仮想サービス ブレードのエクスポートとイ
ンポート
この章の内容は、次のとおりです。
• 仮想サービス ブレードのエクスポートとインポートに関する情報, 1 ページ
• 仮想サービス ブレードのエクスポートとインポートに関するガイドラインと制約事項, 1
ページ
• 仮想サービス ブレードのエクスポート, 2 ページ
• 仮想サービス ブレードのインポート, 6 ページ
• 仮想サービス ブレードのエクスポートおよびインポートの確認, 9 ページ
• エクスポートおよびインポート機能の履歴, 10 ページ

仮想サービスブレードのエクスポートとインポートに関
する情報
Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム 上の仮想サービス ブレード（VSB）は、VSB
バックアップ ファイルのコピーを作成することによってエクスポートまたはインポートできま
す。このバックアップ ファイルをリモートに保存すると、リカバリ メカニズムとして、または 2
つの Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム 間で VSB を移動する必要があるときに使
用することができます。

仮想サービスブレードのエクスポートとインポートに関
するガイドラインと制約事項
VSB のインポートとエクスポートのガイドラインは次のとおりです。
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• このプロセスで複数のエクスポート ファイルを作成できます。番号を設定する目的でファイ
ルのサフィックスを変更しないでください。1 つのファイルのプレフィックスを変更すると、
すべてのファイルについて変更しなければならなくなります。
• エクスポートするファイルを作成する前に VSB をシャット ダウンする必要があります。
• bootflash export-import ディレクトリは、エクスポート ファイルを作成するか、または外
部ストレージからファイルをコピーする前に空にしておく必要があります。

仮想サービス ブレードのエクスポート
VSB のバックアップ コピーを作成し、リモートに格納してから、再インポートして仮想スーパバ
イザ モジュール（VSM）を回復したり、複数の Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム
の間で VSB を移動したりすることができます。

仮想サービス ブレードのバックアップ ファイルのエクスポート
はじめる前に
• Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム の CLI に EXEC モードでログインします。
• エクスポートするファイルを作成している VSB の名前を知っていること。
• この手順を開始する前に、copy running-config startup-config コマンドを入力して実行コン
フィギュレーションを保存します。
• bootflash: export-import ディレクトリが空であることを確認します。このディレク
トリにファイルがある場合は、この手順を開始する前に削除する必要があります。
• エクスポートするファイルを作成する前にバックアップする VSB をシャット ダウンします。
この手順には、VSB をシャットダウンする手順と、その後ファイルを作成してから VSB を
再起動する手順が含まれます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch # dir bootflash:export-import

目的
ディレクトリが空であることを確認するため、
export-import ディレクトリの内容を表示しま
す。このディレクトリに何かある場合は、続行
する前に次の手順を使用して削除する必要があ
ります。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 switch (config-vsb-config) # delete
bootflash:export-importfoldername

（任意）
VSB の圧縮された tar ファイルと、エクスポー
ト用に作成されたフォルダを削除します。

ステップ 3 switch # configure terminal

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。

ステップ 4 switch (config) #
virtual-service-bladename

指定された VSB のコンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 5 switch (config-vsb-config) # shutdown
[primary | secondary]

エクスポートする VSB をシャット ダウンしま
す。Cisco Nexus クラウド サービス プラット
フォーム の冗長ペアがある場合、プライマリ
またはセカンダリのどちらをシャット ダウン
するのか指定する必要があります。

ステップ 6 switch (config-vsb-config) # show
virtual-service-blade summary

（オプション）確認のため、サマリー VSB 設
定を表示します。

ステップ 7 switch (config-vsb-config) # export
[primary | secondary]

VSB の圧縮された tar イメージを含むエクス
ポートされた VSB のスロット ID という名前の
ディレクトリが作成されます。
Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォー
ム の冗長ペアからエクスポートする場合、プ
ライマリまたはセカンダリのどちらからエクス
ポートするのかを指定する必要があります。
export コマンドは Cisco Nexus クラウ
ド サービス プラットフォーム のコ
ンフィギュレーション ファイルを移
動しません。リモート ストレージの
場所にコピーする必要があるバック
アップ コピーを作成します。
確認のため、VSB の圧縮された tar イメージが
あるフォルダのディレクトリ名を含む、
bootflash: export-import ディレクトリ
の内容を表示します。このフォルダ名はステッ
プ 11 で必要です。
（注）

ステップ 8 switch (config-vsb-config) # dir
bootflash:export-import

ステップ 9 switch (config-vsb-config) # no
shutdown [primary | secondary]

エクスポート用のファイルの作成時に電源をオ
フにした VSB の電源をオンにします。Cisco
Nexus クラウド サービス プラットフォーム の
冗長ペアがある場合、プライマリまたはセカン
ダリを指定する必要があります。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ 10

switch (config-vsb-config) # show
virtual-service-blade summary

（任意）
確認のために VSB の設定を表示します。

ステッ
プ 11

switch (config-vsb-config) # dir
VSB の圧縮された tar イメージのファイル名を
bootflash:export-import/directory-name 含む、Cisco Nexus クラウド サービス プラット
フォーム のエクスポート フォルダの内容を表
示します。
（注）

• このフォルダ名はステップ 8 で
確認済みです。
• 複数のエクスポート ファイルを
作成できます。番号を設定する
目的でファイルのサフィックス
を変更しないでください。1つの
ファイルのプレフィックスを変
更すると、すべてのファイルに
ついて変更しなければならなく
なります。

次に、VSB バックアップ ファイルを作成する例を示します。
switch# dir bootflash:export-import
Usage for bootflash://sup-local
496164864 bytes used
3495215104 bytes free
3991379968 bytes total
switch-1(config-vsb-config)# delete bootflash:/export-import/1/*.*
switch-1(config-vsb-config)# delete bootflash:/export-import/1
switch-1(config-vsb-config)#
switch-1# configure terminal
switch-1(config)# virtual-service-blade vsm-1
switch-1(config-vsb-config)# shutdown secondary
switch-1(config-vsb-config)# show virtual-service-blade summary
------------------------------------------------------------------------------Name
Role
State
Nexus1010-Module
------------------------------------------------------------------------------VSM1
PRIMARY
VSB POWERED ON
Nexus1010-PRIMARY
VSM1
SECONDARY
VSB POWERED OFF
Nexus1010-SECONDARY
Example of a successful completion of a VSB
switch-1(config-vsb-config)# export secondary
Note: export started..
Note: please be patient..
Note: please be patient..
Note: please be patient..
Note: export completed...switch-1(config-vsb-config)#
Example of an error condition while exporting a VSB
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switch-1(config-vsb-config)# export primary
ERROR: Please clean export-import directory first, then proceed.
Example of an error condition while exporting a secondary VSB
switch-1(config-vsb-config)# export secondary
ERROR: Cannot export active virtual-service-blade, please shut and retry.
switch-1(config-vsb-config)# dir bootflash:export-import
4096
Sep 08 19:12:52 2011 1/
Usage for bootflash://sup-local
310870016 bytes used
3680509952 bytes free
3991379968 bytes total
switch-1(config-vsb-config)# no shutdown secondary
switch-1(config-vsb-config)# show virtual-service-blade summary
------------------------------------------------------------------------------Name
Role
State
Nexus1010-Module
------------------------------------------------------------------------------VSM1
PRIMARY
VSB POWERED ON
Nexus1010-PRIMARY
VSM1
SECONDARY
VSB POWERED ON
Nexus1010-SECONDARY
switch-1(config-vsb-config)# dir bootflash:export-import/1
279955021
Sep 08 19:13:21 2011 Vdisk1.img.tar.00
Usage for bootflash://sup-local
310870016 bytes used
3680509952 bytes free
3991379968 bytes total

エクスポートされた仮想サービスブレードの外部ストレージ上の場所
へのコピー
エクスポートされた VSB をリモート ストレージ上の場所にコピーし、この目的のために作成され
たフォルダを Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム から削除することができます。

はじめる前に
• エクスポートするファイルが作成済みであり、そのファイルの名前と存在するフォルダの名
前を知っていること。

（注）

複数のファイルを作成できます。その場合、この手順で最初のファイル名を
使用します。番号を設定する目的でファイルのサフィックスを変更しないで
ください。1 つのファイルのプレフィックスを変更すると、すべてのファイル
について変更しなければならなくなります。

• EXEC モードで Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム の CLI にログインします。
• リモート ストレージの位置のパスの名前を知っていること。
• エクスポートのバックアップ ファイルをコピーした後、export-import ディレクトリ内の
ファイルおよびフォルダを含む内容を削除すること。export-import フォルダは削除しな
いでください。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch # copy
bootflash:export-import
/folder-name/filenameftp:

Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォー
ム の export-import フォルダからリモート
ストレージ上の場所に VSB イメージをコピー
します。

ステップ 2

switch # delete
VSB の圧縮された tar ファイルと、エクスポー
bootflash:export-import/folder-name ト用に作成されたフォルダを削除します。

ステップ 3

switch # dir

確認のため export-import ディレクトリの
内容を表示します。

次に、外部の場所に VSB ファイルをコピーする例を示します。
switch# copy bootflash:export-import/1/Vdisk1.img.tar.00 ftp:
Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered):
Enter hostname for the ftp server: 10.78.109.51
Enter username: administrator
Password:
***** Transfer of file Completed Successfully *****
switch# delete bootflash:/export-import/1/Vdisk1.img.tar.00
switch# delete bootflash:/export-import/1
switch# dir
switch#

仮想サービス ブレードのインポート
以前保存した VSB の位置バックアップ コピーを、リモート ストレージ上の場所から Cisco Nexus
クラウド サービス プラットフォーム にインポートできます。

はじめる前に
• アクティブな Cisco Nexus クラウド サービス プラットフォーム の CLI に EXEC モードでロ
グインします。
• VSB 設定のコピーを作成し、リモート ストレージ上の場所に保存します。

（注）

複数の VSB コンフィギュレーション ファイルを作成できます。その場合、
import コマンドの最初のファイル名だけを使用してください。番号を設定す
る目的でファイルのサフィックスを変更しないでください。1 つのファイルの
プレフィックスを変更すると、すべてのファイルについて変更しなければな
らなくなります。

• リモート ストレージの位置の VSB の名前とパスを知っていること。
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• bootflash:export-import フォルダが空であることを確認します。このディレクトリに
ファイルがある場合、VSB のコンフィギュレーション ファイルをインポートする前に削除す
る必要があります。
• インポートされた HA VSB のロールがインポートされた Cisco Nexus クラウド サービス プ
ラットフォーム のロールと一致しない場合、HA VSB のロールが Cisco Nexus クラウド サー
ビス プラットフォーム と一致するように内部的に変更します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch # dir
bootflash:export-import

ディレクトリが空であることを確認するため、
bootflash:export-import フォルダの内容を
表示します。このディレクトリに何かある場合は、
続行する前に次の手順を使用して削除する必要が
あります。

ステップ 2

switch (config-vsb-config) # delete （任意）
bootflash:export-importfoldername VSB の圧縮された tar ファイルと、エクスポート
用に作成されたディレクトリを削除します。

ステップ 3

switch # copy ftp: filename
bootflash:export-import

リモート ストレージ上の場所からエクスポートし
たイメージ ファイルを
bootflash:export-import フォルダの Cisco
Nexus クラウド サービス プラットフォーム
export-import ディレクトリにコピーします。
filename：エクスポート ファイルの名前。複数の
ファイルが作成される可能性があります。その場
合は、これらのファイルを
bootflash:export-import フォルダにコピー
し、import コマンドの最初のファイル名だけを使
用してください。番号を設定する目的でファイル
のサフィックスを変更しないでください。1 つの
ファイルのプレフィックスを変更すると、すべて
のファイルについて変更しなければならなくなり
ます。

ステップ 4

switch # configure terminal

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。

ステップ 5

switch (config) #
virtual-service-bladename

指定された VSB のコンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 6

switch (config-vsb-config) # import プライマリ VSB の電源をオフにし、指定された
primaryfilename
VSB コンフィギュレーション ファイルをインポー
トし、次に bootflash:import-export フォル
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コマンドまたはアクション

目的
ダからコンフィギュレーション ファイルを削除し
ます。
filename：リモート サーバから
bootflash:repository にコピーしたエクス
ポート ファイルの名前。

ステップ 7

switch (config-vsb-config)# show
virtual-service-blade summary

ステップ 8

以下のタスクを実行します。

（任意）
すべての VSB の設定の要約をタイプ名ごとに表示
します。プライマリ VSB の電源がオフであること
を確認します。
• ポート チャネルの設定を参照してください。
• VSB インターフェイスへのアップリンクの割
り当てを参照してください。

ステップ 9

switch # no shutdown
primaryfilename

プライマリ VSB の電源投入およびプライマリ VSB
設定のインポート
filename：インポートされたプライマリ VSB の名
前。

ステップ 10 switch (config-vsb-config) # show
virtual-service-blade namename

（任意）
確認のために VSB の情報を表示します。コマンド
出力で、制御および管理 VSB イーサネット イン
ターフェイスを書き留めます。

ステップ 11 switch (config-vsb-config) # copy
running-config startup-config

リブート後に永続的な実行コンフィギュレーショ
ンを保存し、スタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして再起動します。

次に、VSB バックアップ ファイルをインポートする例を示します。
switch# dir bootflash export-import
switch# dir export-import
Usage for bootflash://sup-local
496164864 bytes used
3495215104 bytes free
3991379968 bytes total
switch#
switch-1(config-vsb-config)# delete Vdisk1.img.tar.00
switch-1(config-vsb-config)#
switch# copy ftp:Vdisk1.img.tar.00 bootflash:export-import
Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered):
Enter hostname for the ftp server: 10.78.109.51
Enter username: administrator
Password:
***** Transfer of file Completed Successfully *****
switch-1# configure terminal
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switch-1(config)# virtual-service-blade VSM1
switch-1(config-vsb-config)# import primary Vdisk1.img.tar.00
Note: import started..
Note: please be patient..
Note: Import cli returns check VSB status for completion
switch-1(config-vsb-config)# show virtual-service-blade summary
------------------------------------------------------------------------------Name
Role
State
Nexus1010-Module
------------------------------------------------------------------------------VSM1
VSM1

PRIMARY
SECONDARY

VSB POWERED OFF
VSB POWERED ON

Nexus1010-PRIMARY
Nexus1010-SECONDARY

switch-1(config)# virtual-service-blade VSM1
switch-1(config)# no shutdown primary
switch-1(config-vsb-config)# show virtual-service-blade name VSM1
virtual-service-blade VSM1
Description:
Slot id:
1
Host Name:
Management IP:
VSB Type Name : VSM-1.1
vCPU:
1
Ramsize:
2048
Disksize:
3
Heartbeat:
0
HA Admin role: Primary
HA Oper role: NONE
Status:
VSB POWERED OFF
Location:
PRIMARY
SW version:
VsbEthernet1/1/1: control
vlan:
1306
state:
up
VsbEthernet1/1/2: management vlan:
1304
state:
up
VsbEthernet1/1/3: packet
vlan:
1307
state:
up
Interface:
internal
vlan:
NA
state:
up
HA Admin role: Secondary
HA Oper role: NONE
Status:
VSB POWERED ON
Location:
SECONDARY
SW version:
VSB Info:
switch-1(config-vsb-config)# copy running-config startup-config

仮想サービスブレードのエクスポートおよびインポート
の確認
エクスポートおよびインポートを確認するには、次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

dir bootflash:export-import/folder-name

export-import ディレクトリの内容が表示さ
れます。

show virtual-service-blade summary

各 VSB の冗長ステート（アクティブまたはス
タンバイ）と冗長ロール（プライマリまたはセ
カンダリ）を表示します。
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コマンド

目的

show virtual-service-blade [namename]

特定の VSB の設定を表示します。

次に、export-import ディレクトリの例を示します。
switch-1(config-vsb-config)# dir bootflash:export-import/1
279955021
Sep 08 19:13:21 2011 Vdisk1.img.tar.00
Usage for bootflash://sup-local
310870016 bytes used
3680509952 bytes free
3991379968 bytes total

次に、VSB のサマリー情報を表示する例を示します。
switch-1(config-vsb-config)# show virtual-service-blade summary
------------------------------------------------------------------------------Name
Role
State
Nexus1010-Module
------------------------------------------------------------------------------VSM1
VSM1

PRIMARY
SECONDARY

VSB POWERED OFF
VSB POWERED ON

Nexus1010-PRIMARY
Nexus1010-SECONDARY

次に、指定された VSB に関する情報を表示する例を示します。
switch# show virtual-service-blade name VSM1
virtual-service-blade VSM1
Description:
Slot id:
1
Host Name:
Management IP:
VSB Type Name : VSM-1.1
vCPU:
1
Ramsize:
2048
Disksize:
3
Heartbeat:
0
HA Admin role: Primary
HA Oper role: NONE
Status:
VSB POWERED OFF
Location:
PRIMARY
SW version:
VsbEthernet1/1/1: control
vlan:
1306
VsbEthernet1/1/2: management vlan:
1304
VsbEthernet1/1/3: packet
vlan:
1307
Interface:
internal
vlan:
NA
HA Admin role: Secondary
HA Oper role: NONE
Status:
VSB POWERED ON
Location:
SECONDARY
SW version:
VSB Info:
switch-1(config)#

state:
state:
state:
state:

down
down
up
up

エクスポートおよびインポート機能の履歴
ここでは、機能のリリース履歴を示します。
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仮想サービス ブレードのエクスポートとインポート
エクスポートおよびインポート機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

VSB のエクスポートとイン
ポート

4.2(1)SP1(3)

この機能が導入されました。
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仮想サービス ブレードのエクスポートとインポート
エクスポートおよびインポート機能の履歴
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