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Open Agent Container
この章では、Open Agent Container（OAC）環境および Cisco Nexus 5600 スイッチ、Cisco Nexus
6000 シリーズ スイッチ、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでの OAC のインストールについて
説明します。OAC は、32 ビットの CentOS 6.7 ベースのコンテナであり、これらのプラットフォー
ム上での Chef エージェントや Puppet エージェントなどのオープン エージェントの実行を可能に
します。

Open Agent Container の機能履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
表 1：Open Agent Container の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

Open Agent Container（OAC）

7.3(0)D1(1)

この機能は、Cisco Nexus 7000
シリーズ スイッチおよび Cisco
Nexus 7700 スイッチで導入され
ました。
以下のコマンドが導入または変
更されました。virtual-service、
virtual-service connect、
virtual-service install、
virtual-service uninstall、
virtual-service upgrade、show
virtual-service list、show
virtual-service detail
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Open Agent Container について
Cisco NX-OS 7.3(0)D1(1) 以降のリリースの Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus
7700 スイッチは、Chef や Puppet などのオープン エージェントをサポートします。
ただし、これらのプラットフォームにオープン エージェントを直接インストールすることはでき
ません。その代りに、これらは特殊な環境である Linux Container（LXC）内の切り離された実行
空間で実行されます。この実行空間は Open Agent Container（OAC）と呼ばれています。ネイティ
ブ ホスト システムから実行空間を切り離すことによって、他の Linux コンテナで実行しているホ
スト システムやアプリケーションに影響を与えることなく、アプリケーションの要件に適合する
ように Linux 環境をカスタマイズできます。
OAC は、32 ビットの CentOS 6.7 ベースの環境であり、サーバのようなエクスペリエンスをユー
ザに提供します。したがって、通常の Linux システムと同様に、インストールおよび最初のアク
ティブ化の後、ユーザは DNS 情報を /etc/resolv.conf でセットアップしたり、ホスト情報を /etc/hosts
に提供する必要があります。
デフォルトでは、OAC 内のネットワーク設定は、デフォルトのルーティング テーブル インスタ
ンスで実行されます。必要な追加ルート（例：デフォルト ルート）は、ネイティブ スイッチ コ
ンソールで設定する必要があり、CentOS コマンドを使用して設定することはできません。別の
ルーティング インスタンス（例：管理 VRF）を使用するには、次のコマンドを使用します。
管理 VRF の Bash シェルを取得するには、chvrf management コマンドを実行します。
シェルの VRF インスタンスを変更することなく、VRF コンテキストを特定のコマンドに渡すに
は、chvrf managementcmd コマンドを実行します。

（注）

OAC が有効化されている場合、最大 256 MB の RAM と 400 MB のブートフラッシュを使用し
ます。
ネットワーク管理者は、OAC 内から次の機能を実行できます。
• Linux ネットワーク インターフェイスからネットワークにアクセスする。
• デバイスの volatile tmpfs にアクセスする。
• dohost コマンドを使用して、デバイスの CLI にアクセスする。
• Cisco NX-API にアクセスする。
• Python スクリプトのインストールおよび実行を行う。
• 32 ビット Linux アプリケーションのインストールおよび実行を行う。
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使用しているスイッチでの OAC の有効化
Open Agent Container のインストールとアクティブ化
Open Agent Container（OAC）アプリケーション ソフトウェアは、.ova 拡張子の付いたファイルに
パッケージ化されています（OVA ファイルは、CCO ディレクトリおよび GitHub にある NXOS イ
メージと同じ場所でホストされます）。このパッケージは、デバイスにインストールする前に、
copy scp:: コマンドを使用して、最初にデバイスの場所にコピーしておく必要があります。インス
トール キーワードにより、OVA ファイルの抽出、ファイルの内容の検証、仮想サービス インス
タンスの作成、XML の仮想マシンの定義の検証が行われます。OVA ファイルのインストールを
保存するために、デバイスの startup-configuration ファイルに設定をコピーする必要はありません。
oac.ova ファイルをデバイスにダウンロードしたら、OAC のインストールおよびアクティブ化を実
行します。アクティブなルート プロセッサとスタンバイのルート プロセッサに異なる OVA ファ
イルをインストールすることもできます。デバイスで OAC のインストールおよびアクティブ化を
行うには、次の手順を実行してください。

ステップ 1

仮想環境をデバイスに追加します。
switch# virtual-service namevirtual-service-namepackagepackage-location-media
（注）
ブートフラッシュのほか、USB デバイスなど任意のメディアにパッケージを保存できま
す。
（注）

インストールの進捗状況を表示するには、show virtual-service list コマンドを使用します。イン
ストールが完了すると、仮想サービスのインストール成功を通知するメッセージがコンソール
に表示されます。

ステップ 2

インストールが完了したら、グローバル設定モードに入り、仮想サービスをアクティブ化します。
switch# configure terminal

ステップ 3

NX-API 機能を有効にします。Puppet エージェント、Chef エージェント、およびデバイス間の通信は、NX
API を使用してアーカイブされます。
switch(config)# feature nxapi

ステップ 4

仮想サービスを設定し、仮想サービス設定モードに入ります。
switch(config)# virtual-servicename

ステップ 5

設定した仮想サービスをアクティブ化します。
switch(config-virt-serv)# activate
（注）
仮想サービスを非アクティブ化するには、仮想サービス設定モードで no activate コマンドを使
用します。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。
switch(config-virt-serv)# end
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例：
次の例は、Cisco NX-OS デバイスでの OAC のインストールおよびアクティブ化の方法を示してい
ます。この後、検証コマンドを入力して、インストールおよび設定の完了した仮想サービスの詳
細を表示します。
switch# virtual-service install name oac package bootflash:oac.ova
switch# configure terminal
switch(config)# feature nxapi
switch(config)# virtual-service oac
switch(config-virt-serv)# activate
switch(config-virt-serv)# end
switch# show virtual-service detail
Virtual service oac detail
State
: Activated
Package information
Name
: oac.ova
Path
: bootflash:/oac.ova
Application
Name
: OpenAgentContainer
Installed version : 1.0
Description
: Cisco Systems Open Agent Container
Signing
Key type
: Cisco release key
Method
: SHA-1
Licensing
Name
: None
Version
: None
Resource reservation
Disk
: 400 MB
Memory
: 256 MB
CPU
: 1% system CPU
Attached devices
Type
Name
Alias
--------------------------------------------Disk
_rootfs
Disk
/cisco/core
Serial/shell
Serial/aux
Serial/Syslog
serial2
Serial/Trace
serial3

Open Agent Container への接続
仮想サービス環境に接続するには、特権 EXEC モードで virtual-service connect
namevirtual-service-nameconsole コマンドを使用します。ここでは、事前に設定した仮想環境とし
て OAC を指定します。
switch# virtual-service connect name oac console

OAC 環境にアクセスするには、次の資格情報を使用する必要があります。
ユーザ名：root、パスワード：oac
OAC 環境に初めてアクセスする際に、パスワードをすぐにリセットするように求められます。手
順に従ってパスワードをリセットしてください。パスワードをリセットしたら、OAC 環境へのア
クセスが可能になります。

（注）

Ctrl+C キーを 3 回押すと、OAC への接続が終了し、スイッチ コンソールに戻ります。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS プログラマビリティ ガイド
4

Open Agent Container
使用しているスイッチでの OAC の有効化

Open Agent Container 内のネットワーク環境の確認
オープン エージェントをインターネットからスイッチに直接インストールできるようにするに
は、設定した OAC 内のネットワーキング環境を確認します。

ステップ 1

/etc/resolv.conf を編集して、DNS サーバを指定します。デフォルトのサーバは、OpenDNS Public DNS
（208.67.222.222 および 208.67.220.220）です。

ステップ 2

コンテナに正しい時刻を設定していることを確認します。VSH 内部のホストでネットワーク タイム プロ
トコル（NTP）を設定できます。ホストの時間は自動的に OAC と同期されます。

ステップ 3

スイッチがファイアウォールで保護されており、インターネットに直接接続されていない場合は、プロキ
シ サーバを使用する必要があります。

ステップ 4

コンテナ内で、プロキシ サーバを指定するように http_proxy および https_proxy をセットアップします。
（この手順は任意です）。
export http_proxy="<your-http-proxy>"
export https_proxy="<your-https-proxy>"

OAC のアップグレード
新しい OVA が利用可能である場合に、既存のインストールをアップグレードには、特権 EXEC
モードで virtual-service upgrade namevirtual-service-name packagepackage-location-media コマンドを使
用します。新しい OVA にアップグレードするには、仮想サービス設定モードで no activate コマン
ドを使用して、最初に既存の OVA を非アクティブ化する必要があります。

（注）

アップグレード後は、旧バージョンの OAC で実施したすべての変更および設定が失われます。
新しい OAC 環境で最初からやり直す必要があります。

例：
次の例では、新しい OAC にアップグレードする方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# feature nxapi
switch(config)# virtual-service oac
switch(config-virt-serv)# no activate
switch(config-virt-serv)# end
switch(config)# virtual-service install name oac package bootflash:oac1.ova
switch# configure terminal
switch(config)# feature nxapi
switch(config)# virtual-service oac
switch(config-virt-serv)# activate
switch(config-virt-serv)# end

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS プログラマビリティ ガイド
5

Open Agent Container
使用しているスイッチでの OAC の有効化

OAC のアンインストール
NX-OS デバイスから OAC をアンインストールするには、まず OAC を非アクティブ化する必要が
あります。

ステップ 1

グローバル設定モードに入り、仮想サービスを非アクティブ化します。
switch# configure terminal

ステップ 2

仮想サービス設定モードに入ります。
switch(config)# virtual-servicevirutal-service-name

ステップ 3

設定した仮想サービスを非アクティブ化します。
switch(config-virt-serv)# no activate

ステップ 4

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
switch(config-virt-serv)# exit

ステップ 5

設定した仮想サービスを無効化します。
switch(config)# no virtual-servicevirtual-service-name

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。
switch(config)# exit

ステップ 7

仮想サービスをアンインストールします。
switch# virtual-service uninstall namevirtual-service-name
（注）
アンインストールの進捗状況を表示するには、show virtual-service list コマンドを使用します。
アンインストールが完了すると、仮想サービスのアンインストール成功を通知するメッセージ
がコンソールに表示されます。

例：
次の例は、NX-OS デバイスの OAC を非アクティブ化してアンインストールする方法を示してい
ます。
switch# configure terminal
switch(config)# virtual-service oac
switch(config-virt-serv)# no activate
switch(config-virt-serv)# exit
switch(config)# no virtual service oac
switch(config)# exit
switch# virtual-service uninstall name oac
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