステップ 5   

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 0.0.0.0next-hop

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

ステップ 6   

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 7   

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することで、変更を永続的に

保存します。

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

次の作業

OpenFlow用シスコ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 用シスコ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用シスコ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用シスコプラグイン論理スイッチの設定, （19ページ）セクションで OpenFlow
用シスコプラグイン論理スイッチのポートとして追加します。
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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用シスコ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。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface Ethernetslot port
3. switchport
4. switchport mode trunk
5. mac packet-classify
6. switchport mode trunk allowed vlan [vlan-list]
7. no shutdown
8. end
9. copy running-config startup-config

手順の詳細

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 1   

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 Ethernetslot port

例：
Device(config)# interface Ethernet2/2

ステップ 2   

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 3   

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 4   

•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。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのMACパケット分類をイネーブルにし
ます。

mac packet-classify

例：
Device(config-if)# mac
packet-classify

ステップ 5   

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。

switchport mode trunk allowed vlan
[vlan-list]

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

ステップ 6   

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 7   

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 8   

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することで、変更を永続的に保存

します。

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 9   

次の作業

OpenFlow用シスコ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用シスコプラグイ
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。

レイヤ 3 モードでの物理インターフェイスの設定

レイヤ 3モードのOpenFlow用シスコ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。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface type slot/port
3. no shutdown
4. end
5. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 1   

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 slot/port

例：
Device(config)# interface Ethernet1/1
Device(config)# interface port-channel
101

ステップ 2   

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 3   

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 4   

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することで、変更を永続

的に保存します。

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次の作業

OpenFlow用シスコ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用シスコプラグイ
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。

OpenFlow 用シスコプラグインのインストールとアクティブ化
OpenFlow用シスコプラグインは、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用シスコプラグインは、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用シスコ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
の前提条件, （29ページ）を参照してください。OpenFlow用シスコプラグインソフトウェアの
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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用シスコ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, （31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用シスコ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, （32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用シスコ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, （34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用シスコプラグイン論理スイッチを設定します。

OpenFlow 用シスコ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用シスコプラグイン論理スイッチと IPアドレスを設
定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. OpenFlow
3. switchlogical-switch-id
4. pipeline pipeline-id
5. 次のいずれかを実行します。

• of-port interfaceinterface-name

6. protocol-version version-info
7. controller ipv4ip-address [port tcp-port] [ vrfvrf-name] security{none | tls}
8. （任意） logging flow-mod
9. （任意） probe-interval probe-interval
10. （任意） rate-limit packet_in controller-packet-rate burst maximum-packets-to-controller
11. （任意） max-backoff backoff-timer
12. end
13. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 1   

OpenFlow用シスコプラグインモードを開始します。OpenFlow

例：
Device(config)# openflow

ステップ 2   

レイヤ 2（デフォルト）スイッチング操作に使用される論理スイッチ
用に IDを指定し、論理スイッチコンフィギュレーションモードを開
始します。

switchlogical-switch-id

例：
Device(config-ofa)# switch 1

ステップ 3   

•サポートされる唯一の論理スイッチ IDは 1です。

パイプラインを設定します。pipeline pipeline-id

例：

ステップ 4   

•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。

•有効値は 321と 322です。

OpenFlow用シスコ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 5   

• 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おり、例に示してあるような内容で

例：
あることを確認します。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。
物理インターフェイスの場合：

•インターフェイスは、OpenFlow用シスコ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。

•インターフェイスが OpenFlow用シスコプラグインのポートと
して設定されている場合は、modeopenflow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用シスコプラ
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用シスコ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、mode openflow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用シスコ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。
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目的コマンドまたはアクション

•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 6   

•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。

◦ 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。

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

例：

ステップ 7   

•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。
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目的コマンドまたはアクション

（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 8   

•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 9   

•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 10   

•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用シスコプラグイン用です。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。

（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 11   

•デフォルト値は 8です

•有効な範囲は 1～ 65535です。

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 12   
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目的コマンドまたはアクション

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

ンにコピーすることで、変更を永続的に保存します。

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 13   

次の作業

OpenFlow用シスコプラグインを確認します。

OpenFlow 用シスコプラグインの確認

手順の概要

1. show openflow copyright
2. show openflowswitchswitch-id
3. show openflowswitchswitch-idcontrollers [stats]
4. show openflowswitchswitch-idports [hidden]
5. show openflowswitchswitch-idflows [table-id table-id][configured | controller | default | fixed | pending

| pending-del] [ brief | summary]
6. show openflowswitchswitch-idstats
7. show interfacestype numbercounters
8. show logging lastnumber-of-lines
9. show running-config | section openflow
10. show openflow hardware capabilities

手順の詳細

ステップ 1 show openflow copyright
OpenFlow用シスコ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
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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用シスコプラグイン論理スイッチに関する情報を表示します。

例：

ステップ 3 show openflowswitchswitch-idcontrollers [stats]
OpenFlow用シスコ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: 3
Controller: 1
10.1.1.2:6653
Protocol: tcp
VRF: default
Connected: No
Role: Master
Negotiated Protocol Version: disconnected
Last Alive Ping: N/A
last_error:No route to host
state:BACKOFF

Controller: 2
5.30.26.111:6800
Protocol: tcp
VRF: management
Connected: No
Role: Master
Negotiated Protocol Version: disconnected
Last Alive Ping: N/A
last_error:Connection timed out
state:CONNECTING
sec_since_disconnect:14

Controller: 3
10.1.1.2:6653
Protocol: tcp
VRF: management
Connected: No
Role: Master
Negotiated Protocol Version: disconnected
Last Alive Ping: N/A
last_error:Connection timed out
state:CONNECTING
sec_since_disconnect:13

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: 3
Controller: 1
address : tcp:10.1.1.2:6653
connection attempts : 3009
successful connection attempts : 0
flow adds : 0
flow mods : 0
flow deletes : 0
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flow removals : 0
flow errors : 0
flow unencodable 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

Controller: 2
address : tcp:5.30.26.111:6800%management
connection attempts : 1506
successful connection attempts : 0
flow adds : 0
flow mods : 0
flow deletes : 0
flow removals : 0
flow errors : 0
flow unencodable 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

Controller: 3
address : tcp:10.1.1.2:6653%management
connection attempts : 1506
successful connection attempts : 0
flow adds : 0
flow mods : 0
flow deletes : 0
flow removals : 0
flow errors : 0
flow unencodable 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

ステップ 4 show openflowswitchswitch-idports [hidden]
OpenFlow用シスコ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：

ステップ 5 show openflowswitchswitch-idflows [table-id table-id][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 configured

Logical Switch Id: 1
Total flows: 1

Flow: 1
Match:
Actions: drop
Priority: 0
Table: 0
Cookie: 0x0
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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用シスコ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：

ステップ 7 show interfacestype numbercounters
OpenFlow用シスコプラグイン論理スイッチに対して定義されている、指定されたポートの送受信統計情
報を表示します。

例：

ステップ 8 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。

ステップ 9 show running-config | section openflow
OpenFlow用シスコプラグインに対して行われた設定を表示します。

例：

ステップ 10 show openflow hardware capabilities
OpenFlow用シスコプラグイン設定を表示します。

例：

OpenFlow 用シスコプラグインの設定例

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

例：OpenFlow 用シスコ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用シスコ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。
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OpenFlow 用シスコ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コマンド

標準および RFC

Title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

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 用シスコ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。
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表 3：OpenFlow 用シスコプラグインの機能情報

機能情報リリース機能名

OpenFlow用シスコプラグイン
は OpenFlow 1.0をサポートし
ており、ネットワークをより

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

力を持つようにするために役立

ちます。

OpenFlow用シスコプラグイン
リリース 2.0.2

OpenFlow用シスコプラグイン
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第 3 章

仮想サービスコンテナ

• 仮想サービスコンテナ, 29 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用シスコ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
用シスコプラグインなど、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用シスコプラグインは、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, （31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, （32
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, （34ページ）

•一般的なトラブルシューティング情報の収集, （37ページ）

•仮想サービスコンテナアプリケーションの確認 , （39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。

手順の概要

1. enable
2. copyfrom://source-directory-urldestination-directory-url
3. virtual-service install namevirtual-services-namepackagefile
4. configure terminal
5. virtual-servicevirtual-services-name
6. activate
7. end
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
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
パッケージをダウンロードします。値は次

のとおりです。

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   

• sftp:

• tftp:

• ftp:

• http:

• bootflash:

指定された場所からデバイスに OVAパッ
ケージをインストールします。ovaファイル

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   

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 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。

•次の手順に進む前に showvirtual-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

ドを終了し、特権 EXECモードを開始しま
す。

end

例：
Device(config-virt-serv)# end

ステップ 7   

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 8   

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。

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。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. virtual-servicevirtual-services-name
4. no activate
5. no virtual-servicevirtual-services-name
6. end
7. virtual-service uninstall namevirtual-services-name
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
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）。

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。
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目的コマンドまたはアクション

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   

•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 8   

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）
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手順の概要

1. enable
2. copyfrom://source-directory-urldestination-directory-url
3. configure terminal
4. virtual-servicevirtual-services-name
5. no activate
6. end
7. virtual-service upgrade namevirtual-services-namepackagefile
8. configure terminal
9. virtual-servicevirtual-services-name
10. activate
11. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
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
パッケージをダウンロードします。値は次

のとおりです。

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   

• sftp:

• tftp:

• ftp:

• http:

• bootflash:

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   

指定されたアプリケーションを設定するた

めの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 4   
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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。

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 5   

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   

指定された OVAファイルを使用してアプ
リケーションをアップグレードします。

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 7   

•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。

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 8   

指定されたアプリケーションの設定用の仮

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 9   

•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 10   
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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

copy running-config startup-config

例：
Device# copy running-config startup-config

ステップ 11   

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。

手順の概要

1. show system sysmgr service name vman
2. virtual-service move namevirtual-services-name[core | log] todestination-url
3. show mgmt-infra trace settings vman_trace
4. set trace control vman_trace buffer-sizebuffer-size
5. set trace control vman_trace clear [location active]
6. set trace vman_trace level {debug | default | err | info | warning} [location active]

手順の詳細

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
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目的コマンドまたはアクション

アプリケーションログまたはコアファイルを

指定された宛先の場所に移動します。このコ

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

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

ステップ 2   

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 3   

One shot Trace Settings:

Buffer Name: vman_trace
Default Size: 262144
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 4   

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 5   

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 6   
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仮想サービスコンテナアプリケーションの確認

手順の概要

1. show virtual-service [global]
2. show virtual-servicedetail[namevirtual-services-name]
3. show virtual-servicelist
4. show virtual-servicestorage pool list
5. show virtual-servicestorage volume list
6. show virtual-serviceversion namevirtual-services-nameinstalled
7. show virtual-service tech-support
8. show virtual-service redundancy state
9. show virtual-service utilization namevirtual-services-name
10. show virtual-service utilization statistics CPU

手順の詳細

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：

ステップ 2 show virtual-servicedetail[namevirtual-services-name]
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：

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：

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
--------------------------------------------------------------------------

OpenFlow 用シスコプラグインリリース 2.0.2 構成ガイド、Cisco Nexus 7000 シリーズ
39

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



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
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RD Bytes: 0 WR Bytes: 0
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...
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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。

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

• 考えられる原因 Cisco 4500シリーズデバイス：ブートフラッシュ

• 考えられる原因 Cisco 3850および 3650デバイス：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。
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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
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
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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

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, （37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
--------------------------------------------------------------
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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。

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, （37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, （37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。
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Device# show virtual-service list

Virtual Service List:
Name Status Package Name
-------------------------------------------------------------------
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, （37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 用シスコ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 用シスコ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コマンド

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。

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。
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表 4：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用シスコプラグイン
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用シスコプラグイン
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用シスコ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用シスコ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。
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