
 

 

C H A P T E R 6

Cisco vWAAS on RHEL KVM および KVM 
CentOS

この章では、Cisco vWAAS でサポートされているハイパーバイザと、Cisco vWAAS に各ハイパー
バイザをインストールする手順について説明します。以下のセクションがあります。

• vWAAS on RHEL KVM について

• サポートされるプラットフォーム、ソフトウェア バージョン、ディスク タイプ

• vWAAS on KVM のシステム要件

• WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM

• WAAS バージョン 6.4.1 以降の vWAAS on RHEL KVM

• CentOS での vWAAS on KVM/KVM の動作ガイドライン

• vWAAS on KVM のアップグレード/ダウングレード ガイドライン

vWAAS on RHEL KVM について
Cisco vWAAS on RHEL KVM (Red Hat Enterprise Linux カーネル ベースの仮想マシン) は、KVM 
ハイパーバイザで動作する仮想 WAAS アプライアンスです。Cisco vWAAS on RHEL KVM ソ
リューションは、Cisco UCS-E シリーズおよび ENCS-5400 シリーズで動作する ISR-WAAS およ
び vWAAS の機能を拡張します。

• Cisco vWAAS on RHEL KVM は、WAAS バージョン 6.2.1 以降の vWAAS で利用可能です。

• CentOS（Linux Community Enterprise オペレーティング システム）での Cisco vWAAS on KVM 
は、WAAS バージョン 6.2.3x 以降の vWAAS で利用可能です。

（注） また、Cisco vWAAS on RHEL KVM は、シスコ ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャ ソ
フトウェア（NFVIS）に Cisco vWAAS を展開するために、tar アーカイブ（tar.gz）として展開できま
す。NFVIS ポータルは、vWAAS を展開するための tar.gz を選択するために使用されます。
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サポートされるプラットフォーム、ソフトウェア バー
ジョン、ディスク タイプ

表 6-1 vWAAS on Microsoft Hyper-V でサポートされるプラットフォームとソフトウェア バー
ジョンを示します。

表 6-1  vWAAS on VMware ESXi でサポートされるプラットフォームとソフトウェア バージョン

vWAAS on KVM のシステム要件
vWAAS on RHEL KVM には、CPU とメモリの固有要件をふまえた、事前定義済みの構成がありま
す。ただし、カスタマイズ可能な機能がいくつかあります。表 6-2 は、vWAAS on RHEL KVM でサ
ポートされる構成を示しています。また、カスタマイズ可能な機能に該当する場合は、強調表示
しています。

（注） データ ディスクのサイズは表 10-4、「vWAAS with Akamai Connect のハードウェア要件」に記載
するモデルに応じて異なります。RHEL KVM の展開中、Cisco vWAAS/vCM では、それぞれのパー
ティションに十分なディスク領域があることを確認する必要があります。

表 6-2 vWAAS on RHEL KVM でサポートされる構成

PID およびデバイス タイ
プ

最小 WAAS 
バージョン

ホスト プラット
フォーム

最小ホスト 
バージョン

ディスク 
タイプ

• PID：OE-VWAAS-KVM

• デバイス タイプ：
OE-VWAAS-KVM

• 6.2.x • Cisco UCS

• Cisco UCS-E 
シリーズ

• RHEL 
CentOS 7.1

• virtio

機能/コンポーネント 説明

プラットフォーム 次の、3 つのディスク プラットフォーム：

• 10 GB システム

• 4 GB フラッシュ

• データ ディスク（接続数に応じてカスタマイズ可能）

vWAAS on KVM 向けの RHEL バー
ジョン

RHEL 7.2

メモリ要件 • vWAAS-150：4 GB
• vWAAS-200：4 GB
• vWAAS-750：4 GB
• vWAAS-1300：6 GB
• vWAAS-2500：8 GB
• vWAAS-6000：11 GB
• vWAAS-12000：18 GB
• vWAAS-50000：48 GB

代行受信方式 WCCP（Web Cache Communication Protocol）または 
Appnav
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WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM
ここでは、次の内容について説明します。

• WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM に向けた tar アーカイブ パッケージ

• WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM のインストール

WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM に向けた tar 
アーカイブ パッケージ

WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM に向けて、シスコは各 vWAAS 接続プロ
ファイル（表 6-3 に例を記載）と各 vCM 接続プロファイル（表 6-4 に例を記載）の tar アーカイブ
または NPE tar アーカイブ パッケージを提供しています。

表 6-5 では、Cisco vWAAS on RHEL KVM の展開用ファイルと、Cisco vWAAS on NFVIS（Network 
Functions Virtualization Infrastructure Software）の展開用ファイルを示します。Cisco NFVIS と 
Cisco NFV（ネットワーク機能仮想化）の詳細は、『シスコ エンタープライズ ネットワーク機能仮
想化ソリューションの概要』をご覧ください。VWAAS on NFVIS の詳細は、第 9 章、「Cisco 
vWAAS と Cisco Enterprise NFVIS」を参照してください。

（注） vWAAS 向けのハイパーバイザ OVA、zip、tar.gz ファイルのリストについては、Cisco Wide Area 
Application Services（WAAS）ダウンロード ソフトウェア ページを参照し、vWAAS で使用してい
る WAAS ソフトウェア バージョンを選択してください。

表 6-3 WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM に向けた OVA パッケージ形式の例

デバイス エミュレーション vWAAS on RHEL KVM は QEMU-KVM を使用します。

管理 WAAS CM およびシリアル コンソール

ライセンス Cisco vWAAS のライセンスについては、シスコの代理
店にお問い合わせください。

MAC アドレス カスタマイズ可能

機能/コンポーネント 説明

パッケージ形式 ファイル形式の例

Cisco KVM 150 パッケージ ファイル

NPE 用 Cisco KVM 150 パッケージ ファ
イル

• Cisco-KVM-vWAAS-150-6.2.3d-b-68.tar.gz

• Cisco-KVM-vWAAS-150-6.2.3d-b-68-npe.tar.gz

Cisco KVM 200 パッケージ ファイル

NPE 用 Cisco KVM 200 パッケージ ファ
イル

• Cisco-KVM-vWAAS-200-6.2.3d-b-68.tar.gz

• Cisco-KVM-vWAAS-200-6.2.3d-b-68-npe.tar.gz

Cisco KVM 750 パッケージ ファイル

NPE 用 Cisco KVM 750 パッケージ ファ
イル

• Cisco-KVM-vWAAS-750-6.2.3d-b-68.tar.gz

• Cisco-KVM-vWAAS-750-6.2.3d-b-68-npe.tar.gz
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表 6-4 WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x に向けた Cisco OVA パッケージ形式

表 6-5 WAAS 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM および vWAAS on NFVISに向けたインストール 
ファイル

Cisco KVM 1300 パッケージ ファイル

NPE 用 Cisco KVM 1300 パッケージ ファ
イル

• Cisco-KVM-vWAAS-1300-6.2.3d-b-68.tar.gz

• Cisco-KVM-vWAAS-1300-6.2.3d-b-68-npe.tar.gz

Cisco KVM 2500 パッケージ ファイル

NPE 用 Cisco KVM 2500 パッケージ ファ
イル

• Cisco-KVM-vWAAS-2500-6.2.3d-b-68.tar.gz

• Cisco-KVM-vWAAS-2500-6.2.3d-b-68-npe.tar.gz

Cisco KVM 6000 パッケージファイル

NPE 用 Cisco KVM 6000 パッケージ ファ
イル

• Cisco-KVM-vWAAS-6000-6.2.3d-b-68.tar.gz

• Cisco-KVM-vWAAS-6000-6.2.3d-b-68-npe.tar.gz

パッケージ形式 ファイル形式の例

Cisco KVM 100N パッケージ ファイル

NPE 用 Cisco KVM 100N パッケージ ファ
イル

• Cisco-KVM-vCM-100N-6.2.3d-b-68.tar.gz

• Cisco-KVN-vCN-100N-6.2.3d-npe-b-68-npe.tar-gz

パッケージ形式 ファイル形式の例

インストール ファイル

RHEL 
KVM のイ
ンストール

NFVIS 
のイン
ストー
ル

• シスコの署名エンベロープ ファイル
は、この展開がシスコからのものであることを検証します。

x x

• チェックサムつきマニフェスト ファイル x x

• image_properties.xml
Cisco NFVIS プラットフォームで使用される VM 設定テンプ
レート ファイルです。

x

• package.mf テンプレート ファイルおよび bootstrap-cfg.xml
これらの 2 つのファイルは、Day-0 の設定テンプレートとし
て、Cisco NFVIS プラットフォーム上で image_properties.xml 
ファイルと連携して動作します。

x

• INSTRUCTIONS.TXT
仮想インスタンスを展開し、launch.sh ファイルを使用する手
順を説明します。

x

• launch.sh ファイル
このスクリプトの使用方法の詳細については、「WAAS 5.x ～ 
6.2.x に向けた、起動スクリプトを使用した vWAAS on KVM 
の展開」を参照してください。

x

• vm.xml
ホスト マシン内に仮想ブリッジまたはオープン仮想スイッチ
（OVS）を用意した上での vWAAS 展開に必要な設定ファイル
です。

x
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WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x の vWAAS on RHEL KVM のインストー
ル

ここでは、次の内容について説明します。

• WAAS 5.x ～ 6.2.x に向けた、起動スクリプトを使用した vWAAS on KVM の展開

• WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x に向けた、EzDeploy スクリプトを使用した UCS-E での 
vWAAS on KVM の展開

WAAS 5.x ～ 6.2.x に向けた、起動スクリプトを使用した vWAAS on KVM の展開

起動スクリプト（launch.sh）を使用して RHEL KVM 上で Cisco vWAAS を導入するには、次の手順
を実行します。

ステップ 1 vWAAS VM を起動します（vWAAS VM を起動するには、ルート権限が必要です）。

ステップ 2 tar.gz の展開後の内容を保存するディレクトリを新規作成します。

ステップ 3 tar.gz を指定されたディレクトリにコピーします。

ステップ 4 tar.gz gzip ファイルを抽出するには、次のコマンドを使用します。

tar -zxvf Cisco-KVM-vWAAS-モジュール番号-バージョン-ビルド番号 .tar.gz

例：

tar -zxvf Cisco-KVM-vWAAS-200-6.2.3d.b-68.tar.gz

tar.gz ファイルの内容は次のとおりです。

• INSTRUCTIONS.TXT

• Disk-0.qcow

• Disk-1.qcow

• Disk-2.qcow

• VM ディスク イメージ
4 GB のフラッシュ ディスク、10 GB のシステム ディスク、お
よびデータ ディスクです（データ ディスクのサイズは接続プ
ロファイルによって異なります）。

x x

• ezdeploy.sh ファイル
UCS-E 上での vWAAS の展開に使用されるスクリプトです。こ
のスクリプトの使用方法の詳細については、「WAAS バージョ
ン 5.x ～ 6.2.x に向けた、EzDeploy スクリプトを使用した UCS-E 
での vWAAS on KVM の展開」および「WAAS バージョン 6.4.1 
以降に向けた、EzDeploy スクリプトを使用した CentOS での 
vWAAS on RHEL KVM の展開」を参照してください。

x

インストール ファイル

RHEL 
KVM のイ
ンストール

NFVIS 
のイン
ストー
ル
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• vm_tap.xml

• vm_macvtap.xml

• launch.sh

• ezdeploy.sh

• ezdeploy.qstatus.exp

ステップ 5 vWAAS を起動するには、launch.sh スクリプトを実行します。

a. 前提条件を確認するには、./launch.sh check コマンドを使用します。

b. OVS ブリッジを使用して vWAAS を起動するには、./launch.sh vm-name bridge bridge1-name 
bridge2-name コマンドを使用します。

• bridge1-name および bridge2-name：すでにホスト内で作成済みの OVS ブリッジ。

（注） ./launch.sh vm-name bridge bridge1-name bridge2-name コマンドを使用する前に、
OVS ブリッジが作成され動作状態であることを確認します。

c. macvtap を使用して vWAAS を起動するには、/launch.sh vm-name macvtap interface1-name 
interface2-name コマンドを使用します。

• vm-name：指定した vWAAS VM の名前。

• interface1-name および interface2-name：指定したホスト マシンのイーサネット インター
フェイス。

ステップ 6 vWAAS コンソールが起動します。

ステップ 7 vWAAS を表示するには、VM GUI または virsh list コマンドを使用します。

ステップ 8 コンソールに接続するには、VM GUI または virsh console vm-name コマンドを使用します。

ステップ 9 vWAAS の電源をオフにするには、virsh destroy vm-name コマンドを使用します。

ステップ 10 vWAAS の定義を解除するには、次の処理を行います。

a. virsh undefine vm-name コマンドを使用します。

b. 指定した vm-name を持つディレクトリを削除します。

（注） 同じモデルの別の vWAAS を作成するには、別の vWAAS でこの手順をもう一度実行します。
ディレクトリの指定には、たとえば「Basic」をあて、続く 2 つの VM に、「Basic1」、「Basic2」をあて
ます。これらの VM のディスクは、サブディレクトリ「Basic1」および「Basic2」にそれぞれ保存さ
れます。

WAAS バージョン 5.x ～ 6.2.x に向けた、EzDeploy スクリプトを使用した UCS-E での 
vWAAS on KVM の展開

EzDeploy スクリプトを使用して、vWAAS の導入をシンプル化します。EzDeploy スクリプトは、
vCM には使用できないことに注意してください。

次に示すのは、EzDeploy スクリプトを起動するための前提条件です。

• vWAAS VM を起動するには、ルート権限が必要です。
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• 次のソフトウェアおよびユーティリティ パッケージを、EzDeploy スクリプトを使用する前
にインストールする必要があります。

– QEMU

– Libvirt

– Genisoimage

– Expect スクリプト（EzDeploy の機能で、WAAS CM の登録状況の自動モニタリングを実
行する場合にのみ必要）

• 次の点を確認します。

– 別の vWAAS を導入するのに十分なディスクおよび RAM メモリがある。

– ソフトウェア バージョンの互換性。

– ネットワーク接続の可用性と準備状況。

（注） EzDeploy は vWAAS の起動に launch.sh スクリプトを使用しており、launch.sh スクリプト
だけでなく、関連付けられたすべての必要なファイルが完全な状態で存在する必要があ
ります。手動で削除もしくは他の場所へ移動されていてはなりません。

EzDeploy スクリプト（ezdeploy.sh）を、UCS-E での Cisco vWAAS on RHEL KVM の導入に使用す
るには、次の手順を実行します。

ステップ 1 vWAAS VM を起動します。

ステップ 2 tar.gz の展開後の内容を保存するディレクトリを新規作成します。

ステップ 3 tar.gz を指定されたディレクトリにコピーします。

ステップ 4 tar.gz gzip ファイルを展開するには、tar -zxvf Cisco-KVM-vWAAS-200-6.2.0.b-80.tar.gz コマンド
を使用します。

tar.gz ファイルの内容は次のとおりです。

• INSTRUCTIONS.TXT

• Disk-0.qcow

• Disk-1.qcow

• Disk-2.qcow

• vm_tap.xml

• vm_macvtap.xml

• launch.sh

• ezdeploy.sh

• ezdeploy.qstatus.exp

ステップ 5 ezdeploy.sh スクリプトを実行します。

a. ezdeploy.sh の実行中に、ブートストラップの設定パラメータを要求されます。

– vWAAS KVM 名：この名前については、vWAAS のブートストラップ設定を行うかどうか
によって異なります。

vWAAS のブートストラップ設定を行わない場合、名前は vWAAS のホスト名ではなく、
作成されるゲスト KVM の名前として設定されます。
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vWAAS のブートストラップ設定を行う場合、vWAAS のホスト名が設定され、両方のイン
スタンスで使用されます。

– vWAAS のローカル IP アドレスおよびマスク

– デフォルト ゲートウェイの IP アドレス：vWAAS から到達可能で、外部のネットワーク
と接続可能な ISR-4000 シリーズ RP 上のアドレス

– vWAAS で登録する、WAAS CM の IP アドレス

– 認証の不要な NTP サーバ アドレスを 1 つ。認証が必要な場合、もしくは複数の NTP サー
バを必要とする場合は、vWAAS の電源投入後に、WAAS CM を使用してこれらを設定し
ます。

– （任意）DNS サーバのアドレス

ezdeploy.sh スクリプトは、各パラメータを受け入れる前に検証を実行します。

b. コレクションの入力が完了すると、次の情報が保存されます。

– ブートストラップ設定は、この KVM 用に作成されたディレクトリの bootstrap-cfg.xml 
ファイルに保存されます。

– スクリプトの実行ログおよびエラー ログは、この KVM 用に作成されたディレクトリの 
ezdeploy-log.txt ファイルに保存されます。

– この KVM 内の vWAAS に関しては、errorlog/ezdeploy-errorlog.txt にエラー ログが保存
されます。

（注） デフォルトでは、指定された KVM ディレクトリ内に保存されているすべての設定とエ
ラー ログは削除されないため、エラーが記録されている場合でもデバッグが可能です。
ログ ファイルを生成しない場合は、エントリの入力後、スクリプト実行の最後にこの選
択を確認します。

c. EzDeploy スクリプトの完了後、vWAAS は完全に稼動します。指定された WAAS CM と NTP 
サーバの登録は、対応する CLI のインストール後に自動的に開始します。

d. vWAAS を表示するには、VM GUI または virsh list コマンドを使用します。

e. コンソールに接続するには、VM GUI または virsh console vm-name コマンドを使用します。

f. vWAAS の電源をオフにするには、virsh destroy vm-name コマンドを使用します。

g. vWAAS の定義を解除するには、次の処理を行います。

– virsh undefine vm-name コマンドを使用します。

– 指定した vm-name を持つディレクトリを削除します。

WAAS バージョン 6.4.1 以降の vWAAS on RHEL KVM
ここでは、次の内容について説明します。

• WAAS バージョン 6.4.1 以降の vWAAS on RHEL KVM に向けた統一 OVA パッケージ

• WAAS バージョン 6.4.1 以降の vWAAS on KVM のインストール
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WAAS バージョン 6.4.1 以降の vWAAS on RHEL KVM に向けた統一 
OVA パッケージ

WAAS バージョン 6.4.x 以降の vWAAS on RHEL KVM の場合、シスコではハイパーバイザ タイ
プごとに単一の統合 OVA または NPE OVA パッケージを提供します。このパッケージは、各ハイ
パーバイザのすべての vWAAS モデルで使用できます。

各統一 OVA パッケージ ファイルは、特定のハイパーバイザでの実行準備が整った事前設定済み
の仮想マシン イメージです。各統一 OVA パッケージに向けた起動スクリプトは、要求される設
定の WAAS でvWAAS を起動するためのモデルおよびその他のパラメータを提供します。

次に、vWAAS on RHEL KVM 用の統一 OVA および NPE OVA パッケージのファイル名の例を示
します。

• OVA：Cisco-KVM-vWAAS-Unified-6.4.1-b-33.tar.gz

• NPE OVA：Cisco-KVM-vWAAS-Unified-6.4.1-b-33-npe.tar.gz

CentOS での vWAAS on RHEL KVM/KVM の統一 OVA パッケージには次のファイルが含まれて
います。

• フラッシュ ディスク イメージ

• データ システム ディスク

• Akamai ディスク

• INSTRUCTIONS.TXT：仮想インスタンスを展開し、launch.sh ファイルを使用する手順を説
明します。

• package.mf テンプレート ファイルおよび bootstrap-cfg.xml：これらの 2 つのファイルは、
Day-0 の設定テンプレートとして、Cisco NFVIS プラットフォーム上で image_properties.xml 
ファイルと連携して動作します。

• ezdeploy.sh：UCS-E に vWAAS を展開するために使用されるスクリプトです。

• exdeploy_qstatus.exp：ezdeploy.sh script image_properties.xml の依存ファイル Cisco NFVIS プ
ラットフォームで使用される VM 設定テンプレート ファイル。

• launch.sh：Linux KVM に Cisco vWAAS を展開するための起動スクリプトです。

• vm_macvtap.xml：macvtap ドライバを使ったホスト マシン インターフェイスでの vWAAS 展
開に向けた設定ファイルです。

• vm_tap.xml：ホスト マシン内に、仮想ブリッジもしくは OVS（オープン仮想スイッチ）を用意
した上での vWAAS 展開に向けた設定ファイルです。

WAAS バージョン 6.4.1 以降の vWAAS on KVM のインストール
ここでは、次の内容について説明します。

• WAAS バージョン 6.4.1 以降に向けた、起動スクリプトを使用した CentOS での vWAAS on 
RHEL KVM の展開

• WAAS バージョン 6.4.1 以降に向けた、EzDeploy スクリプトを使用した CentOS での vWAAS 
on RHEL KVM の展開

（注） Cisco ENCS 5400 シリーズに vWAAS と NFVIS をインストールする方法については、「ENCS 
5400 シリーズに向けた Cisco vWAAS バンドル化イメージのアップグレードと Cisco EOS/EOL 
WAVE デバイスに向けた RMA プロセッサ」をご覧ください。
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WAAS バージョン 6.4.1 以降に向けた、起動スクリプトを使用した CentOS での vWAAS 
on RHEL KVM の展開

起動スクリプト（launch.sh）を使用して CentOS にCisco vWAAS または vCM on RHEL KVM を展
開するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [root@localhost hostname] で、次を入力します。
[root@localhost hostname]# ./launch.sh unified mactap enp1s0f0 enp1s0f0

ステップ 2 モデル メニューが表示されます。

--- Model Menu ---

1. vWAAS-150
2. vWAAS-200
3. vWAAS-750
4. vWAAS-1300
5. vWAAS-2500
6. vWAAS-6000R
7. vWAAS-6000
8. vWAAS-12000
9. vWAAS-50000
10. vCM-100N
11. vCM-500N
12. vCM-1000N
13. vCM-2000N

Select the model type :

ステップ 3 vWAAS または vCM のモデル タイプを選択すると、起動スクリプトによって RHEL CentOS 
KVM の展開が完了されます。

WAAS バージョン 6.4.1 以降に向けた、EzDeploy スクリプトを使用した CentOS での 
vWAAS on RHEL KVM の展開

最大 6,000 接続の vWAAS モデルに向けて、ExDeploy スクリプト（exdeploy.sh）を使用して Cisco 
vWAAS または vCM on RHEL KVM を CentOS に展開するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 1 [root@localhost ezdeploy] で、次を入力します。
[root@localhost exdeploy]# ./ezdeploy.sh

ステップ 2 モデル メニューが表示されます。

--- Model Menu ---

1. vWAAS-150
2. vWAAS-200
3. vWAAS-750
4. vWAAS-1300
5. vWAAS-2500
6. vWAAS-6000R
7. vWAAS-6000

Select the model type :
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ステップ 3 vWAAS のモデル タイプを選択すると、EzDeploy スクリプトによって、CentOS での RHEL 
KVM/KVM の展開が完了されます。

統一 OVA パッケージを使用した NFVIS での vWAAS の展開

統一 OVA パッケージを使用して Cisco vWAAS on RHEL KVM を CentOS に展開するには、次の
手順に従ってください。

ステップ 1 Cisco Enterprise NFVIS ポータルのナビゲーション ウィンドウで、[VM Life Cycle] > [Deploy] に
移動します。

登録された VM イメージは、[VM Deployment] 画面に表示されます。

ステップ 2 vWAAS を VM として選択します。

ステップ 3 ネットワーク トポロジ エリアに vWAAS をドラッグ アンド ドロップします。

vWAAS を VM として選択すると、vWAAS の属性と属性の選択肢が [VM Details] ペインに表示
されます。

ステップ 4 [VM Details] ペインに次の情報を入力します。

a. [VM Name] フィールドで、システムの vWAAS の名前を編集します。

b. [Image] ドロップダウン リストで、vWAAS の統一 OVA パッケージを選択します。

c. [Profile] ドロップダウン リストで、システムの vWAAS 接続プロファイルを選択します。

d. その他のフィールドは、システムによって自動的に入力されます。

ステップ 5 vWAAS から指定されたネットワークに矢印をドラッグすることで、vWAAS を指定されたネッ
トワークに接続します。

（注） このプロセス中に、[VM Details] ペインに VM 名、ネットワーク名、vNIC ID など、仮想
ネットワーク インターフェイス カード（vNIC）の詳細が表示されます。vNIC ID 番号は自
動的に生成されます。[vNIC ID] ドロップダウン メニューを使用することで、必要に応じ
てこの番号を変更できます。

ステップ 6 [Deploy] をクリックします。

画面が更新され、展開ステータスが表示されます。

CentOS での vWAAS on KVM/KVM の動作ガイドライン
ここでは、次の内容について説明します。

• CentOS での vWAAS on KVM/KVM の相互運用性ガイドライン

• vWAAS on KVM のトラフィック代行受信方式
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CentOS での vWAAS on KVM/KVM の相互運用性ガイドライン
Cisco vWAAS on KVM では、以下の相互運用性ガイドラインを考慮してください。

WAAS バージョンと vWAAS on KVM の相互運用性ガイドライン

• Cisco vWAAS on RHEL KVM は、WAAS バージョン 6.2.1 以降の vWAAS で利用可能です。

• CentOS（Linux Community Enterprise オペレーティング システム）での Cisco vWAAS on 
KVM は、WAAS バージョン 6.2.3x 以降の vWAAS で利用可能です。

OVS と vWAAS on KVM の相互運用性ガイドライン

• CentOS での RHEL KVM の Open Virtual Switch（OVS）では CDP プトロコルがサポートされ
ていないため、CentOS での vWAAS on RHEL KVM に対しては show cdp コマンドが使用で
きません。

• WAAS バージョン 6.2.3x 以降を使用する vWAAS では、vWAAS で追加設定をすることで、
OVS スイッチのインライン vWAAS サポートを利用できます。次に例を示します。

1. UCS C240 に CentOS 7.2 をインストールします。

2. KVM ホストで OVS スイッチを設定します。

3. KVM vWAAS OVA と OVS スイッチを KVM ホストに展開します。

4. vWAAS の電源をオフにします。

5. 2 つの追加インターフェイスを追加します。

6. virt-manager を使用して、vWAAS でブリッジ ID をマッピングします。
[root@localhost kvm]# virsh edit vwaas-name

ドメイン vWAAS XML の設定が変更されました。

7. virt-manager を使用して、仮想タイプを編集します。
virtualport type=’openvswitch’/

8. サンプル出力：

<interface type='bridge'>

      <mac address='52:54:00:ea:3f:7b'/>

      <source bridge='br2'/>

      <virtualport type='openvswitch'/>

      <model type='virtio'/>

      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x08' function='0x0'/>

    </interface>

    <interface type='bridge'>

      <mac address='52:54:00:7f:7c:99'/>

      <source bridge='br3'/>

      <virtualport type='openvswitch'/>

      <model type='virtio'/>

      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x0a' function='0x0'/>

    </interface>
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vWAAS on KVM のトラフィック代行受信方式
Cisco vWAAS on KVM のトラフィック代行受信では、WCCP（WCCP GRE または WCCP L2）、も
しくは Appnav を使用できます。

（注） vWAAS on KVM のトラフィック代行受信方式を使用する場合は、どの方式を使用する場
合も、Cisco UCS NIC 上の Generic Receive Offload（GRO）を無効にする必要があります。
GRO を無効にするには、KVM ホストで ethtool -K nic_interface_name gro off コマンドを
使用します。例：ethtool -K enp3s0f2 gro off。GRO を無効にしないと、トラフィックは認
識されずパケットが破棄されます。

UCS NIC ファームウェアを最新バージョンにアップグレードした場合は、GRO パラメー
タを無効にする必要はありません。

トラフィック代行受信方式の設定に関する詳細情報については、『Cisco Wide Area Application 
Services Configuration Guide』を参照してください。

vWAAS on KVM のアップグレード/ダウングレード ガイ
ドライン

vWAAS on KVM で WAAS システムをアップグレードまたはダウングレードする際は、以下のガ
イドラインを考慮してください。

• Cisco vWAAS on KVM では、WAAS バージョン 6.2.1 以降を使用します。Cisco vWAAS on 
KVM または vCM on KVM デバイスを WAAS Version 6.2.1 以前のバージョンにダウング
レードすることはできません。

（注） vWAAS をアップグレードする場合は、1 つの UCS ボックスで同時に 5 つを超える vWAAS ノー
ドをアップグレードしないでください。同時に 5 つ以上の vWAAS ノードをアップグレードする
と、vWAAS デバイスがオフライン モードおよびディスクレス モードになる可能性があります。

（注） CentOS ハイパーバイザでの RHEL KVM または KVM で使用される、デフォルト メモリのサイ
ズが 2 GB の vCM-100 モデルの場合：

以前のバージョンから 5.2.1 WAAS バージョンにアップグレードして、または WAAS のバージョン
を 5.2.1 以前のバージョンにダウングレードして、restore factory-default コマンドまたは restore 
factory-default preserve basic-config コマンドのいずれかを使用する場合、GUID パーティション 
テーブル（GPT）のブート順序のエラーによって vCM-100 が起動されない場合があります。

注意：restore Factory default コマンドによって、フラッシュ イメージに保存されているユーザ指
定の設定情報（デバイスの起動設定を含む）が削除され、ディスク、ユーザ定義パーティション、
および Central Manager のデータベース全体からもデータが削除されます。
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この状況を解決するには、次の手順に従います。

1. virsh destroy vmname コマンドまたは仮想マシン マネージャを使用して vWAAS の電源をオ
フにします。

2. virsh start vmname コマンドまたは仮想マシン マネージャを使用して vWAAS の電源をオン
にします。

このアップグレードまたはダウングレードのシナリオは、メモリ サイズが 4 GB にアップグレー
ドされている vCM-100 モデルでは発生しません。
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