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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, ix ページ
• 表記法, ix ページ
• 関連資料, xi ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xiii 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, xiii 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。
表記法

説明

bold

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。

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。
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表記法

説明

[x]

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 | y]

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 | z}]

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。

variable

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。

string

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。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

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。

太字の 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。

イタリック体の screen フォン 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
ト
で示しています。
<>

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）

「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。

注意

「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。

警告

安全上の重要事項
「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。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全について
の警告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。

関連資料
アプリケーション セントリック インフラストラクチャのマニュアル セットには、次の URL の
Cisco.com から入手可能な次のドキュメントが含まれます。http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html
Web ベースのマニュアル
• 『Cisco APIC Management Information Model Reference』
• 『Cisco APIC Online Help Reference』
• 『Cisco APIC Python SDK Reference』
• 『Cisco ACI Compatibility Tool』
• 『Cisco ACI MIB Support List』
ダウンロード可能なマニュアル
• ナレッジ ベースの記事（KB 記事）は、次の URL から入手できます。http://www.cisco.com/c/
en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
products-configuration-examples-list.html
• 『Cisco Application Centric Infrastructure Release Notes』
• 『Cisco Application Centric Infrastructure Fundamentals Guide』
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• 『Cisco APIC Getting Started Guide』
• 『Cisco APIC REST API User Guide』
• 『Cisco APIC Command Line Interface User Guide』
• 『Cisco APIC Faults, Events, and System Messages Management Guide』
• 『Cisco ACI NX-OS Syslog Reference Guide』
• 『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Services Deployment Guide』
• 『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Device Package Development Guide』
• 『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Device Package Test Guide』
• 『Cisco ACI Firmware Management Guide』
• 『Cisco ACI Troubleshooting Guide』
• 『Cisco ACI Switch Command Reference, NX-OS Release 11.0』
• 『Cisco ACI MIB Quick Reference』
• 『Cisco Nexus CLI to Cisco APIC Mapping Guide』
• 『Application Centric Infrastructure Fabric Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Nexus 9336PQ ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Nexus 9396PX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Nexus 9396TX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Nexus 93128TX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Nexus 9504 ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Nexus 9508 ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）シミュレータのマニュアル
次のシスコ ACI シミュレータのマニュアルは、次の URL から入手できます。http://www.cisco.com/
c/en/us/support/cloud-systems-management/application-centric-infrastructure-simulator/
tsd-products-support-series-home.html
• 『Cisco ACI Simulator Release Notes』
• 『Cisco ACI Simulator Installation Guide』
• 『Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド』
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのマニュアル
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのマニュアルは、次の URL で入手できます。http://
www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html
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Cisco Application Virtual Switch のマニュアル
Cisco Application Virtual Switch（AVS）のマニュアルは、次の URL で入手できます。http://
www.cisco.com/c/en/us/support/switches/application-virtual-switch/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、apic-docfeedback@cisco.com までご連絡ください。 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's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html から入手できます。
『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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1

章

使用する前に
この章の内容は、次のとおりです。
• 初めてのアクセス, 1 ページ
• GUI の概要, 9 ページ
• APIC の準備の例について, 14 ページ
• ファブリックの初期化, 14 ページ
• ユーザ アカウントの作成, 23 ページ
• 管理アクセスの追加, 28 ページ
• VM 管理システムの接続, 46 ページ
• テナント、プライベート ネットワーク、およびブリッジ ドメインの作成, 66 ページ
• テナントの外部接続の設定, 69 ページ
• アプリケーション ポリシーの展開, 75 ページ

初めてのアクセス
ACI シミュレータについて
ACI シミュレータは、1 台の物理サーバにおいて、または仮想マシンとして、リーフ スイッチお
よびスパインスイッチのシミュレートされたファブリックインフラストラクチャとともに、実際
のフル機能を搭載した APIC コントローラ ソフトウェアを提供します。 物理サーバは UCS C シ
リーズ サーバですが、仮想 ACI シミュレータは仮想マシンとしてラップトップ上で実行できま
す。
APIC コントローラ ソフトウェアは、ファブリック トポロジ内の接続されたソフトウェアによっ
てシミュレートされている一連の 5 つの ACI スイッチを制御します。 これにより、カスタマーは
APIC GUI を探索してシミュレートされたファブリックで構成を作成することができます。 シミュ
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レータは CLI または REST API を使用して設定することもできるため、パートナーおよびカスタ
マーは実際の ACI スイッチに投資して購入する前にスクリプトとアプリケーションを開発するこ
とができます。

ACI シミュレータを使用するときの注意事項および制約事項
ACI シミュレータを使用するときは、次の注意事項および制約事項を考慮する必要があります。
• ACI シミュレータ GUI には、ビデオ デモを含むクイック スタート下のオンライン バージョ
ンが含まれます。
• 次の項目は変更しないでください。
◦ ノード名の初期設定およびクラスタ設定のデフォルト名。
◦ クラスタ サイズと APIC ノードの数。
◦ インフラ VLAN。
• ACI シミュレータは、インバンド管理に NAT を使用します。 ポリシーで設定されたインバ
ンド IP アドレスは使用されません。 代わりに、APIC およびノードのインバンド IP アドレ
スは内部的に割り当てられます。
• ACI シミュレータは次をサポートしていません。
◦ DHCP サーバ ポリシーの設定
◦ DNS サービス ポリシーの設定
◦ シミュレータにシミュレートされたスイッチが含まれているため、データ パスの転送。
◦ リーフ スイッチとハイパーバイザ間またはリーフ スイッチとアンマネージド/レイヤ 2
スイッチ間の Cisco Discovery Protocol（CDP）。 Link Layer Discovery Protocol（LLDP）
のみがこれらの場合にサポートされます。
◦ スイッチのアウトオブバンド管理アクセスの設定。
• APIC アウトオブバンド管理 IP/ゲートウェイは、アウトオブバンド管理ポリシーを使用して
変更することはできず、APIC の最初のセットアップ画面でのみ設定できます。
• シミュレータ ネットワーク外の vMotion PNIC を保持します。
• インフラストラクチャ テナントのインフラストラクチャ EPG は内部使用に限られます。
• MP-BGP ルート リフレクタおよび OSPF 外部ルーテッド ネットワーク プロトコルは、シミュ
レータを使用している場合は動作しません。
• 仮想シェル（VSH）および ishell コマンドはスイッチで動作しません。 これらのコマンドは、
Cisco NX-OS ソフトウェアで実行され、Cisco NX-OS ソフトウェアはシミュレータでは使用
できません。
• 統計情報がシミュレートされます。 結果として、統計情報しきい値超過でのエラーの発生を
示すために、しきい値超過アラート（TCA）のエラーがシミュレータで生成されます。
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• [common policy] 下で Syslog および Call Home のソース ポリシーを作成します。 このポリシー
は、システム レベルで適用され、すべての Syslog および Call Home メッセージをシステム全
体に送信します。 [common policy] 下の Syslog および Call Home を作成する GUI パスは次の
とおりです。Admin / External Data Collector/ Monitoring Destinations / [Callhome | SNMP | Syslog]
• Cisco ACI シミュレータは、トップオブラック（TOR）スイッチのヘルス スコアをダウン状
態にする可能性があるカウンタのエラーをシミュレートします。 エラーは次のように表示さ
れます。
<faultInst ack="no" cause="threshold-crossed" changeSet="" childAction="" code="F54431"
created="2014-01-21T17:20:13.179+00:00" descr="TCA: l2IngrBytes5min dropRate value
9049.94 raised
above threshold 9000 and value is recovering "dn="topology/pod-1/node-17/sys/
ctx-[vxlan-2621440]/bd-[vxlan-15826914]/vlan-[vlan- 1031]/fault-F54431" domain="infra"
highestSeverity="minor" lastTransition="2014-01-21T17:22:35.185+00:00" lc="raised"
modTs="never"
occur="1"origSeverity="minor" prevSeverity="minor" rule="tca-l2-ingr-bytes-drop-rate"
severity="minor" status="" subject="counter" type="operational"/> <faultInst ack="no"
cause="threshold-crossed" changeSet="" childAction="" code="F54447"
created="2014-01-21T17:20:13.244+00:00" descr="TCA: l2IngrPkts5min dropRate
value 3.53333 raised above threshold 10" dn="topology/pod-1/node-17
/sys/ctx-[vxlan-2621440]/bd-[vxlan-15826914]/vlan-[vlan-1 031]/fault-F54447"
domain="infra" highestSeverity="warning" lastTransition="2014-01-21T19:42:37.983+00:00"
lc="retaining" modTs="never" occur="9" origSeverity="warning"prevSeverity="warning"
rule="tca-l2-ingr-pkts-drop-rate" severity="cleared" status="" subject="counter"
type="operational"/>

• シミュレータとアプライアンス間のインバンド管理接続を使用してサービス アプライアンス
を接続することによって L4 ～ L7 のサービスをテストできます。
シミュレータを使用するときの L4 ～ L7 のサービスのガイドラインの詳細については、『Cisco
ACI Simulator Release Notes』のガイドラインの項を参照してください。

Cisco Application Centric Infrastructure ファブリック ハードウェアのイ
ンストール
ACI ファブリック ハードウェアのインストールの詳細については、『Application Centric Infrastructure
Fabric Hardware Installation Guide』を参照してください。

BIOS のデフォルト パスワードの変更
ACI シミュレータは、デフォルトの BIOS パスワードが付属しています。 デフォルトのパスワー
ドは「password」です。 起動プロセスが開始されると、ブート画面にコンソール サーバの BIOS
情報が表示されます。
デフォルトの BIOS パスワードを変更するには、次のタスクを実行します。
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手順
ステップ 1

BIOS の起動プロセス中に、画面に Press <F2> Setup と表示されたら、F2 キーを押します。
Entering Setup メッセージが表示され、セットアップ メニューにアクセスします。

ステップ 2

[Enter Password] ダイアログボックスに、現在のパスワードを入力します。
（注）
デフォルトは、「password」で
す。

ステップ 3

[Setup Utility] で、[Security] タブを選択し、[Set Administrator Password] を選択します。

ステップ 4

[Enter Current Password] ダイアログボックスに、現在のパスワードを入力します。

ステップ 5

[Create New Password] ダイアログボックスに、新しいパスワードを入力します。

ステップ 6

[Confirm New Password] ダイアログボックスに、新しいパスワードを再入力します。

ステップ 7

[Save & Exit] タブを選択します。

ステップ 8

[Save & Exit Setup] ダイアログボックスで、[Yes] を選択します。

ステップ 9

再起動プロセスが完了するまで待機します。
更新された BIOS パスワードが有効になります。

APIC の概要
Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）は、外部エンドポイントの接続性がアプリケーショ
ンセントリックポリシーを通じて制御されグループ化された分散型のスケーラブルなマルチテナ
ント インフラストラクチャです。 Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、ACI の自
動化、管理、モニタリングおよびプログラマビリティの統合ポイントです。 APIC は、インフラ
ストラクチャの物理/仮想コンポーネント用の統合操作モデルを使用して、アプリケーションの展
開、管理、およびモニタリングをあらゆる場所でサポートします。 APIC は、アプリケーション
の要件とポリシーに基づき、ネットワークのプロビジョニングおよび制御をプログラムで自動化
します。また、これは幅広いクラウドネットワークに対する中央制御エンジンなので、管理が簡
単になり、アプリケーションネットワークの定義および自動化の方法に柔軟性が得られます。ま
た、ノースバウンド Representational State Transfer（REST）API が提供されます。 APIC は、多く
のコントローラ インスタンスのクラスタとして実装される分散システムです。

APIC のセットアップ
APIC を初めて起動すると、APIC コンソールに一連の初期設定オプションが示されます。 多くの
オプションでは、Enter キーを押すことで角カッコで囲まれて表示されているデフォルト設定を選
択できます。 設定ダイアログの任意の時点で、Ctrl+C を押すことでダイアログを最初から再開で
きます。
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（注）

• Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を使用して設定を行っている場合は、ブ
レークアウト ケーブル付きの前面ユーティリティ コンソール ポートのみを使用してくだ
さい。 最初に CIMC を設定し、次に CIMC KVM 経由で APIC にアクセスするか、または
前面ユーティリティ コンソール ポート経由で APIC へのアクセスをローカルで継続しま
す。 RJ-45 背面コンソール ポートは使用しないでください。
• CIMC を使用してパラメータを変更しないでください。 変更されたプロパティとソフト
ウェアまたはファームウェアのバージョンがユーザの特定の APIC バージョンでサポート
されている場合を除き、CIMC ユーザ インターフェイス、XML、または SSH インター
フェイスを使用してソフトウェアまたはファームウェアをアップグレードしないでくだ
さい。

名前

説明

デフォルト値

ファブリック名

ファブリック ドメイン名

ACI Fabric1

コントローラ数

クラスタ サイズ

3

コントローラ ID

APIC インスタンスの一意 1、2、または 3
の ID 番号

トンネル エンドポイント トンネル エンドポイント
アドレス用の IP アドレス アドレス プール
プール

10.0.0.0/16
この値は、インフラストラクチャ仮想
ルーティングおよび転送（VRF）専用で
す。
デフォルト値。変更しないでください。

ブリッジ ドメイン マルチ ファブリック マルチキャ
キャスト アドレス
ストに使用する IP アドレ
（GIPO）の IP アドレス
ス
プール

225.0.0.0/15
有効な範囲：225.0.0.0/15 ～
231.254.0.0/15、prefixlen は 15（128k IP）
でなければなりません。
デフォルト値。変更しないでください。
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名前

説明

デフォルト値

管理インターフェイスの速 アウトオブバンド管理イン auto
度/デュプレックス モード ターフェイスのインター 有効な値は、次のとおりです。
フェイス速度とデュプレッ
• auto
クス モード
• 10baseT/Half
• 10baseT/Full
• 100baseT/Half
• 100baseT/Full
• 1000baseT/Full
（注）

インフラストラクチャ
ネットワークの VLAN ID

仮想スイッチを含む APIC/ 4
スイッチ間の通信用のイン デフォルト値。変更しないでください。
フラストラクチャ VLAN
（注）

APIC での使用
専用にこの
VLAN を予約し
ます。

アウトオブバンド管理用の GUI、CLI、または API を —
IP アドレス
通じて APIC にアクセスす
るためにユーザが使用する
IP アドレス。
このアドレスは、カスタ
マーのプライベート ネッ
トワークからの予約アドレ
スである必要があります。
デフォルト ゲートウェイ
の IP アドレス。

アウトオブバンド管理を使 —
用した外部ネットワークへ
の通信用のゲートウェイ
アドレス

強力なパスワードの確認

強力なパスワードをチェッ [Y]
クします。
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名前

説明

デフォルト値

パスワード

システム管理者のパスワー —
ド
このパスワードは、1 つの
特殊文字を含む 8 文字以上
にする必要があります。

次は、コンソールに表示される初期設定ダイアログの例です。
Cluster
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

configuration ...
the fabric name [ACI Fabric1 #1]:
the number of controllers in the fabric (1-16) [3]:
the controller ID (1-3) [2]:
the controller name [apic2]:
address pool for TEP addresses [10.0.0.0/16]:
the VLAN ID for infra network (1-4)[4]: <<< This is for the simulator APIC
address pool for BD multicast addresses (GIPO) [225.0.0.0/15]:

Out-of-band
Enter the
Enter the
Enter the

management configuration ...
IP address for out-of-band management: 192.168.10.2/24
IP address of the default gateway [None]: 192.168.10.254
interface speed/duplex mode [auto]:

Administrator user configuration...
Enable strong passwords? [Y]
Enter the password for admin:

（注）

• 管理者としてログインするのに数分かかることがあります。
• クラスタ全体が起動するまで、apic2 および apic3 にはログインできません。

GUI へのアクセス
手順
ステップ 1

サポートされているブラウザの 1 つを開きます。
• Chrome バージョン 35（最低）
• Firefox バージョン 26（最低）
• Internet Explorer バージョン 11（最低）
• Safari バージョン 7.0.3（最低）
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（注）

既知の問題が Safari ブラウザおよび未署名の証明書に存在します。 WebSockets で
使用するために未署名の証明書を受け入れる前に、ここで示す情報をお読みくださ
い。 HTTPS のサイトにアクセスすると、次のメッセージが表示されます。
“Safari can’t verify the identity of the website APIC. The certificate for this website is invalid.
You might be connecting to a website that is pretending to be an APIC, which could put your
confidential information at risk. Would you like to connect to the website anyway?”
WebSockets が接続できることを保証するには、次の手順を実行します。
[Show Certificate] をクリックします。
表示される 3 つのドロップダウン リストで [Always Trust] を選択します。
これらの手順に従わないと、WebSockets は接続できません。

ステップ 2

URL を入力します。https://mgmt_ip-address
初期設定時に設定したアウトオブバンド管理 IP アドレスを使用します。 たとえば、
https://192.168.10.1 などがこれに該当します。
（注）

ステップ 3

https だけがデフォルトでイネーブルになっています。 デフォルトでは、http および http
から https へのリダイレクションがディセーブルになっています。

ログイン画面が表示されたら、初期設定時に設定した管理者名とパスワードでログインします。

次の作業
アプリケーション セントリック インフラストラクチャ ファブリック および Application Policy
Infrastructure Controller の機能および処理については、ホワイト ペーパーや、『Cisco Application
Centric Infrastructure Fundamentals Guide』を参照してください。

REST API へのアクセス
手順
スクリプトまたはブラウザベースの REST クライアントを使用して、https://ip-address of
APIC/api/api-message-url の形式の API POST または GET メッセージを送信できます。
初期設定時に設定したアウトオブバンド管理 IP アドレスを使用します。
（注）

• https だけがデフォルトでイネーブルになっています。 デフォルトでは、http およ
び http から https へのリダイレクションがディセーブルになっています。
• API セッションを開始するために認証メッセージを送信する必要があります。 初
期設定時に設定した管理者ログイン名とパスワードを使用します。

次の作業
APIC REST API の設定の詳細については、『Cisco APIC REST API User Guide』を参照してくださ
い。
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CLI のアクセス
手順
ステップ 1

セキュア シェル（SSH）クライアントから、admin@ip-address への SSH 接続を開きます。
初期設定時に設定した管理者のログイン名とアウトオブバンド管理 IP アドレスを使用します。 た
とえば、admin@192.168.10.1 などがこれに該当します。

ステップ 2

入力を求められた場合は、初期設定時に設定した管理者パスワードを入力します。

次の作業
すべてのユーザが /home と呼ばれる共有ディレクトリを使用する必要があります。 このディレ
クトリでは、ディレクトリとファイルを作成する権限がユーザに与えられます。/home 内で作成
されたファイルはデフォルトの umask 権限を継承し、ユーザおよび root としてアクセスできま
す。 ユーザは、初めてのログイン時に、/home/jsmith などのファイルを保存するための
/home/userid ディレクトリを作成することを推奨します。
BASH または VSH などの動作モードで ACI CLI を使用してスイッチにアクセスする方法について
は、『Cisco APIC Command Line Interface User Guide』および『Cisco ACI Switch Command Reference』
を参照してください。
APIC CLI の設定の詳細については、『Cisco APIC Command Line Interface User Guide』を参照して
ください。

GUI の概要
GUI の概要
APIC GUI は、REST API メッセージを交換することによって APIC エンジンと内部的に通信する
APIC へのブラウザベースのグラフィカル インターフェイスです。 GUI には、複数の領域とペイ
ンが含まれています。

メニュー バーおよびサブメニュー バー
メニュー バーおよびサブメニュー バーには、次の項目が含まれます。
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メニュー バーは、APIC GUI の上部に表示されます（次の図を参照）。 ここからメイン タブにア
クセスできます。
図 1：APIC GUI のメニュー バー

メニュー バーのタブの 1 つをクリックして、サブメニュー バーに進むことができます（次の図を
参照）。 メニュー バーのタブをクリックすると、そのタブのサブメニュー バーが表示されます。
サブメニューバーは、メニューバーのタブごとに異なり、個別の設定によっても異なる場合があ
ります。
図 2：APIC GUI のサブメニュー バー

[SYSTEM] タブ
システム全体の状態のサマリー、その履歴、およびシステムレベルの障害のテーブルを収集およ
び表示するには、[SYSTEM] タブを使用します。

[TENANTS] タブ
テナント管理を実行するために、メニュー バーの [Tenants] タブを使用します。 サブメニュー バー
に、[Add Tenant] のリンクと、すべてのテナントを含むドロップダウン リストがあります。 最大
5 つの直近で使用されたテナントもサブメニュー バーに表示されます。
• テナントには、承認されたユーザのドメインベースのアクセス コントロールをイネーブルに
するポリシーが含まれます。 承認されたユーザは、テナント管理やネットワーキング管理な
どの権限にアクセスできます。
• ユーザは、ドメイン内のポリシーにアクセスしたりポリシーを設定するには読み取り/書き込
み権限が必要です。 テナント ユーザは、1 つ以上のドメインに特定の権限を持つことができ
ます。
• マルチテナント環境では、リソースがそれぞれ分離されるように、テナントによりグループ
ユーザのアクセス権限が提供されます（エンドポイント グループやネットワーキングなどの
ため）。 これらの権限では、異なるユーザが異なるテナントを管理することもできます。
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[FABRIC] タブ
[FABRIC] タブには、サブメニュー バーに次のタブが含まれます。
• [INVENTORY] タブ：ファブリックの個々のコンポーネントを表示します。
• [FABRIC POLICIES] タブ：モニタリングおよびトラブルシューティングのポリシーとファブ
リック プロトコルの設定またはファブリック最大伝送単位（MTU）の設定を表示します。
• [ACCESS POLICIES] タブ：システムのエッジ ポートに適用するアクセス ポリシーを表示し
ます。 これらのポートは、外部と通信するリーフ スイッチ上にあります。

[VM NETWORKING] タブ
仮想マシン（VM）のさまざまな管理システムのインベントリを表示および設定するには、[VM
NETWORKING] タブを使用します。 個別の管理システムへの接続（VMware vCenter または VMware
vShield など）を設定できるさまざまな管理ドメインを設定し作成できます。 これらの VM 管理シ
ステム（API のコントローラとも呼ばれます）によって管理されるハイパーバイザ および VM を
表示するには、サブメニュー バーの [INVENTORY] タブを使用します。

[L4-L7 SERVICES] タブ
レイヤ 4 ～ レイヤ 7 のデバイスを定義するパッケージのインポートなどのサービスを実行するに
は、[L4-L7 SERVICES] タブを使用します。 [INVENTORY] サブメニュー タブで既存のサービス
ノードを確認できます。

[ADMIN] タブ
認証、許可などの管理機能、アカウンティング機能、ポリシーのスケジューリング、レコードの
保持と消去、ファームウェアのアップグレード、および syslog、Call Home、SNMP などの制御機
能を実行するには、[ADMIN] タブを使用します。

[Search] アイコン
検索フィールドを表示するには、[Search] アイコンをクリックします。 検索フィールドでは、名
前またはその他の固有フィールドによってオブジェクトを検索できます。

[Navigation] ペイン
サブメニュー バーの下にある APIC GUI の左側にある [Navigation] ペインを使用して、サブメニュー
カテゴリのすべての要素に移動できます。 [Navigation] ペインでコンポーネントを選択すると、そ
のオブジェクトが [Work] ペインに表示されます。
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[Work] ペイン
[Navigation] ペインで選択したコンポーネントに関する詳細を表示するには、APIC GUI の右側に
ある [Work] ペインを使用します。 [Work] ペインの表示例については、次の図を参照してくださ
い。
[Work] ペインは、次の要素で構成されます。
• タブが表示されるコンテンツ領域。 これらのタブを使用して、[Navigation] ペインで選択し
たコンポーネントに関連する情報にアクセスすることができます。 コンテンツ領域に表示さ
れるタブは、選択されたコンポーネントにより異なります。
• 右上隅にある疑問符アイコンで表示されている状況依存オンライン ヘルプへのリンク。
図 3：APIC の [Work] ペインの表示例

GUI アイコン
表 1：APIC GUI に頻繁に表示されるアイコン

アイコン

説明
[Navigation] ペイン表示用の制御矢印

[Work] ペインの下部にあるコンテキスト内ヘルプを表示
または非表示にします。

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
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アイコン

説明
テーブルを XML ファイルとしてダウンロードします。

[Navigation]ペインで選択したコンポーネントのグラフィッ
ク ビューを表示します。
[Navigation] ペインで選択したコンポーネントのテーブル
ビューを表示します。
パネルのコンテキストを更新します。 リポジトリが変更
するたびにデータが更新されるため、接続の問題がある
場合にのみこのアイコンをクリックします。
オンライン ヘルプ情報を表示します。

設定

次のビュー

前のビュー

パスの表示

パスのクリア

障害、統計情報、およびヘルス レベルのアイコン
表 2：APIC GUI に表示される障害の重大度レベル

アイコン

説明
クリティカル：このアイコンは、重大度がクリティカル
な障害レベルを示します。
メジャー：このアイコンは、重大度がメジャーな障害レ
ベルを示します。

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
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アイコン

説明
マイナー：このアイコンは、重大度がマイナーな障害レ
ベルを示します。
警告：このアイコンは、警告を必要とする障害レベルを
示します。

APIC の準備の例について
このマニュアルのいくつかの例の手順には、パラメータ名が含まれています。 これらのパラメー
タ名は、便宜上理解しやすいように例として提供されるもので、それらを使用する必要はありま
せん。

ファブリックの初期化
ファブリックの初期化について
スイッチを APIC で管理されるように追加し、GUI、CLI、または API を使用して手順を検証する
ことによってファブリックを構築できます。

（注）

ファブリックを構築するには、アウトオブバンド ネットワーク経由で APIC クラスタを事前に
作成する必要があります。

トポロジの例
トポロジ例は次のとおりです。
• 2 つのスパイン スイッチ（spine1、spine2）
• 2 つのリーフ スイッチ（leaf1、leaf2）
• APIC の 3 つのインスタンス（apic1、apic2、apic3）

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
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次の図は、ファブリック トポロジの例を示します。
図 4：ファブリック トポロジの例

トポロジ接続の例
接続の詳細を含むトポロジ例は次のとおりです。
名前

接続の詳細

leaf1

eth1/1 = apic1（eth2/1）
eth1/2 = apic2（eth2/1）
eth1/3 = apic3（eth2/1）
eth1/49 = spine1（eth5/1）
eth1/50 = spine2（eth5/2）

leaf2

eth1/1 = apic1（eth 2/2）
eth1/2 = apic2（eth 2/2）
eth1/3 = apic3（eth 2/2）
eth1/49 = spine2（eth5/1）
eth1/50 = spine1（eth5/2）
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名前

接続の詳細

spine1

eth5/1 = leaf1（eth1/49）
eth5/2 = leaf2（eth1/50）

spine2

eth5/1 = leaf2（eth1/49）
eth5/2 = leaf1（eth1/50）

APIC によるスイッチ検出
APICは、ACIファブリックの一部であるすべてのスイッチに対する自動プロビジョニングおよび
管理の中心となるポイントです。 単一のデータセンターには、複数の ACI ファブリックを組み込
むことができます。各データセンターは、自身の APIC クラスタとファブリックの一部である Cisco
Nexus 9000 シリーズ スイッチを持つことができます。 スイッチが単一の APIC クラスタによって
のみ管理されるようにするには、各スイッチがファブリックを管理するその特定の APIC クラス
タに登録される必要があります。
APIC は、現在管理している任意のスイッチに直接接続されている新規スイッチを検出します。
クラスタ内の各 APIC インスタンスは、直接接続されているリーフ スイッチのみを最初に検出し
ます。 リーフ スイッチが APIC で登録されると、APIC はリーフ スイッチに直接接続されている
すべてのスパイン スイッチを検出します。 各スパイン スイッチが登録されると、その APIC はそ
のスパイン スイッチに接続されているすべてのリーフ スイッチを検出します。 このカスケード
化された検出により、APIC は簡単なわずかな手順でファブリック トポロジ全体を検出すること
ができます。

APIC クラスタによるスイッチ登録
（注）

スイッチを登録する前に、ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、適切な設
定で起動されていることを確認します。 APIC を使用してスイッチを登録するときは、GUI を
使用した非接続スイッチの登録, （18 ページ）を参照してください。 シャーシの設置につい
ては、http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/
application-policy-infrastructure-controller-apic/products-installation-guides-list.html を参照してくだ
さい。
スイッチが APIC で登録されると、そのスイッチは APIC で管理されるファブリック インベント
リの一部となります。 アプリケーション セントリック インフラストラクチャ ファブリック（ACI
ファブリック）を使用すると、APIC はインフラストラクチャ内のスイッチのプロビジョニング、
管理、およびモニタリングのシングル ポイントとなります。
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（注）

インフラストラクチャの IP アドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACI ファブリックで使用する他の IP アドレスと重複してはなりません。

APIC からのスイッチ検出の検証とスイッチ管理
スイッチが APIC で登録された後、APIC はファブリック トポロジ ディスカバリを自動的に実行
し、ネットワーク全体のビューを取得し、ファブリック トポロジ内のすべてのスイッチを管理し
ます。
各スイッチは、個々にアクセスせずに、APIC から設定、モニタ、およびアップグレードできま
す。

ファブリック トポロジの検証
すべてのスイッチが APIC クラスタに登録された後、APIC はファブリック内のすべてのリンクお
よび接続を自動的に検出し、その結果トポロジ全体を検出します。

VM 管理でのアンマネージド スイッチの接続
VM コントローラ（たとえば、vCenter）によって管理されているホストは、レイヤ 2 スイッチを
介してリーフ ポートに接続できます。 必要な唯一の前提条件は、レイヤ 2 スイッチを管理アドレ
スで設定することです。この管理アドレスは、スイッチに接続されているポート上で Link Layer
Discovery Protocol（LLDP）によってアドバタイズされる必要があります。 レイヤ 2 スイッチは、
APIC によって自動的に検出され、管理アドレスで識別されます。 次の図は、[Fabric] > [Inventory]
ビューにアンマネージド スイッチを表示する APIC GUI を示します。
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（注）

ACI シミュレータは、LLDP のみをサポートします。 Cisco Discovery Protocol（CDP）はサポー
トされません。

図 5：APIC ファブリック インベントリのアンマネージド レイヤ 2 スイッチ

非接続スイッチの登録
GUI を使用した非接続スイッチの登録
（注）

インフラストラクチャの IP アドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACI ファブリックで使用する他の IP アドレスと重複してはなりません。

はじめる前に
ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、起動されていることを確認します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[FABRIC] > [INVENTORY] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、適切なポッドを選択し、ポッドを展開し、[Fabric Membership] をクリック
します。

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
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[Work] ペインの [Fabric Membership] テーブルで、単一のリーフ スイッチが ID 0 として表示され
ます。 それが apic1 に接続されているリーフ スイッチです。
ステップ 3

リーフ スイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、ID を設定します。
a) [ID] フィールドで、適切な ID を追加します（leaf1 は ID 101、leaf 2 は ID 102）。
ID は、100 より大きい数である必要があります。最初の 100 の ID は APIC アプライアンス ノー
ド用です。
b) [Switch Name] フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update] をクリックします。
（注）
ID が割り当てられた後は、更新できません。 スイッチ名は、名前をダブルクリック
し、[Switch Name] フィールドを更新することによって更新できます。
[Success] ダイアログボックスが表示されます。 IP アドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]
ペインで、スイッチがポッドの下に表示されます。

ステップ 4

1 つ以上のスパイン スイッチが表示されるまで [Work] ペインをモニタします。

ステップ 5

スパイン スイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、ID を設定します。
a) [ID] フィールドで、適切な ID を追加します（spine1 は ID 103、spine 2 は ID 104）。
ID は、100 より大きい数である必要があります。
b) [Switch Name] フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update] をクリックします。
[Success] ダイアログボックスが表示されます。 IP アドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]
ペインで、スイッチがポッドの下に表示されます。 次の手順に進む前に、残りのすべてのスイッ
チが [Node Configurations] テーブルに表示されるまで待機します。

ステップ 6

[Fabric Membership] テーブルにリストされる各スイッチに対し、次の手順を実行します。
a) スイッチをダブルクリックし、ID と名前を入力し、[Update] をクリックします。
b) リストの次のスイッチに対して繰り返し行います。

REST APIを使用した非接続スイッチの登録
（注）

インフラストラクチャの IP アドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACI ファブリックで使用する他の IP アドレスと重複してはなりません。

手順
スイッチを登録します。
例：
POST: https://<apic-ip>/api/node/mo/uni/controller.xml
<fabricNodeIdentPol>
<fabricNodeIdentP serial="TEP-1-101" name="leaf1" nodeId="101"/>
<fabricNodeIdentP serial="TEP-1-102" name="leaf2" nodeId="102"/>
<fabricNodeIdentP serial="TEP-1-103" name="spine1" nodeId="103"/>
<fabricNodeIdentP serial="TEP-1-104" name="spine2" nodeId="104"/>
</fabricNodeIdentPol>
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CLI を使用した非接続スイッチの登録
（注）

インフラストラクチャの IP アドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACI ファブリックで使用する他の IP アドレスと重複してはなりません。

手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

スイッチを登録します。
例：
admin@apic1:fabric-membership> cd /aci/fabric/inventory/fabric-membership/node-policies
admin@apic1:node-policies mocreate TEP-1-101 id 101 name leaf1
admin@apic1:node-policies moconfig commit

ステップ 3

他のスイッチ（たとえば、スイッチ 102、103、および 104）に対して上記の手順を繰り返します。

接続されたスイッチの検証
GUI による接続されたスイッチの検証
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[FABRIC] > [INVENTORY] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Pod 1] 下の [Fabric Membership] を展開します。
ファブリック内のスイッチがノード ID とともに表示されます。 [Work] ペインに、登録されてい
るすべてのスイッチが割り当てられた IP アドレスとともに表示されます。

REST API による接続されたスイッチの検証
手順
REST API を使用してスイッチの登録を検証します。
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例：
GET: https://<apic-ip>/api/node/class/topSystem.xml?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata>
<topSystem address="10.0.0.1" dn="topology/pod-1/node-1/sys" fabricId="1" id="1"
name="apic1"
oobMgmtAddr="10.30.13.44" podId="1" role="apic" serial="" state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.0.2" dn="topology/pod-1/node-2/sys" fabricId="1" id="2"
name="apic2"
oobMgmtAddr="10.30.13.45" podId="1" role="apic" serial="" state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.0.3" dn="topology/pod-1/node-3/sys" fabricId="1" id="3"
name="apic3"
oobMgmtAddr="10.30.13.46" podId="1" role="apic" serial="" state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.98.127" dn="topology/pod-1/node-101/sys" fabricId="1" id="101"
name="leaf1" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="leaf" serial="FOX-270308"
state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.98.124" dn="topology/pod-1/node-102/sys" fabricId="1" id="102"
name="leaf2" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="leaf" serial="FOX-270308"
state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.98.125" dn="topology/pod-1/node-103/sys" fabricId="1" id="103"
name="spine2" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="spine" serial="FOX-616689"
state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.98.126" dn="topology/pod-1/node-104/sys" fabricId="1" id="104"
name="spine1" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="spine" serial="FOX-616689"
state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
</imdata>

CLI による接続されたスイッチの検証
手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

スイッチの登録を検証します。
例：
admin@apic1:pod-1> cat node-101/summary
id
: 101
name
: leaf1
tags
: topology/pod-1/node-101
admin-state
: on
alias
:
model
: N9K-C9396TX
vendor
: Cisco Systems, Inc
revision
: 0.1.6
serial
: FGE173900ZD
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up-time
infra-ip
in-band-management-ip
out-of-band-management-ip
top-system-name
type
health-score
firmware

:
:
:
:
:
:
:
:

00:07:50:32.000
10.0.36.95
0.0.0.0
0.0.0.0
leaf1
leaf
topology/pod-1/node-101/sys
simsw-1.0(0.552)

ファブリック トポロジの検証
GUI を使用したファブリック トポロジの検証
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[FABRIC] > [INVENTORY] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、表示したいポッドを選択します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[TOPOLOGY] タブをクリックします。
表示された図は、すべての接続されたスイッチ、APIC インスタンスおよびリンクを示します。

ステップ 4

（任意） リーフ スイッチまたはスパイン スイッチのポートレベルの接続を表示するには、トポ
ロジ図のアイコンをダブルクリックします。
トポロジ図に戻るには、[Work] ペインの左上隅にある [Previous View] アイコンをクリックしま
す。

ステップ 5

（任意） トポロジ図を更新するには、[Work] ペインの左上隅にある [Refresh] アイコンをクリッ
クします。

REST API を使用したファブリック トポロジの検証
手順
REST API を使用して、ファブリック トポロジを検証します。
例：

ユーザ リファレンスの識別子は次のとおりです。
• n1 = 最初のノードの 識別子
• s1 = 最初のノードのスロット
• p1 = スロット s1 のポート
• n2 = 2 番目のノードの識別子
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• s2 = 2 番目のノードのスロット
• p2 = スロット s2 のポート
GET: https://<apic-ip>/api/node/class/fabricLink.xml?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata>
<fabricLink dn="topology/lnkcnt-19/lnk-18-1-50-to-19-5-2" n1="18" n2="19" p1="50" p2="2"
s1="1" s2="5" status="" .../>
<fabricLink dn="topology/lnkcnt-20/lnk-18-1-49-to-20-5-1" n1="18" n2="20" p1="49" p2="1"
s1="1" s2="5" status="" .../>
<fabricLink dn="topology/lnkcnt-3/lnk-18-1-1-to-3-1-1" n1="18" n2="3" p1="1" p2="1"
s1="1" s2="1" status="" .../>
<fabricLink dn="topology/lnkcnt-19/lnk-17-1-49-to-19-5-1" n1="17" n2="19" p1="49" p2="1"
s1="1" s2="5" status="" .../>
<fabricLink dn="topology/lnkcnt-20/lnk-17-1-50-to-20-5-2" n1="17" n2="20" p1="50" p2="2"
s1="1" s2="5" status="" .../>
<fabricLink dn="topology/lnkcnt-1/lnk-17-1-1-to-1-1-1" n1="17" n2="1" p1="1" p2="1"
s1="1" s2="1" status="" .../>
<fabricLink dn="topology/lnkcnt-2/lnk-17-1-2-to-2-1-1" n1="17" n2="2" p1="2" p2="1"
s1="1" s2="1" status="" .../>
</imdata>

ユーザ アカウントの作成
ローカル ユーザの設定
初期の設定スクリプトで、管理者アカウントが設定され、管理者はシステム起動時の唯一のユー
ザとなります。 APIC は、きめ細かなロールベースのアクセス コントロール システムをサポート
しており、そのシステムでは、権限が少ない管理者以外のユーザを含め、ユーザ アカウントをさ
まざまなロールで作成することができます。

リモート ユーザの設定
ローカル ユーザを設定する代わりに、APIC を一元化された企業クレデンシャルのデータセンター
に向けることができます。 APIC は、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、Active
Directory、RADIUS、および TACACS+ をサポートしています。
外部認証プロバイダーを通じて認証されたリモート ユーザを設定するには、次の前提条件を満た
す必要があります。
• DNS 設定は、RADIUS サーバのホスト名ですでに名前解決されている必要があります。
• 管理サブネットを設定する必要があります。
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GUI を使用したローカル ユーザの設定
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[ADMIN] > [AAA] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[AAA Authentication] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインのデフォルトの [Authentication] フィールドで、[Realm] フィールドが [Local] と表示
されていることを確認します。

ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Security Management] > [Local Users] を展開します。
管理ユーザはデフォルトで存在しています。

ステップ 5

[Navigation] ペインで、[Create Local User] を右クリックします。

ステップ 6

[Security] ダイアログボックスで、ユーザに必要なセキュリティ ドメインを選択し、[Next] をク
リックします。

ステップ 7

[Roles] ダイアログボックスで、ユーザのロールを選択するためのオプション ボタンをクリック
し、[Next] をクリックします。
読み取り専用または読み取り/書き込み権限を提供できます。

ステップ 8

[User Identity] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Login ID] フィールドで、ID を追加します。
b) [Password] フィールドにパスワードを入力します。
c) [Confirm Password] フィールドで、パスワードを確認します。
d) [Finish] をクリックします。

ステップ 9

[Navigation] ペインで、作成したユーザの名前をクリックします。 [Work] ペインで、[Security
Domains] 領域のユーザの横にある [+] 記号を展開します。
ユーザのアクセス権限が表示されます。

REST API を使用したローカル ユーザの設定
手順
ローカル ユーザを作成します。
例：
URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni/userext.xml
POST CONTENT:
<aaaUser name="operations" phone="" pwd="<strong_password>" >
<aaaUserDomain childAction="" descr="" name="all" rn="userdomain-all" status="">
<aaaUserRole childAction="" descr="" name="Ops" privType="writePriv"/>
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</aaaUserDomain>
</aaaUser>

CLI を使用したローカル ユーザの設定
手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

ローカル ユーザを作成します。
例：
admin@apic1:aci> cd admin/aaa/security-management/
admin@apic1:security-management> cd local-users/
admin@apic1:local-users> mocreate operations
admin@apic1:local-users> moconfig commit
Committed mo 'admin/aaa/security-management/local-users/operations'
All mos committed successfully.
admin@apic1:local-users> cd operations/
admin@apic1:operations> moset password
Password:
Verify:
password is set and committed.
admin@apic1:operations> moconfig commit
admin@apic1:operations>

外部認証サーバの AV ペア
Cisco 属性/値（AV）ペアを既存のユーザ レコードに追加して、ユーザ権限を APIC コントローラ
に伝播することができます。 Cisco AV ペアは、APIC ユーザに対してロールベース アクセス コン
トロール（RBAC）のロールと権限を指定するために使用する単一の文字列です。オープンRADIUS
サーバ（/etc/raddb/users）の設定例は次のとおりです。
aaa-network-admin Cleartext-Password := "<password>"
Cisco-avpair = "shell:domains = all/aaa/read-all(16001)"

外部認証サーバの AV ペアの設定
属性/値（AV）のペア文字列のカッコ内の数字は、セキュア シェル（SSH）または Telnet を使用
してログインしたユーザの UNIX ユーザ ID として使用されます。

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
25

使用する前に
GUI を使用したリモート ユーザの設定

手順
外部認証サーバの AV ペアの設定
Cisco AV ペアの定義は次のとおりです（シスコは、UNIX ユーザ ID が指定されているかどうかに
かかわらず AV ペアをサポートします）
例：
* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2
* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2(8101)
These are the boost regexes supported by APIC:
uid_regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})(\\(\\d+\\))$");
regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})$");

次に、例を示します。
shell:domains = coke/tenant-admin/read-all,pepsi//read-all(16001)

GUI を使用したリモート ユーザの設定
はじめる前に
• DNS 設定は、ファブリック コントローラがサーバに到達できるように、RADIUS サーバ ホ
スト名を解決している必要があります。
• APIC には、RADIUS サーバに到達できるように、外部管理サブネット ポリシーを設定して
おく必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[ADMIN] > [AAA] を選択します。 [Navigation] ペインで、[RADIUS Management]
を展開します。

ステップ 2

[RADIUS Providers] を右クリックし、[Create RADIUS Provider] をクリックします。

ステップ 3

[Create RADIUS Provider] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Host Name (or IP Address)] フィールドで、ホスト名を追加します。
b) [Authorization Port] フィールドで、認証に必要なポート番号を追加します。
この番号は、設定されている RADIUS サーバによって異なります。
c) 必要な [Authorization Protocol] オプション ボタンをクリックします。
d) [Key] および [Confirm Key] フィールドに、事前共有キーを入力します。
このキーは、RADIUS サーバで設定されたサーバ キーと共有されるものと同一の情報です。
e) （任意） [Management EPG] フィールドで、RADIUS サーバが配置される EPG を選択し、EPG
のドロップダウン リストから、[Submit] をクリックします。
RADIUS プロバイダーが設定されます。

ステップ 4

[Navigation] ペインの [RADIUS Providers] 下で、作成した RADIUS プロバイダーをクリックしま
す。
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RADIUS プロバイダーの設定の詳細は、[Work] ペインに表示されます。

REST API を使用したリモート ユーザの設定
手順
ステップ 1

RADIUS プロバイダーを作成します。
例：
URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni/userext/radiusext.xml
POST Content:
<aaaRadiusProvider name="radius-auth-server.org.com" key="test123" />

ステップ 2

ログイン ドメインを作成します。
例：
URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni/userext.xml
POST Content:
<aaaLoginDomain name="rad"> <aaaDomainAuth realm="radius"/> </aaaLoginDomain>

CLI を使用したリモート ユーザの設定
手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

RADIUS プロバイダーを作成します。
例：
admin@apic1:aci> cd admin/aaa/radius-management/
admin@apic1:radius-management> cd radius-providers
admin@apic1:radius-providers> mocreate radius-auth-server.org.com
admin@apic1:radius-providers> moconfig commit
Committed mo 'admin/aaa/radius-management/radius-providers/radius-auth-server.org.com

ステップ 3

RADIUS プロバイダーを確認します。
例：
All mos committed successfully.
admin@apic1:radius-providers> cd radius-auth-server.org.com/
admin@apic1:radius-auth-server.org.com> moset key
Password:
Verify:
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key is set and committed.
admin@apic1:radius-auth-server.org.com> moconfig commit
admin@apic1:radius-auth-server.org.com> pwd
admin@apic1:radius-auth-server.org.com> cat summary
host-name-or-ip-address : radius-auth-server.org.com
description
:
authorization-port
: 1812
authorization-protocol
: pap
key
:
timeout
: 5
retries
: 1
management-epg
:
admin@apic1:radius-auth-server.org.com>

ステップ 4

ログイン ドメインを作成します。
例：
admin@apic1:aci> cd admin/aaa/authentication/login-domains/
admin@apic1:login-domains> mocreate rad
admin@apic1:login-domains> cd rad/
admin@apic1:rad> moset realm radius
admin@apic1:rad> moconfig commit
Committed mo 'admin/aaa/authentication/login-domains/rad'

ステップ 5

ログイン ドメインを確認します。
例：
admin@apic1:/aci/admin/aaa/authentication/login-domains/rad> cat summary
# aaa.LoginDomain
login-domain :
-----------name
: rad
description
:
realm
: radius
provider-group :

管理アクセスの追加
インバンド管理アクセス：APIC および ACI ファブリックへのインバンド管理接続を設定できま
す。 APIC がリーフ スイッチと通信するときに APIC によって使用される VLAN を最初に設定し、
次に VMM サーバがリーフ スイッチとの通信に使用する VLAN を設定します。

（注）

インバンド管理アクセス機能があるシミュレータを設定するときは、APIC セレクタ（APIC が
接続されるリーフ ポートのセット）を設定しないでください。
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管理アクセスの設定
GUI を使用したインバンド管理アクセスの設定
APIC シミュレータを使用すると、IP アドレスが自動的に割り当てられます。 次の手順で IP アド
レスを設定する場合は、ユーザが設定する IP アドレスは有効になりません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[FABRIC] > [Access Policies] を選択します。 [Work] ペインで、[Configure an
Interface, PC, and VPC] をクリックします。

ステップ 2

[Configure Interface, PC, and VPC] ダイアログボックスで、スイッチ図の横にある大きな [+] アイコ
ンをクリックし、新しいプロファイルを作成し APIC 用の VLAN を設定します。

ステップ 3

[Switches] ドロップダウン リストで、APIC に接続するスイッチのチェックボックスをオンにしま
す （leaf1）。

ステップ 4

[Switch Profile Name] フィールドに、プロファイルの名前（vmmConnectedLeaves）を入力します。

ステップ 5

[+] アイコンをクリックして、ポートを設定します。

ステップ 6

[Interface Type] 領域で、[Individual] オプション ボタンが選択されていることを確認します。

ステップ 7

[Interfaces] フィールドで、VMM サーバが接続されているポートを入力します（1/40）。

ステップ 8

[Interface Selector Name] フィールドに、ポート プロファイルの名前（vmmConnectedPorts）を入力
します。

ステップ 9

[Interface Policy Group] フィールドで、ドロップダウン リストから、[Create Interface Policy Group]
を選択します。

ステップ 10

[Create Access Port Policy Group] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、ポリシー グループの名前を入力します（inband）。
その他のフィールドがあるときは、そのフィールドはデフォルト値のままにすることができま
す。
b) [Attached Entity Profile] フィールドで、[Create Attachable Access Entity Profile] を選択します。
この新しい接続エンティティ プロファイルにより、使用する VLAN の範囲を指定することが
できます。

ステップ 11

[Create Attachable Access Entity Profile] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、名前（inband）を入力します。
b) [Domains to be Associated to Interfaces] フィールドを展開します。 [Domain Profile] フィールド
で、ドロップダウン リストから、[Create Physical Domain] を選択します。
c) [Create Physical Domain] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに、名前（inband）を入力
します。
d) [VLAN Pool] フィールドで、ドロップダウン リストから、[Create VLAN Pool] を選択します。
e) [Create VLAN Pool] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに、プール名（inband）を入力
します。
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f) [Allocation Mode] 領域で、[Static Allocation] オプション ボタンをクリックします。
g) [Encap Blocks] を展開します。 [Create Ranges] ダイアログボックスで、[Range] フィールドに、
VLAN の範囲（10-11）を追加します。
h) [Create VLAN Pool] ダイアログボックスで、[Submit] をクリックします。
i) [Create Physical Domain] ダイアログボックスで、[Submit] をクリックします。
j) [Create Attachable Access Entity Profile] ダイアログボックスで、[Update] をクリックし次に [Submit]
をクリックします。
k) [Create Access Port Policy Group] ダイアログボックスで、[Submit] をクリックします。
l) [Configure Interface, PC, and VPC] ダイアログボックスで、[Save] をクリックします。
ステップ 12

[TENANTS] > [mgmt] を選択します。 [Navigation] ペインで、[Tenant mgmt] > [Networking] > [Bridge
Domains] を展開し、インバンド接続のブリッジ ドメインを設定します。

ステップ 13

インバンド ブリッジ ドメイン（inb）を右クリックし、[Create Subnet] をクリックし、次の操作を
実行します。
a) [Create Subnet] ダイアログボックスで、[Gateway IP] フィールドに、インバンド管理ゲートウェ
イ IP アドレスを入力します。
b) [Mask] フィールドに、自動入力されない場合はサブネット マスクを入力します。 [Submit] を
クリックします。
その他のフィールドがあるときは、そのフィールドはデフォルト値のままにすることができま
す。

ステップ 14

メニュー バーで、[TENANTS] > [mgmt] を選択します。 [Navigation] ペインで、[Tenant mgmt] >
[Node Management EPGs] を展開し、[In-Band EPG - default] をクリックし、次の手順を実行して、
インバンド接続の VLAN を設定します。
a) [Work] ペインで、[In-Band EPG default] 領域で、デフォルトが表示されていることを確認しま
す。
b) [Encap] フィールドで、VLAN（vlan-10）を入力します。
c) [Provided Contracts] を展開します。 [Name] フィールドで、ドロップダウン リストから、デフォ
ルトの契約オプション ボタンをクリックし、VMM サーバが存在する EPG で消費されるデフォ
ルトの契約を EPG が提供できるようにします。
d) [Update] をクリックし、[Submit] をクリックします。
e) [Changes Saved Successfully] メッセージが表示される [Status] ダイアログボックスで、[OK] を
クリックします。

ステップ 15

メニュー バーで、[TENANTS] > [mgmt] を選択します。 [Navigation] ペインで、[Tenant mgmt] >
[Node Management Addresses] を展開し、[Node Management Addresses] を右クリックし、[Create Static
Node Management Addresses] をクリックします。

ステップ 16

[Create Static Node Management Addresses] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Node Range] フィールドに、ノードの範囲を入力します。
b) [Config] フィールドで、[In-Band Addresses] のチェックボックスをクリックします。
[In-Band IP Addresses] 領域が表示されます。
c) [In-Band Management EPG] フィールドで、ドロップダウン リストから、EPG を選択します。
d) [In-Band Starting IP Address] フィールドに、開始 IP アドレスを入力します。
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e) [Mask] フィールドに、ネット マスクを入力します。
f) [In-Band Gateway] フィールドに、インバンド ゲートウェイ アドレスを入力します。 [Submit]
をクリックします。
g) 新しい管理 IP アドレスを、選択したノードの範囲に割り当てること確認するために表示され
る [Confirm] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックして続行します。
ノード範囲の最初のノード ID には、1 番目つまり開始 IP アドレスが割り当てられます。 以降の
ノード ID には、IP アドレスが順次割り当てられます。
ステップ 17

確認するには、[Navigation] ペインで、[Node Management Addresses] > [Static Node Management
Addresses] を展開し、[Work] ペインで、各ノードに割り当てられた IP アドレスを表示します。
（注）
ノードに IP アドレスを割り当てて事前プロビジョニングすることができます。 そのた
め、ノードに IP アドレスが割り当てられていても、事前プロビジョニングされている
ために、まだ表示されていないノードがある可能性があります。

REST API を使用したインバンド管理アクセスの設定
（注）

ACI シミュレータを使用すると、IP アドレスが自動的に割り当てられます。 次の手順で IP ア
ドレスを設定する場合は、ユーザが設定する IP アドレスは有効になりません。

手順
ステップ 1

VLAN ネームスペースを作成します。
例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/uni.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<!-- Static VLAN range -->
<fvnsVlanInstP name="inband" allocMode="static">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-10" to="vlan-11"/>
</fvnsVlanInstP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 2

物理ドメインを作成します。
例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/uni.xml -->
<polUni>
<physDomP name="inband">
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-inband-static"/>
</physDomP>
</polUni>

ステップ 3

インバンド管理用のセレクタを作成します。
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例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="vmmNodes">
<infraLeafS name="leafS" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-vmmPorts"/>
</infraNodeP>
<!-- Assumption is that VMM host is reachable via eth1/40. -->
<infraAccPortP name="vmmPorts">
<infraHPortS name="portS" type="range">
<infraPortBlk name="block1"
fromCard="1" toCard="1"
fromPort="40" toPort="40"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-inband" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="inband">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-inband"/>
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<infraAttEntityP name="inband">
<infraRsDomP tDn="uni/phys-inband"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 4

インバンド ブリッジ ドメインとエンドポイント グループ（EPG）を設定します。
例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<!-- Configure the in-band management gateway address on the
in-band BD. -->
<fvBD name="inb">
<fvSubnet ip="10.13.1.254/24"/>
</fvBD>
<mgmtMgmtP name="default">
<!-- Configure the encap on which APICs will communicate on the
in-band network. -->
<mgmtInB name="default" encap="vlan-10">
<fvRsProv tnVzBrCPName="default"/>
</mgmtInB>
</mgmtMgmtP>
</fvTenant>
</polUni>

ステップ 5

スタティック インバンド管理 IP アドレスを作成し、ノード ID に割り当てます。
例：
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<mgmtMgmtP name="default">
<mgmtInB name="default">
<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-101"
addr="<ip_address_1>"
gw="<gw_address>"/>
<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-102"
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addr="<ip_address_2>"
gw="<gw_address>"/>
<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-103"
addr="<ip_address_3>"
gw="<gw_address>"/>
<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-104"
addr="<ip_address_4>"
gw="<gw_address>"/>
<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-105"
addr="<ip_address_5>"
gw="<gw_address>"/>
</mgmtInB>
</mgmtMgmtP>
</fvTenant>
</polUni>

CLI を使用したインバンド管理アクセスの設定
（注）

ACI シミュレータを使用すると、IP アドレスが自動的に割り当てられます。 次の手順で IP ア
ドレスを設定する場合は、ユーザが設定する IP アドレスは有効になりません。

手順
ステップ 1

管理トラフィック用の VLAN ネームスペースを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/access-policies/pools/vlan/
admin@apic1:vlan> mocreate inband static-allocation
admin@apic1:vlan> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/pools/vlan/inband-static-allocation'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vlan> cd inband-static-allocation/encap-blocks
admin@apic1:encap-blocks> mocreate vlan10 vlan11
admin@apic1:encap-blocks> cd vlan10-vlan11
admin@apic1:vlan10-vlan11> moset name encap
admin@apic1:vlan10-vlan11> moconfig commit
Committing mo
'fabric/access-policies/pools/vlan/inband-static-allocation/encap-blocks/vlan10-vlan11'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vlan10-vlan11>

ステップ 2

管理トラフィック用の物理ドメインを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/access-policies/physical-and-external-domains/physical-domains/
admin@apic1:physical-domains> mocreate inband
admin@apic1:physical-domains> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/physical-and-external-domains/physical-domains/inband'
All mos committed successfully.
admin@apic1:physical-domains> cd inband
admin@apic1:inband> moset vlan-pools
fabric/access-policies/pools/vlan/inband-static-allocation
admin@apic1:inband> moconfig commit
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Committing mo 'fabric/access-policies/physical-and-external-domains/physical-domains/inband'
All mos committed successfully.
admin@apic1:inband>

ステップ 3

インバンド トラフィック用のリーフ セレクタを作成します。
例：
cd /aci/fabric/access-policies/switch-policies/profiles
mocreate vmmNodes
admin@apic1:profiles> moconfig commit
admin@apic1:~>

admin@apic1:profiles>

Committing mo 'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/vmmNodes'
All mos committed successfully.
admin@apic1:profiles>
admin@apic1:vmmNodes>

cd vmmNodes
mocreate leaf-selector leafS range
moconfig commit

admin@apic1:vmmNodes>
Committing mo 'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/vmmNodes/leaf-selector-leafS-range'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vmmNodes>
admin@apic1:vmmNodes>

cd leaf-selector-leafS-range
mocreate single0
admin@apic1:leaf-selector-leafS-range> cd single0
admin@apic1:single0> moset to 101
admin@apic1:single0> moset from 101
admin@apic1:single0> moconfig commit
admin@apic1:leaf-selector-leafS-range>

Committing mo 'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/vmmNodes/leaf-selector-leafS-range/single0'
All mos committed successfully.
admin@apic1:single0>
admin@apic1:single0>

cd ../../associated-interface-selector-profiles
mocreate
fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/vmmPorts
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles> moconfig commit
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles>

Committing mo 'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/vmmNodes/associated-interface-selector-profiles/[fabric/access-policies
/interface-policies/profiles/interfaces/vmmPorts]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles>
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles>

cd
/aci/fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces
admin@apic1:interfaces> mocreate vmmPorts
admin@apic1:interfaces> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/vmmPorts'
All mos committed successfully.
admin@apic1:interfaces>
admin@apic1:vmmPorts>

cd vmmPorts
mocreate portS range
moconfig commit

admin@apic1:vmmPorts>
Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/vmmPorts/portS-range'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vmmPorts>
admin@apic1:vmmPorts>

cd portS-range
mocreate block1
admin@apic1:portS-range> cd block1
admin@apic1:block1> moset from-module 1
admin@apic1:block1> moset to-module 1
admin@apic1:block1> moset from-port 40
admin@apic1:block1> moset to-port 40
admin@apic1:block1> moconfig commit
admin@apic1:portS-range>

Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/vmmPorts/portS-range/block1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:block1>
admin@apic1:block1>

cd ../
moset policy-group
fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface/inband
admin@apic1:portS-range> moconfig commit
admin@apic1:portS-range>

Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/vmmPorts/portS-range'
All mos committed successfully.

cd /aci/fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface
mocreate inband
moconfig commit

admin@apic1:portS-range>
admin@apic1:interface>

admin@apic1:interface>
Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface/inband'
All mos committed successfully.
admin@apic1:interface>

cd inband
moset attached-entity-profile
fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/inband
admin@apic1:inband> moconfig commit
admin@apic1:inband>

Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface/inband'
All mos committed successfully.
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admin@apic1:inband>
admin@apic1:inband>

cd /aci/fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile
mocreate inband
admin@apic1:attachable-entity-profile> moconfig commit
admin@apic1:attachable-entity-profile>

Committing mo 'fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/inband'
All mos committed successfully.
admin@apic1:attachable-entity-profile>

cd inband/domains-associated-to-interfaces
mocreate
fabric/access-policies/physical-and-external-domains/physical-domains/inband
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces> moconfig commit
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces>

Committing mo 'fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/inband/domains-associated-to-interfaces/[fabric/access-policies
/physical-and-external-domains/physical-domains/inband]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces>

ステップ 4

インバンド ブリッジ ドメインとエンドポイント グループ（EPG）を設定します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/tenants/mgmt/networking/bridge-domains/inb/subnets
admin@apic1:subnets> mocreate 10.13.1.254/24
admin@apic1:subnets> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/networking/bridge-domains/inb/subnets/10.13.1.254:24'
All mos committed successfully.
admin@apic1:subnets>
admin@apic1:subnets> cd /aci/tenants/mgmt/node-management-epgs/default/in-band/default
admin@apic1:default> moset encap vlan-10
admin@apic1:default> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-epgs/default/in-band/default'
All mos committed successfully.
admin@apic1:default>
admin@apic1:default> cd provided-contracts
admin@apic1:provided-contracts> mocreate default
admin@apic1:provided-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/node-management-epgs/default/in-band/default/provided-contracts/default'
All mos committed successfully.
admin@apic1:provided-contracts>

ステップ 5

管理アドレス プールを作成します。
例：
admin@apic1:provided-contracts> cd /aci/tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools
admin@apic1:address-pools> mocreate switchInb
admin@apic1:address-pools> cd switchInb
admin@apic1:switchInb> moset gateway-address 10.13.1.254/24
admin@apic1:switchInb> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools/switchInb'
All mos committed successfully.
admin@apic1:switchInb> cd address-blocks
admin@apic1:address-blocks> mocreate 10.13.1.101 10.13.1.120
admin@apic1:address-blocks> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools/switchInb/address-blocks/10.13.1.101-10.13.1.120'
All mos committed successfully.
admin@apic1:address-blocks>
admin@apic1:address-blocks>
admin@apic1:address-blocks> cd /aci/tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools
admin@apic1:address-pools> mocreate apicInb
admin@apic1:address-pools> cd apicInb
admin@apic1:apicInb> moset gateway-address 10.13.1.254/24
admin@apic1:apicInb> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools/apicInb'
All mos committed successfully.
admin@apic1:apicInb> cd address-blocks
admin@apic1:address-blocks> mocreate 10.13.1.1 10.13.1.10
admin@apic1:address-blocks> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools/apicInb/address-blocks/10.13.1.1-10.13.1.10'
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All mos committed successfully.
admin@apic1:address-blocks>

ステップ 6

ノード管理グループを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd aci/tenants/mgmt/node-management-addresses/
admin@apic1:node-management-addresses> mocreate node-management-address apic
admin@apic1:node-management-addresses> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/node-management-address-apic'
All mos committed successfully.
admin@apic1:node-management-addresses> cd node-management-address-apic/node-blocks/
admin@apic1:node-blocks> mocreate all
admin@apic1:node-blocks> cd all
admin@apic1:all> moset from 1
admin@apic1:all> moset to 3
admin@apic1:all> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/node-management-address-apic/node-blocks/all'
All mos committed successfully.
admin@apic1:all>
admin@apic1:all> cd ../../
admin@apic1:node-management-address-apic>

moset managed-node-connectivity-group
tenants/mgmt/node-management-addresses/connectivity-groups/apic
admin@apic1:node-management-address-apic> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/node-management-address-apic'
All mos committed successfully.
admin@apic1:node-management-address-apic>
admin@apic1:node-management-address-apic>
admin@apic1:node-management-address-apic> cd ../
admin@apic1:node-management-addresses> mocreate node-management-address switch
admin@apic1:node-management-addresses> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/node-management-addresses/switch'
All mos committed successfully.
admin@apic1:node-management-addresses>
admin@apic1:node-management-addresses> cd node-management-address-switch/node-blocks/
admin@apic1:node-blocks> mocreate all
admin@apic1:node-blocks> cd all
admin@apic1:all> moset from 101
admin@apic1:all> moset to 104
admin@apic1:all> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/node-management-address-switch/node-blocks/all'
All mos committed successfully.
admin@apic1:all>
admin@apic1:all> cd ../../
admin@apic1:node-management-address-switch>

moset managed-node-connectivity-group
tenants/mgmt/node-management-addresses
/connectivity-groups/switch
admin@apic1:node-management-address-switch> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/node-management-addresses/node-management-address-switch'
All mos committed successfully.
admin@apic1:node-management-address-switch>
admin@apic1:node-management-address-switch>
admin@apic1:node-management-address-switch>

cd
/aci/tenants/mgmt/node-management-addresses/connectivity-groups/
admin@apic1:connectivity-groups> mocreate aci
admin@apic1:connectivity-groups> moconfig commit
Committing mo '/aci/tenants/mgmt/node-management-addresses/connectivity-groups/aci'
All mos committed successfully.
admin@apic1:connectivity-groups>
admin@apic1:connectivity-groups> cd aci/
admin@apic1:aci> mocreate inb-managed-nodes-zone in-band-zone default
admin@apic1:aci> moconfig commit
Committing mo '/aci/tenants/test/node-management-addresses/connectivity-groups/aci/inb-managed-nodes-zone/default'
All mos committed successfully.
admin@apic1:aci>
admin@apic1:aci> cd inb-managed-nodes-zone/
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone> moset in-band-ip-address-pool

tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools/apicInb
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone> moset in-band-management-epg
tenants/mgmt/node-management-epgs/default/in-band/default
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone> moconfig commit
Committing mo
'/tenants/test/node-management-addresses/connectivity-groups/aci/inb-managed-nodes-zone/in-band-ip-address-pool'
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Committing mo '/tenants/test/node-management-addresses/connectivity-groups/aci/inb-managed-nodes-zone/in-band-management-epg'
All mos committed successfully.
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone>
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone> cd ../../
admin@apic1:connectivity-groups> mocreate switch
admin@apic1:connectivity-groups> moconfig commit
Committing mo '/tenants/test/node-management-addresses/connectivity-groups/switch'
All mos committed successfully.
admin@apic1:connectivity-groups>
admin@apic1:connectivity-groups> cd switch/
admin@apic1:switch> mocreate inb-managed-nodes-zone in-band-zone default
admin@apic1:switch> moconfig commit
Committing mo '/tenants/test/node-management-addresses/connectivity-groups/switch/inb-managed-nodes-zone/default
All mos committed successfully.
admin@apic1:switch> cd inb-managed-nodes-zone/
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone> moset in-band-ip-address-pool

tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools/switchInb
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone> moset in-band-management-epg
tenants/mgmt/node-management-epgs/default/in-band/default
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone> moconfig commit
Committing mo '/tenants/mgmt/node-management-addresses/address-pools/switchInb/in-band-ip-address-pool'
Committing mo '/tenants/mgmt/node-management-epgs/default/in-band/default/in-band-management-epg'
All mos committed successfully.
admin@apic1:inb-managed-nodes-zone>

管理接続モード
インバンド管理ネットワークを使用して、APIC から vCenter、TACACS、または RADIUS サーバ
などの外部エンティティへの接続を確立する必要があります。 vCenter Server などの外部エンティ
ティへの接続を確立するには次の 2 つのモードを使用できます。
• レイヤ 2 管理接続：外部エンティティがレイヤ 2 を使用してリーフ ノードに接続されている
場合は、このモードを使用します。
• レイヤ 3 管理接続：外部エンティティがレイヤ 3 を使用してルータを介してリーフ ノードに
接続されている場合は、このモードを使用します。 リーフは、外部エンティティに到達可能
なルータに接続されます。

（注）

• インバンド IP アドレス範囲は、リーフ ノードからファブリックの外への
レイヤ 3 接続で使用される IP アドレス範囲から分離して異なっている必
要があります。
• レイヤ 3 インバンド管理の設計では、トポロジ内のスパイン ファブリッ
ク ノードへのインバンド管理アクセスは提供されません。
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次の図は、接続の確立に使用可能な 2 つのモードを示します。
図 6：レイヤ 2 およびレイヤ 3 管理接続の例

GUI を使用したレイヤ 2 管理接続の設定
（注）

• 名前 vmm がこのタスクで文字列の例として使用されます。

はじめる前に
vCenter ドメイン プロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークを確立するための接続を確立する必要があります。
管理接続ポリシーの一部として設定された IP アドレス範囲が ACI ファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IP アドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[TENANTS] > [mgmt] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Tenant mgmt] > [Networking] を展開し、[Bridge Domains] を右クリックし、
[Create Bridge Domain] をクリックします。

ステップ 3

[Create Bridge Domain] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、ブリッジ ドメイン名（vmm）を入力します。
b) [Network] フィールドで、ドロップダウン リストから、ネットワーク（inb）を選択します。
c) [Subnets] を展開し、[Gateway Address] フィールドに、IP アドレス（192.168.64.254/18）を入力
します。 [Update] をクリックします。
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d) [Submit] をクリックして、ブリッジ ドメインの設定を完了します。
ステップ 4

[Navigation] ペインで、[Tenant mgmt] > [Application Profiles] を展開し、[Create Application Profile]
をクリックして vCenter 接続を作成します。

ステップ 5

[Create Application Profile] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、アプリケーション プロファイルの名前を入力します。 （vmm）
b) [EPGs] を展開します。 [Create Application EPG] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに、
EPG 名（vmmMgmt）を入力します。
c) [Bridge Domain] フィールドで、ドロップダウン リストから、プロファイル（vmm）を選択し
ます。
d) [Associated Domain Profiles] を展開します。 [Domain Profile] ドロップダウン リストで、前に作
成した物理ドメイン（inband）を選択します。 [Update] をクリックします。
e) [Statically Link with Leaves/Paths] チェックボックスをオンにし、[Next] をクリックします。
[Leaves/Paths] の手順がダイアログボックスに表示されます。
f) [Paths] を展開します。 [Path] ドロップダウン リストで、VMM サーバに直接またはレイヤ 2 ス
イッチ（Node-101/eth1/40）を介して接続されるポートを選択します。
g) [Encap] フィールドで、VLAN ID（vlan-11）を入力します。 [Update] をクリックします。 [OK]
をクリックします。
h) [Create Application Profile] ダイアログボックスで、[Consumed Contracts] を展開します。
i) [Add Consumed Contract] ダイアログボックスで、[Name] フィールドのドロップダウン リスト
から、[common/default] を選択します。 [OK] をクリックし、[Submit] をクリックします。
これらの手順で、レイヤ 2 の接続設定が完了します。

REST API を使用したレイヤ 2 管理接続の設定
（注）

名前 vmm がこのタスクで文字列の例として使用されます。
ポリシーは、Tenant-mgmt 下で次のオブジェクトを作成します。
次のようにブリッジ ドメイン（vmm）および次の関連オブジェクトを作成します。
• このブリッジ ドメイン内で、この IP プレフィクス（192.168.64.254/18）でサブネット オブ
ジェクトを作成します。 この IP アドレス（192.168.64.254）は、従来のスイッチ設定でスイッ
チ仮想インターフェイス（SVI）として通常使用されるブリッジ ドメインに割り当てられま
す。
• インバンド ネットワーク（ctx）への関連付けを作成します。
次のように関連オブジェクトを有するアプリケーション プロファイル（vmm）と管理 EPG
（vmmMgmt）を作成します。
• ブリッジ ドメイン（vmm）への関連付けを作成します。
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• この EPG を leaf1 に展開するポリシーを作成します。 この EPG に使用されるカプセル化は
vlan-11 です。

はじめる前に
vCenter ドメイン プロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークを確立するための接続を確立する必要があります。
管理接続ポリシーの一部として設定された IP アドレス範囲が ACI ファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IP アドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順
リーフ ポートに接続されるルータを使用して、APIC から外部ルートへの接続を確立できます。
例：
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<fvBD name="vmm">
<fvRsCtx tnFvCtxName="inb"/>
<fvSubnet ip='192.168.64.254/18'/>
</fvBD>
<fvAp name="vmm">
<fvAEPg name="vmmMgmt">
<fvRsBd tnFvBDName="vmm" />
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]" encap="vlan-11"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="default"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-inband"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>
</polUni>

CLI を使用したレイヤ 2 管理接続の設定
（注）

名前 vmm がこのタスクで文字列の例として使用されます。

はじめる前に
vCenter ドメイン プロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークを確立するための接続を確立する必要があります。
管理接続ポリシーの一部として設定された IP アドレス範囲が ACI ファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IP アドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
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例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

管理テナントのブリッジドメインを作成し、ブリッジドメインのサブネットを作成し、管理テナ
ントおよび管理アプリケーション EPG のアプリケーション プロファイルを作成し、EPG によっ
て使用されるブリッジ ドメインを接続し、EPG によって使用されるスタティック ルートを設定す
ることで、レイヤ 2 管理接続を確立します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/tenants/mgmt/networking/bridge-domains
admin@apic1:bridge-domains> mocreate vmm
admin@apic1:bridge-domains> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/networking/bridge-domains/vmm'
All mos committed successfully.
admin@apic1:bridge-domains> cd vmm/
admin@apic1:vmm> moset network inb
admin@apic1:vmm> cd subnets
admin@apic1:subnets> mocreate 192.168.64.254/18
admin@apic1:subnets> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/networking/bridge-domains/vmm'
Committing mo 'tenants/mgmt/networking/bridge-domains/vmm/subnets/192.168.64.254:18'
All mos committed successfully.
admin@apic1:subnets>
admin@apic1:subnets> cd ../../../../application-profiles/
admin@apic1:application-profiles> mocreate vmm
admin@apic1:application-profiles> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/application-profiles/vmm'
All mos committed successfully.
admin@apic1:application-profiles>
admin@apic1:application-profiles> cd vmm/application-epgs
admin@apic1:application-epgs> mocreate vmmMgmt
admin@apic1:application-epgs> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/application-profiles/vmm/application-epgs/vmmMgmt'
All mos committed successfully.
admin@apic1:application-epgs>
admin@apic1:application-epgs> cd vmmMgmt/static-bindings-paths
admin@apic1:static-bindings-paths> mocreate topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40] encap
vlan-11
admin@apic1:static-bindings-paths> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/application-profiles/vmm/application-epgs/vmmMgmt/static-bindings-paths/[topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:static-bindings-paths>
admin@apic1:static-bindings-paths> cd ../contracts/consumed-contracts
admin@apic1:consumed-contracts> mocreate default
admin@apic1:consumed-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/application-profiles/vmm/application-epgs/vmmMgmt/contracts/consumed-contracts/default'
All mos committed successfully.
admin@apic1:consumed-contracts>
admin@apic1:consumed-contracts>
admin@apic1:consumed-contracts> cd ../../domains-vms-and-bare-metals
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> mocreate
fabric/access-policies/physical-and-external-domains/physical-domains/inband
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/application-profiles/vmm/application-epgs/vmmMgmt/domains-vms-and-bare-metals/[fabric
/access-policies/physical-and-external-domains/physical-domains/inband]'
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All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals>

GUI を使用したレイヤ 3 管理接続の設定
（注）

• 名前 vmm がこのタスクで文字列の例として使用されます。

はじめる前に
VMM ドメイン プロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークへの接続を確立する必要があります。
管理接続ポリシーの一部として設定された IP アドレス範囲が ACI ファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IP アドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[TENANTS] > [mgmt] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、次の操作を実行します。
a) [Tenant mgmt] > [Networking] > [External Routed Networks] を展開します。
b) [Create Routed Outside] を右クリックします。

ステップ 3

[Create Routed Outside] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、レイヤ 3 ルーテッド外部ポリシーの名前（vmm）を入力します。
名前には 64 文字以内の英数字を使用できます。 この名前は、オブジェクトの保存後には変更
できません。
b) [Private Network] ドロップダウン リストから、インバンド デフォルト ネットワーク（inb）を

ステップ 4

選択します。
（注）
デフォルトのインバンド ネットワークを選択する必要がありま
す。
[Nodes and Interfaces Protocol Profiles] を展開します。 [Create Node Profile] ダイアログボックスで、
次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、名前を入力します。 （borderLeaf）
b) [Nodes] を展開して、[Select Node] ダイアログボックスを表示します。 [Node ID] フィールド
で、ドロップダウン リストからリーフ スイッチ（leaf1）を選択します。
c) [Router ID] フィールドに、ルータ ID を入力します。
d) [Static Routes] を展開します。
e) [Create Static Route] ダイアログボックスで、[Prefix] フィールドに、通信する外部管理システム
（たとえば、VMware vCenter、Syslog サーバ、AAA サーバ）のスタティック ルート用のサブ
ネット プレフィクスを入力します。

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
42

使用する前に
管理接続モード

f) [Next Hop Addresses] フィールドに、リーフ スイッチに接続されるルータの IP アドレスを入力
します。 [Update] をクリックします。
g) [OK] をクリックします。 [Select Node] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
ステップ 5

[Interface Profiles] を展開します。 [Create Interface Profile] ダイアログボックスで、次の操作を実行
します。
a) [Name] フィールドに、名前を入力します。 （portProfile1）
b) [Routed Interfaces] を展開します。 [Select Routed Interface] ダイアログボックスの [Path] フィー
ルドで、ドロップダウン リストから、leaf1 に関連付けるパスを選択します。
c) [IP Address] フィールドに、リーフのルーテッド インターフェイスの IP アドレスとサブネット
マスクを入力します。
d) [MTU (bytes)] フィールドに、値（1500）を入力し、[OK] をクリックします。
e) [Create Interface Profile] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。 [Create Node Profile]
ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ステップ 6

[Create Routed Outside] ダイアログボックスで、[Next] をクリックし、[External EPG Networks] を展
開します。

ステップ 7

[Create External Network] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、名前（vmmMgmt）を入力します。
b) [Subnet] の [+] アイコンを展開します。
c) [Create Subnet] ダイアログボックスで、[External Subnet] フィールドに、サブネット アドレスを
入力します。
[Mask] フィールドに、マスクが自動的に読み込まれます。
d) [OK] をクリックし、[Finish] をクリックします。

ステップ 8

[Navigation] ペインで、[External Routed Networks] と前に作成した L3 ルーテッド外部ポリシー
（vmm）を展開します。 [Networks] を選択し、前に作成した外部ネットワーク（vmmMgmt）をク
リックします。

ステップ 9

[Work] ペインで、[Consumed Contracts] 領域を展開します。 [Name] フィールドで、ドロップダウ
ン リストから、デフォルトの契約を選択します。 [Update] を選択します。
この契約は、APIC とスイッチが存在するインバンド EPG と VMM サーバが存在する EPG 間のも
のです。

ステップ 10

[Submit] をクリックして、レイヤ 3 管理接続の設定を完了します。

REST API を使用したレイヤ 3 管理接続の設定
名前 vmm がこのタスクで文字列の例として使用されます。
ポリシーは、Tenant-mgmt 下で次のオブジェクトを作成します。
• 次の手順でルーテッド外部ポリシー（vmm）を作成します。
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1 レイヤ 3 外部ネットワーク インスタンス プロファイル オブジェクト（vmmMgmt）を作
成します。
2 ネクストホップ ルータ 192.168.62.2 の IP アドレスでリモート ネットワーク
（192.168.64.0/18）のルートを作成します。
3 leaf1 に接続されている論理ノード プロファイル オブジェクト（borderLeaf）を作成しま
す。
4 IP アドレス 192.168.62.1/30 のルーテッド インターフェイス 1/40 でポート プロファイル
（portProfile1）を作成します。
5 インバンド ネットワーク（ctx）への関連付けを作成します。

はじめる前に
管理接続ポリシーの一部として設定された IP アドレス範囲が ACI ファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IP アドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順
リーフ ポートに接続されるルータを使用して、APIC から外部ルートへの接続を確立できます。
例：
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<l3extOut name="vmm">
<l3extInstP name="vmmMgmt">
<l3extSubnet ip="192.168.0.0/16" />
<fvRsCons tnVzBrCPName="default" />
</l3extInstP>
<l3extLNodeP name="borderLeaf">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="1.2.3.4">
<ipRouteP ip="192.168.64.0/18">
<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2" />
</ipRouteP>
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="portProfile">
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
ifInstT="l3-port" addr="192.168.62.1/30" />
</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="inb" />
</l3extOut>
</fvTenant>
</polUni>

CLI を使用したレイヤ 3 管理接続の設定
名前 vmm がこのタスクで文字列の例として使用されます。

はじめる前に
VMM ドメイン プロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークへの接続を確立する必要があります。
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管理接続ポリシーの一部として設定された IP アドレス範囲が ACI ファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IP アドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

リーフ ポートに接続されるルータを使用して、APIC から外部ルートへの接続を確立します。
例：
admin@apic1:~> cd /.aci/viewfs/tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/
admin@apic1:external-routed-networks> mocreate l3-outside vmm
admin@apic1:external-routed-networks> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm'
All mos committed successfully.
admin@apic1:external-routed-networks> cd l3-outside-vmm/networks/
admin@apic1:networks> mocreate vmmMgmt
admin@apic1:networks> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/networks/vmmMgmt'
All mos committed successfully.
admin@apic1:networks> cd vmmMgmt/consumed-contracts/
admin@apic1:consumed-contracts> mocreate default
admin@apic1:consumed-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/networks/vmmMgmt/consumed-contracts/default'
All mos committed successfully.
admin@apic1:consumed-contracts> cd ../subnets/
admin@apic1:subnets> mocreate 192.168.0.0/16
admin@apic1:subnets> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/networks/vmmMgmt/subnets/192.168.0.0:16'
All mos committed successfully.
admin@apic1:subnets> cd ../../../logical-node-profiles
admin@apic1:logical-node-profiles> mocreate borderLeaf
admin@apic1:logical-node-profiles> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/logical-node-profiles/borderLeaf'
All mos committed successfully.
admin@apic1:logical-node-profiles> cd borderLeaf/nodes/
admin@apic1:nodes> mocreate fabric/inventory/pod-1/node-101 router-id 1.2.3.4
admin@apic1:nodes> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/logical-node-profiles/borderLeaf/nodes
/[fabric/inventory/pod-1/node-101]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:nodes> cd [fabric--inventory--pod-1--node-101]
admin@apic1:[fabric--inventory--pod-1--node-101]> mocreate 192.168.64.0/18
admin@apic1:[fabric--inventory--pod-1--node-101]> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/logical-node-profiles/borderLeaf/nodes
/[fabric/inventory/pod-1/node-101]/192.168.64.0:18'
All mos committed successfully.
admin@apic1:[fabric--inventory--pod-1--node-101]> cd 192.168.64.0:18/
admin@apic1:192.168.64.0:18> mocreate 192.168.62.2

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
45

使用する前に
VM 管理システムの接続

admin@apic1:192.168.64.0:18> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/logical-node-profiles/borderLeaf/nodes
/[fabric/inventory/pod-1/node-101]/192.168.64.0:18/192.168.62.2'
All mos committed successfully.
admin@apic1:192.168.64.0:18> cd ../../../logical-interface-profiles/
admin@apic1:logical-interface-profiles> mocreate portProfile1
admin@apic1:logical-interface-profiles> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/logical-node-profiles/borderLeaf
/logical-interface-profiles/portProfile1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:logical-interface-profiles> cd portProfile1/routed-interfaces/
admin@apic1:routed-interfaces> mocreate topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40] ip-address
192.168.62.1/30
admin@apic1:routed-interfaces> moconfig commit
Committing mo
'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm/logical-node-profiles/borderLeaf
/logical-interface-profiles/portProfile1/routed-interfaces/[topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:routed-interfaces> cd ../../../../../
admin@apic1:l3-outside-vmm> moset private-network inb
admin@apic1:l3-outside-vmm> moconfig commit
Committing mo 'tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-vmm'
All mos committed successfully.
admin@apic1:l3-outside-vmm>

管理接続の検証
この検証プロセスは、レイヤ 2 とレイヤ 3 の両方のモードに適用され、APIC GUI、REST API、ま
たは CLI を使用して確立される接続を確認するために使用できます。
管理接続を確立するための手順を完了したら、APIC コンソールにログインします。 到達可能な
vCenter Server の IP アドレス（たとえば、192.168.81.2）に ping を送り、その ping が機能すること
を確認します。 この操作は、ポリシーが正常に適用されたことを示します。

VM 管理システムの接続
仮想マシン ネットワーキング ポリシーの設定
APIC は、サードパーティの VM 管理システム（VMware vCenter など）と統合し、ACI の利点を
仮想化されたインフラストラクチャに拡張します。 APIC によって、VM 管理システム内の ACI
ポリシーをその管理者が使用できるようになります。
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VM 管理システムについて
（注）

このマニュアルは、vCenter と統合するのに必要な APIC の設定について説明します。 VMware
コンポーネントの設定手順については、VMware のマニュアルを参照してください。
Cisco APIC 搭載の Cisco Application Virtual Switch をインストールおよび設定する方法について
は、次のマニュアルを参照してください。
• 『Installing and Upgrading the Cisco Application Virtual Switch with the Cisco APIC』
• 『Configuring the Cisco Application Virtual Switch with the Cisco APIC』
次は、VM 管理システムの用語の説明です。
• VM コントローラは、VMware vCenter、VMware vShield、Microsoft Systems Center Virtual
Machine Manager（SCVMM）などの外部仮想マシンの管理エンティティです。 APIC は、コ
ントローラと通信し、仮想ワークロードに適用されるネットワーク ポリシーを公開します。
VM コントローラの管理者は、APIC 管理者に VM コントローラの認証クレデンシャルを提
供します。同じタイプの複数のコントローラが同じクレデンシャルを使用できます。
• クレデンシャルは、VM コントローラと通信するための認証クレデンシャルを表します。 複
数のコントローラが同じクレデンシャルを使用できます。
• 仮想マシンのモビリティ ドメイン（vCenter のモビリティ ドメイン）は、同様のネットワー
キング ポリシー要件を持つ VM コントローラのグループです。 この必須コンテナは、VLAN
プールなどのためのポリシー、サーバ/ネットワーク MTU ポリシー、またはサーバ/ネット
ワーク アクセス LACP ポリシーとともに 1 つ以上の VM コントローラを保持します。 エン
ドポイント グループが vCenter ドメインに関連付けられると、ネットワーク ポリシーが
vCenter ドメイン内のすべての VM コントローラにプッシュされます。
• プールは、さまざまなトラフィックのカプセル化 ID を表します（たとえば、VLAN ID、
VNID、マルチキャスト アドレスなど）。 プールは共有リソースで、VMM などの複数のド
メインおよびレイヤ 4 ～ レイヤ 7 のサービスで消費できます。 リーフ スイッチは、重複し
た VLAN プールをサポートしていません。 異なる重複した VLAN プールを同一の接続可能
エンティティ プロファイル（AEP）と関連付けることはできません。 VLAN ベースのポート
には、次の 2 種類があります。
• ダイナミック プール：APIC によって内部的に管理され、エンドポイント グループ
（EPG）の VLAN を割り当てます。 vCenter ドメインはダイナミック プールのみに関連
付けることができます。
• スタティック プール：EPG にはドメインと関係があり、ドメインにはプールとの関係
があります。 プールには、さまざまなカプセル化された VLAN および VXLAN が含ま
れます。 スタティック EPG 導入環境の場合、ユーザはインターフェイスとカプセル化
を定義します。 カプセル化は、EPG が関連付けられているドメインに関連付けられた
プールの範囲内である必要があります。
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接続可能エンティティ プロファイルについて
接続エンティティ プロファイル
ACI ファブリックにより、リーフ ポートを通じて baremetal サーバ、ハイパーバイザ、レイヤ 2 ス
イッチ（たとえば、Cisco UCS ファブリック インターコネクト）、レイヤ 3 ルータ（たとえば、
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ）などのさまざまな外部エンティティに接続する複数の接続
ポイントが提供されます。 これらの接続ポイントは、リーフ スイッチ上の物理ポート、ポート
チャネル、または仮想ポート チャネル（vPC）にすることができます。
接続可能エンティティ プロファイル（AEP）は、同様のインフラストラクチャ ポリシー要件を持
つ外部エンティティのグループを表します。 インフラストラクチャ ポリシーは、物理インター
フェイス ポリシーで構成され、たとえば Cisco Discovery Protocol（CDP）、Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）、最大伝送単位（MTU）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）などがあ
ります。
VM 管理（VMM）ドメインは、AEP に関連付けられたインターフェイス ポリシー グループから
物理インターフェイス ポリシーを自動的に取得します。
• AEP でオーバーライド ポリシーを VMM ドメイン用の別の物理インターフェイス ポリシー
を指定するために使用できます。 このポリシーは、ハイパーバイザが中間レイヤ 2 ノードを
介してリーフ スイッチに接続され、異なるポリシーがリーフ スイッチおよびハイパーバイ
ザの物理ポートで要求される場合に役立ちます。 たとえば、リーフ スイッチとレイヤ 2 ノー
ド間で LACP を設定できます。 同時に、AEP オーバーライド ポリシーで LACP をディセー
ブルにすることで、ハイパーバイザとレイヤ 2 スイッチ間の LACP をディセーブルにできま
す。
AEP は、リーフ スイッチで VLAN プールを展開するのに必要です。 異なるリーフ スイッチ間で
カプセル化プール（たとえば VLAN）を再利用することができます。 AEP は、（ドメインに関連
付けられた）VLAN プールの範囲を物理インフラストラクチャに暗黙的に提供します。
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（注）

• AEP は、リーフ上で VLAN プール（および関連 VLAN）をプロビジョニングします。
VLAN はポートでは実際にイネーブルになっていません。 EPG がポートに展開されてい
ない限り、トラフィックは流れません。
• AEP を使用して VLAN プールを展開しないと、EPG がプロビジョニングされても VLAN
はリーフ ポートでイネーブルになりません。
◦ リーフ ポートで静的にバインディングしている EPG イベントに基づいて、または
VMware vCenter などの外部コントローラからの VM イベントに基づいて、特定の
VLAN がリーフ ポート上でプロビジョニングされるかイネーブルになります。
• リーフ スイッチは、重複した VLAN プールをサポートしていません。 異なる重複した
VLAN プールをドメインを介して関連付けられる同一の AEP に関連付けることはできま
せん。

VMM ドメイン プロファイルの作成
この項では、VMM ドメインの例は、vCenter ドメインまたは vCenter および vShield ドメインで
す。
タスクの例は次のとおりです。
• VMM ドメイン名、コントローラおよびユーザ クレデンシャルの設定。
• 接続エンティティ プロファイルの作成および VMM ドメインへの関連付け。
• プールの設定。
• すべての設定されたコントローラとそれらの動作状態の確認。

VMM ドメイン プロファイルを作成するための前提条件
VMM ドメイン プロファイルを設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。
• すべてのノードが検出され、設定されている。
• レイヤ 2 またはレイヤ 3 管理接続が設定されている。
• 管理センター（たとえば、vCenter）がインストールおよび設定されており使用できる。
• インバンド レイヤ 2 またはレイヤ 3 管理接続が設定されている。 詳細については、管理ア
クセスの設定に関する項を参照してください。
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GUI を使用した vCenter ドメイン プロファイルの作成
はじめる前に
VMM ドメイン プロファイルを作成する前に、APIC 上でインバンド管理ネットワークを使用して
外部ネットワークへの接続を確立する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[VM NETWORKING] > [POLICIES] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[VM Provider VMware] を右クリックし、[Create vCenter Domain] をクリッ
クします。

ステップ 3

[Create vCenter domain] ダイアログボックスで、名前（productionDC）を入力します。

ステップ 4

[Virtual Switch] フィールドで、該当するオプション ボタンをクリックします。

ステップ 5

[Associated Attachable Entity Profile] フィールドで、ドロップダウン リストから、[Create Attachable
Entity Profile] を選択し、次の操作を実行して VMM ドメインの範囲全体にわたるスイッチ イン
ターフェイスのリストを設定します。
a) [Create Attachable Access Entity Profile] ダイアログボックスの [Profile] 領域で、[Name] フィール
ドに名前（profile1）を入力し、[Next] をクリックします。
b) [Association to Interfaces] 領域で、[Interface Policy Group] を展開します。
c) [Configured Interface, PC, and VPC] ダイアログボックスの [Configured Interfaces, PC, and VPC] 領
域で、[Switch Profile] を展開します。
d) [Switches] フィールドで、ドロップダウン リストから、目的のスイッチ ID（101 および 102）
の隣にあるチェックボックスをオンにします。
e) [Switch Profile Name] フィールドに、名前（swprofile1）を入力します。
f) [+] アイコンを展開してインターフェイスを設定します。
g) スイッチ イメージで適切なインターフェイス ポートを個別に選択します（インターフェイス
1/1、1/2、1/3）。
これらは、ハイパーバイザが接続されたリーフ ポートです。 詳細については、『Cisco ACI
Simulator Installation Guide』のシミュレートされたサーバのシミュレートされたコンポーネン
トの図を参照してください。
[Interfaces] フィールドには、対応するインターフェイスが入力されます。
h) [Interface Selector Name] フィールドに、名前（selector1）を入力します。
i) [Interface Policy Group] フィールドで、ドロップダウン リストから、[Create Interface Policy Group]
を選択します。
j) [Create Access Port Policy Group] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに名前（group1）を
入力し、[Submit] をクリックします。
k) [Save] をクリックし、[Save] をもう一度クリックします。
l) [Submit] をクリックします。
m) [Select the interfaces] 領域で、[Select Interfaces] 下の [All] オプション ボタンをクリックします。
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n) [vSwitch Policies] フィールドで、[Inherit] オプション ボタンが選択されていることを確認しま
す。
o) [Finish] をクリックします。
[Attach Entity Profile] が選択され、[Associated Attachable Entity Profile] フィールドに表示されます。
ステップ 6

[VLAN Pool] ドロップダウン リストで、[Create VLAN Pool] を選択します。 [Create VLAN Pool] ダ
イアログボックスで、次の操作を実行します。
a) 名前（VlanRange）を入力します。
b) [Allocation Mode] フィールドで、[Dynamic Allocation] が選択されていることを確認します。
c) [Encap Blocks] を展開して、VLAN ブロックを追加します。 [Create Ranges] ダイアログボック
スで、VLAN の範囲を入力します。
（注）
少なくとも 200 の VLAN 番号の範囲を推奨します。 VLAN 4 を含む範囲は定義しな
いでください。その VLAN は内部使用向けです。
d) [OK] をクリックし、[Submit] をクリックします。
[VLAN Pool] フィールドに、VlanRange-dynamic が表示されます。

ステップ 7

[vCenter Credentials] を展開します。 [Create vCenter Credential] ダイアログボックスで、次の操作を
実行し、ユーザ アカウントを作成します。
a) [Name] フィールドに、名前を入力します。 （admin）
b) [Username] フィールドにユーザ名を入力します。 （administrator）
ユーザ名は、vCenter の管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要がありま
す。
c) [Password] フィールドにパスワードを入力します。
パスワードは、vCenter の管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要があり
ます。
d) パスワードを確認し、[OK] をクリックします。
e) [vCenter/vShield] を展開します。 [Create vCenter/vShield Controller] ダイアログボックスで、[Type]
が [vCenter] であることを確認します。

ステップ 8

[vCenter/vShield] を展開します。 [Create vCenter/vShield Controller] ダイアログボックスで、[Type]
が [vCenter] であることを確認し、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、名前を入力します。 （vcenter1）
b) [Host Name or IP Address] フィールドに、vCenter の IP アドレスを入力します。
c) [DVS Version] フィールドで、ドロップダウン リストから、必要に応じて DVS バージョンを選
択します。
d) [Stats Collection] フィールドで、イネーブルにするかどうかに応じて適切なオプション ボタン
をクリックします。
e) [Datacenter] フィールドに、vCenter にあらかじめ設定されたデータセンターの名前を入力しま
す。 （Datacenter1）
f) [Management EPG] フィールドで、ドロップダウン リストから、VMM コントローラ プロファ
イルの適切な管理 EPG を選択します。 （vmmMgmt）
g) [Associated Credentials] ダイアログボックスで、ドロップダウン リストから、関連付けられた
ユーザを選択します （admin）。[OK] をクリックします。
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h) [Create vCenter Domain] ダイアログボックスで、[Submit] をクリックします。
ステップ 9

次の手順に従って、新しいドメインとプロファイルを確認します。
a) メニュー バーで、[VM Networking] > [Inventory] を選択します。
b) [Navigation] ペインで、[VMware] を展開し、[productionDC] > [vcenter1] をクリックします。
[Work] ペインで、VMM ドメイン名を表示して、コントローラがオンラインであることを確認し
ます。
[Work] ペインに、vcenter1 のプロパティが動作ステータスとともに表示されます。 表示される情
報によって、APIC コントローラから vCenter Server への接続が確立され、インベントリが使用で
きることを確認します。

REST API を使用した vCenter ドメイン プロファイルの作成
手順
ステップ 1

VMM ドメイン名、コントローラおよびユーザ クレデンシャルを設定します。
例：
https://<api-ip>/api/node/mo/.xml
<polUni>
<vmmProvP vendor="VMware">
<!-- VMM Domain -->
<vmmDomP name="productionDC">
<!-- Association to VLAN Namespace -->
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-VlanRange-dynamic"/>
<!-- Credentials for vCenter -->
<vmmUsrAccP name="admin" usr="administrator" pwd="admin" />
<!-- vCenter IP address -->
<vmmCtrlrP name="vcenter1" hostOrIp="<vcenter ip address>" rootContName="<Datacenter Name
in vCenter>">
<vmmRsAcc tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/usracc-admin"/>
</vmmCtrlrP>
</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 2

VLAN ネームスペースの導入用の接続可能エンティティ プロファイルを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<infraAttEntityP name="profile1">
<infraRsDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 3

インターフェイス ポリシー グループおよびセレクタを作成します。
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例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<infraAccPortP name="swprofile1ifselector">
<infraHPortS name="selector1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="3">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-group1" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="group1">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-profile1" />
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
</infraInfra>

ステップ 4

スイッチ プロファイルを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<infraNodeP name="swprofile1">
<infraLeafS name="selectorswprofile11718" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="101"/>
<infraNodeBlk name="single1" from_="102" to_="102"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-swprofile1ifselector"/>
</infraNodeP>
</infraInfra>

ステップ 5

VLAN プールを設定します。
例：
https://<apic-ip>/api/node/mo/.xml
<polUni>
<infraInfra>
<fvnsVlanInstP name="VlanRange" allocMode="dynamic">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-100" to="vlan-400"/>
</fvnsVlanInstP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 6

設定されたすべてのコントローラとそれらの動作状態を検索します。
例：
GET:
https://<apic-ip>/api/node/class/compCtrlr.xml?
<imdata>
<compCtrlr apiVer="5.1" ctrlrPKey="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/ctrlr-vcenter1"
deployIssues="" descr="" dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1" domName="
productionDC"
hostOrIp="esx1" mode="default" model="VMware vCenter Server 5.1.0 build-756313"
name="vcenter1" operSt="online" port="0" pwd="" remoteOperIssues="" scope="vm"
usr="administrator" vendor="VMware, Inc." ... />
</imdata>

ステップ 7

「ProductionDC」という VMM ドメイン下の「vcenter1」という名前の vCenter をハイパーバイザ
と VM で検索します。
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例：
GET:
https://<apic-ip>/api/node/mo/comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1.xml?query-target=children
<imdata>
<compHv descr="" dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1/hv-host-4832" name="esx1"
state="poweredOn" type="hv" ... />
<compVm descr="" dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1/vm-vm-5531" name="AppVM1"
state="poweredOff" type="virt" .../>
<hvsLNode dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1/sw-dvs-5646" lacpEnable="yes"
lacpMode="passive" ldpConfigOperation="both" ldpConfigProtocol="lldp" maxMtu="1500"
mode="default" name="apicVswitch" .../>
</imdata>

CLI を使用した vCenter ドメイン プロファイルの作成
手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

VMM ドメイン名、コントローラおよびユーザ クレデンシャルを設定します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/
admin@apic1:vmm-domains> mocreate productionDC
admin@apic1:vmm-domains> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vmm-domains> cd productionDC/
admin@apic1:productionDC> moset vlan-pool
fabric/access-policies/pools/vlan/vlanRange-dynamic-allocation
admin@apic1:productionDC> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC'
All mos committed successfully.
admin@apic1:productionDC>
admin@apic1:productionDC> cd
/aci/vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/controllers/
admin@apic1:controllers> mocreate vcenter1
admin@apic1:controllers> cd vcenter1
admin@apic1:vcenter1> moset host-name-or-ip-address 192.168.81.2
admin@apic1:vcenter1> moset datacenter Datacenter1
admin@apic1:vcenter1> moset management-epg
tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/l3-outside-extMgmt/networks/extNetwork
admin@apic1:vcenter1> moset associated-credential
uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/usracc-admin
admin@apic1:vcenter1> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/controllers/vcenter1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vcenter1>
admin@apic1:vcenter1> cd
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/aci/vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/credentials
admin@apic1:credentials> mocreate admin
admin@apic1:credentials> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/credentials/admin'
All mos committed successfully.
admin@apic1:credentials> cd admin/
admin@apic1:admin> moset username administrator
admin@apic1:admin> moset password
Password: <admin>
Verify: <admin>
admin@apic1:admin> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/credentials/admin'
All mos committed successfully.

ステップ 3

VLAN ネームスペースの導入用の接続可能エンティティ プロファイルを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/
admin@apic1:attachable-entity-profile> mocreate profile1
admin@apic1:attachable-entity-profile> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/profile1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:attachable-entity-profile> cd profile1/
admin@apic1:profile1> cd domains-associated-to-interfaces/
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces> mocreate uni/vmmp-VMware/dom-productionDC
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces> moconfig commit
Committing mo
'fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/profile1/domains-associated-to-interfaces/[vm-networking
/policies/vmware/vmm-domains/productionDC]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces>

ステップ 4

インターフェイス ポリシー グループおよびセレクタを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface
admin@apic1:interface> mocreate group1
admin@apic1:interface> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface/group1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:interface> cd group1
admin@apic1:group1> moset attached-entity-profile
fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/profile1
admin@apic1:group1> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface/group1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:group1>
admin@apic1:group1> cd ../../../
admin@apic1:interface-policies> cd profiles/interfaces/
admin@apic1:interfaces> mocreate swprofile1ifselector
admin@apic1:interfaces> cd swprofile1ifselector
admin@apic1:swprofile1ifselector> moset description 'GUI Interface Selector Generated PortP
Profile swprofile1'
admin@apic1:swprofile1ifselector> moconfig commit
Committing mo
'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector'
All mos committed successfully.
admin@apic1:swprofile1ifselector> mocreate selector1 range
admin@apic1:swprofile1ifselector> cd selector1-range
admin@apic1:selector1-range> moset policy-group
fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface/group1

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
55

使用する前に
CLI を使用した vCenter ドメイン プロファイルの作成

admin@apic1:selector1-range> mocreate block1
admin@apic1:selector1-range> cd block1
admin@apic1:block1> moset from-port 1
admin@apic1:block1> moset to-port 3
admin@apic1:block1> moconfig commit
Committing mo
'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector/selector1-range'
Committing mo
'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector/selector1-range/block1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:block1>

ステップ 5

スイッチ プロファイルを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/access-policies/switch-policies/profiles/
admin@apic1:profiles> mocreate swprofile1
admin@apic1:profiles> cd swprofile1/
admin@apic1:swprofile1> moset description 'GUI Interface Selector Generated Profile:
swprofile1'
admin@apic1:swprofile1> cd switch-selectors/
admin@apic1:switch-selectors> mocreate selectorswprofile11718 range
admin@apic1:switch-selectors> cd selectorswprofile11718-range/
admin@apic1:selectorswprofile11718-range> mocreate single0
admin@apic1:selectorswprofile11718-range> cd single0/
admin@apic1:single0> moset from 101
admin@apic1:single0> moset to 101
admin@apic1:single0> cd ../
admin@apic1:selectorswprofile11718-range> mocreate single1
admin@apic1:selectorswprofile11718-range> cd single1/
admin@apic1:single1> moset from 102
admin@apic1:single1> moset to 102
admin@apic1:single1> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1'
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/switch-selectors/selectorswprofile11718-range'
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/switch-selectors/selectorswprofile11718-range/single1'
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/switch-selectors/selectorswprofile11718-range/single0'
All mos committed successfully.
admin@apic1:single1> cd ../../../
admin@apic1:swprofile1> cd associated-interface-selector-profiles/
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles> mocreate
fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles> moconfig commit
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/associated-interface-selector-profiles
/[fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles>

ステップ 6

VLAN プールを設定します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/access-policies/pools/vlan/
admin@apic1:vlan> mocreate VlanRange dynamic-allocation
admin@apic1:vlan> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/pools/vlan/VlanRange-dynamic-allocation'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vlan> cd VlanRange-dynamic-allocation/encap-blocks/
admin@apic1:encap-blocks> mocreate vlan100 vlan400
admin@apic1:encap-blocks> moconfig commit
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Committing mo
'fabric/access-policies/pools/vlan/VlanRange-dynamic-allocation/encap-blocks/vlan100-vlan400'
All mos committed successfully.
admin@apic1:encap-blocks>

GUI を使用した vCenter および vShield ドメイン プロファイルの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[VM NETWORKING] > [Policies] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[VM Provider VMware] を右クリックし、[Create vCenter Domain] をクリッ
クします。

ステップ 3

[Create vCenter Domain] ダイアログボックスで、名前（productionDC）を入力します。

ステップ 4

[Virtual Switch] フィールドで、該当するオプション ボタンをクリックします。
（注）
[VMware vSphere Distributed Switch] を選択しま
す。
[Associated Attachable Entity Profile] ドロップダウン リストで、[Create Attachable Access Entity Profile]
を選択し、次の操作を実行します。
a) [Create Attachable Access Entity Profile] ダイアログボックスの [Profile] 領域で、[Name] フィール

ステップ 5

ドに名前（profile1）を入力します。
b) [Enable Infrastructure VLAN] フィールドで、チェックボックスをオンにします。 [Next] をクリッ
クします。
c) [Association to Interfaces] 領域で、[Interface Policy Group] を展開します。
d) [Configured Switch Interfaces] 領域で、[Switch Profile] を展開します。
e) [Switches] フィールドで、ドロップダウン リストから、スイッチ ID（101 および 102）を確認
します。
f) [Switch Profile Name] フィールドに、名前（swprofile1）を入力します。
g) [+] アイコンを展開してインターフェイスを設定します。
h) スイッチ イメージで適切なインターフェイス ポートを個別に選択します（インターフェイス
1/1、1/2、1/3）。
これらは、ハイパーバイザが接続されたリーフ ポートです。 詳細については、『Cisco ACI
Simulator Installation Guide』のシミュレートされたサーバのシミュレートされたコンポーネン
トの図を参照してください。
[Interfaces] フィールドには、サーバが接続される対応するインターフェイスが入力されます。
i) [Interface Selector Name] フィールドに、名前（selector1）を入力します。
j) [Interface Policy Group] フィールドで、ドロップダウン リストから、[Create Interface Policy Group]
を選択します。
k) [Create Access Port Policy Group] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに名前（group1）を
入力し、[Submit] をクリックします。
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l) [Save] をクリックし、[Save] をもう一度クリックします。
m) [Submit] をクリックします。
n) [Select the interfaces] 領域で、[Select Interfaces] 下の [All] オプション ボタンをクリックします。
o) [vSwitch Policies] の [Inherit] オプション ボタンが選択されていることを確認します。
p) [Finish] をクリックします。
[Attach Entity Profile] が選択され、[Associated Attachable Entity Profile] フィールドに表示されま
す。
ステップ 6

（注）

このステップでは、このサーバ下に作成されるすべてのポート グループおよび EPG に
対する VLAN の範囲が提供されます。
[VLAN Pool] ドロップダウン リストで、[Create VLAN Pool] を選択します。 [Create VLAN Pool] ダ
イアログボックスで、次の操作を実行します。
a) 名前（vlan1）を入力します。
b) [Allocation Mode] フィールドで、[Dynamic Allocation] が選択されていることを確認します。
c) [Encap Blocks] を展開して、VLAN ブロックを追加します。 [Create Ranges] ダイアログボック
スで、VLAN の範囲を入力します。
（注）
少なくとも 200 の VLAN 番号の範囲を使用することを推奨しま
す。
d) [OK] をクリックし、[Submit] をクリックします。

ステップ 7

[vCenter Credentials] を展開し、[Create vCenter Credential] ダイアログボックスで、次の操作を実行
し、ユーザ アカウントを作成します。
a) [Name] フィールドに、名前を入力します。 （vcenter_user）
b) [Username] フィールドにユーザ名を入力します。 （administrator）
ユーザ名は、vCenter の管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要がありま
す。
c) [Password] フィールドにパスワードを入力します。
パスワードは、vCenter の管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要があり
ます。
d) パスワードを確認し、[OK] をクリックします。

ステップ 8

[vCenter Credentials] をもう一度展開します。 [Create vCenter Credential] ダイアログボックスで、次
の操作を実行し、ユーザ アカウントを作成します。
a) [Name] フィールドに、名前を入力します。 （vshield_user）
b) [Username] フィールドにユーザ名を入力します。 （admin）
ユーザ名は、vShield Manager にアクセスするためのクレデンシャルである必要があります。
c) [Password] フィールドにパスワードを入力します。
パスワードは、vShield Manager にアクセスするためのクレデンシャルである必要があります。
d) パスワードを確認し、[OK] をクリックします。

ステップ 9

[vCenter/vShield] を展開し、次のタスクを実行します。
a) [Create vCenter/vShield Controller] ダイアログボックスの [Type] フィールドで、[vCenter + vShield]
オプション ボタンをクリックします。
b) [vCenter Controller Name] フィールドに、名前を入力します。 （vcenter1）
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c) [vCenter Controller Address] フィールドに、vCenter の IP アドレスを入力します。
d) [DVS Version] フィールドで、ドロップダウン リストから、必要に応じて DVS バージョンを選
択します。
e) [Stats Collection] フィールドで、必要に応じてオプション ボタンをクリックします。
f) [Datacenter] フィールドで、必要に応じてデータセンターを入力します。
g) [vCenter Controller Management EPG] フィールドで、ドロップダウン リストから、VMM コント
ローラ プロファイルの適切な管理 EPG を選択します。
h) [Associated Credential] フィールドで、ドロップダウン リストから、関連付けられたユーザを選
択します。 （vcenter_user）
i) [vShield Controller Name] フィールドに、名前を入力します。 （vshield1）
j) [vShield Controller Address] フィールドに、vShield の IP アドレスを入力します。
k) [vShield Controller Management EPG] フィールドで、ドロップダウン リストから、VMM コント
ローラ プロファイルの適切な管理 EPG を選択します。
l) [Associated Credential] フィールドで、ドロップダウン リストから、関連付けられたユーザを選
択します。 （vshield_user）
m) [VXLAN Pool] フィールドで、ドロップダウン リストから、[Create VXLAN Pool] を選択しま
す。
n) [Create VXLAN Pool] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに、プールの名前を入力しま
す。 （vxlan1）
o) [Encap Blocks] を展開します。 [Create Ranges] ダイアログボックスで、ブロックの範囲を指定
し、[OK] をクリックし、[Submit] をクリックします。
p) [Multicast Address Pool] を展開し、[Create Multicast Address Pool] を選択します。 [Create Multicast
Address Pool] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに、プール名を入力します。
（multicast1）
q) [Address Blocks] を展開します。 [Create Multicast Address Block] ダイアログボックスで、[IP
Range] フィールドに、アドレス ブロックの範囲を入力します。 [OK] をクリックし、[Submit]
をクリックします。
r) [Create vCenter/vShield Controller] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。 [Create
vCenter Domain] ダイアログボックスで、[Submit] をクリックします。
ステップ 10

次の手順に従って、新しいドメインとプロファイルを確認します。
（注）
ポリシーが送信された後にコントローラが確実に動作するようにするには、vCenter の
管理者は分散スイッチにホストを追加する必要があります。
a) メニュー バーで、[VM Networking] > [Inventory] を選択します。
b) [Navigation] ペインで、[VMware] を展開し、vCenter ドメイン名を展開します。
c) [Navigation] ペインで、コントローラ名をクリックし、コントローラがオンラインであること
を確認します。
[Work] ペインに、プロパティが動作ステータスとともに表示されます。 表示される情報によっ
て、APIC コントローラからサーバへの接続が確立され、インベントリが使用できることを確
認します。
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REST API を使用した vCenter および vShield ドメイン プロファイルの作
成
手順
ステップ 1

VLAN プールを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<polUni>
<infraInfra>
<fvnsVlanInstP name="vlan1" allocMode="dynamic">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-100" to="vlan-400"/>
</fvnsVlanInstP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 2

vCenter ドメインを作成し、VLAN プールを割り当てます。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">
<vmmDomP name="productionDC">
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-vlan1-dynamic"/>
</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 3

インフラストラクチャ VLAN の導入用の接続可能エンティティ プロファイルを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<infraAttEntityP name="profile1">
<infraRsDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC"/>
<infraProvAcc name="provfunc"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 4

インターフェイス ポリシー グループおよびセレクタを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<infraAccPortP name="swprofile1ifselector">
<infraHPortS name="selector1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="3">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-group1" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="group1">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-profile1" />
</infraAccPortGrp>
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</infraFuncP>
</infraInfra>

ステップ 5

スイッチ プロファイルを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<infraNodeP name="swprofile1">
<infraLeafS name="selectorswprofile11718" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="101"/>
<infraNodeBlk name="single1" from_="102" to_="102"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-swprofile1ifselector"/>
</infraNodeP>
</infraInfra>

ステップ 6

コントローラのクレデンシャルを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">
<vmmDomP name="productionDC">
<vmmUsrAccP name="vcenter_user" usr="administrator" pwd="default"/>
<vmmUsrAccP name="vshield_user" usr="admin" pwd="default"/>
</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 7

vCenter コントローラを作成します。
例：
<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">
<vmmDomP name="productionDC">
<vmmCtrlrP name="vcenter1" hostOrIp="172.23.50.85" rootContName="Datacenter1">
<vmmRsAcc tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/usracc-vcenter_user"/>
</vmmCtrlrP>
</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 8

VXLAN プールおよびマルチキャスト アドレス範囲を作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<fvnsVxlanInstP name="vxlan1">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vxlan-6000" to="vxlan-6200"/>
</fvnsVxlanInstP>
<fvnsMcastAddrInstP name="multicast1">
<fvnsMcastAddrBlk name="mcast" from="224.0.0.1" to="224.0.0.20"/>
</fvnsMcastAddrInstP>
</infraInfra>

ステップ 9

vShield コントローラを作成します。
例：
https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">
<vmmDomP name="productionDC">
<vmmCtrlrP name="vshield1" hostOrIp="172.23.54.62" scope="iaas">
<vmmRsAcc tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/usracc-vshield_user"/>
<vmmRsVmmCtrlrP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/ctrlr-vcenter1"/>
<vmmRsVxlanNs tDn="uni/infra/vxlanns-vxlan1"/>
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<vmmRsMcastAddrNs tDn="uni/infra/maddrns-multicast1"/>
</vmmCtrlrP>
</vmmDomP>
</vmmProvP>

CLI を使用した vCenter および vShield ドメイン プロファイルの作成
手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

VLAN プールを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd fabric/access-policies/pools/vlan
admin@apic1:vlan> mocreate vlan1 dynamic-allocation
admin@apic1:vlan> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/pools/vlan/vlan1-dynamic-allocation'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vlan> cd vlan1-dynamic-allocation
admin@apic1:vlan1-dynamic-allocation> cd encap-blocks
admin@apic1:encap-blocks> mocreate vlan-100 vlan-400
admin@apic1:encap-blocks> moconfig commit
Committing mo
'fabric/access-policies/pools/vlan/vlan1-dynamic-allocation/encap-blocks/vlan100-vlan400'
All mos committed successfully.
admin@apic1:encap-blocks>

ステップ 3

vCenter ドメインを作成し、ドメインに VLAN プールを割り当てます。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd vm-networking/policies/vmware/vmm-domains
admin@apic1:vmm-domains> mocreate productionDC
admin@apic1:vmm-domains> cd productionDC
admin@apic1:productionDC> moset vlan-pool
fabric/access-policies/pools/vlan/vlan1-dynamic-allocation
admin@apic1:productionDC> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC'
All mos committed successfully.
admin@apic1:productionDC>

ステップ 4

インフラストラクチャ VLAN の導入用の接続可能エンティティ プロファイルを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile
admin@apic1:attachable-entity-profile> mocreate profile1
admin@apic1:attachable-entity-profile> cd profile1
admin@apic1:profile1> cd domains-associated-to-interfaces
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces> mocreate uni/vmmp-VMware/dom-productionDC
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admin@apic1:domains-associated-to-interfaces> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/profile1'
Committing mo 'fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/profile1/
domains-associated-to-interfaces/[uni/vmmp-VMware/dom-productionDC]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-associated-to-interfaces> cd ..
admin@apic1:profile1> cd vlan-encapsulation-for-vxlan-traffic
admin@apic1:vlan-encapsulation-for-vxlan-traffic> mocreate provfunc
admin@apic1:vlan-encapsulation-for-vxlan-traffic> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/global-policies/attachable-entity-profile/profile1/
vlan-encapsulation-for-vxlan-traffic/provfunc'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vlan-encapsulation-for-vxlan-traffic>

ステップ 5

インターフェイス ポリシー グループおよびセレクタを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd fabric/access-policies/interface-policies
admin@apic1:interface-policies> cd policy-groups/interface
admin@apic1:interface> mocreate group1
admin@apic1:interface> cd group1
admin@apic1:group1> moset attached-entity-profile fabric/access-policies/global-policies/
attachable-entity-profile/profile1
admin@apic1:group1> cd ../../..
admin@apic1:interface-policies> cd profiles/interfaces
admin@apic1:interfaces> mocreate swprofile1ifselector
admin@apic1:interfaces> cd swprofile1ifselector
admin@apic1:swprofile1ifselector> moset description 'GUI Interface Selector Generated PortP
Profile: swprofile1'
admin@apic1:swprofile1ifselector> mocreate selector1 range
admin@apic1:swprofile1ifselector> cd selector1-range
admin@apic1:selector1-range> moset policy-group
fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/
interface/group1
admin@apic1:selector1-range> mocreate block1
admin@apic1:selector1-range> cd block1
admin@apic1:block1> moset to-port 3
admin@apic1:block1> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/interface-policies/policy-groups/interface/group1'
Committing mo
'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector'
Committing mo
'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector/selector1-range'
Committing mo
'fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector/selector1-range/block1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:block1>

ステップ 6

スイッチ プロファイルを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd fabric/access-policies/switch-policies/profiles
admin@apic1:profiles> mocreate swprofile1
admin@apic1:profiles> cd swprofile1
admin@apic1:swprofile1> cd switch-selectors
admin@apic1::switch-selectors> moset description 'GUI Interface Selector Generated Profile:
swprofile1'
admin@apic1:swprofile1> mocreate leaf-selector selectorswprofile11718 range
admin@apic1:swprofile1> cd leaf-selector-selectorswprofile11718-range
admin@apic1:leaf-selector-selectorswprofile11718-range> mocreate single0
admin@apic1:leaf-selector-selectorswprofile11718-range> cd single0
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admin@apic1:single0> moset from 101
admin@apic1:single0> moset to 101
admin@apic1:single0> cd ..
admin@apic1:leaf-selector-selectorswprofile11718-range> mocreate single1
admin@apic1:leaf-selector-selectorswprofile11718-range> cd single1
admin@apic1:single1> moset from 102
admin@apic1:single1> moset to 102
admin@apic1:single1> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1'
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/leaf-selector-selectorswprofile11718-range'
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/leaf-selector-selectorswprofile11718-range/single1'
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/leaf-selector-selectorswprofile11718-range/single0'
All mos committed successfully.
admin@apic1:single1> cd ../../..
admin@apic1:swprofile1> cd associated-interface-selector-profiles
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles> mocreate
fabric/access-policies/interface-policies/
profiles/interfaces/swprofile1ifselector
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles> moconfig commit
Committing mo
'fabric/access-policies/switch-policies/profiles/swprofile1/associated-interface-selector-profiles/
[fabric/access-policies/interface-policies/profiles/interfaces/swprofile1ifselector]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:associated-interface-selector-profiles>

ステップ 7

vCenter コントローラおよび vShield コントローラのクレデンシャルを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC
admin@apic1:productionDC> cd credentials
admin@apic1:controller-credentials> mocreate vcenter_user
admin@apic1:controller-credentials> cd vcenter_user
admin@apic1:vcenter_user> moset username administrator
admin@apic1:vcenter_user> moset password default
admin@apic1:vcenter_user> cd ..
admin@apic1:controller-credentials> mocreate vshield_user
admin@apic1:controller-credentials> cd vshield_user
admin@apic1:vshield_user> moset username admin
admin@apic1:vshield_user> moset password default
admin@apic1:vshield_user> moconfig commit
Committing mo
'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/credentials/vcenter_user'
Committing mo
'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/credentials/vshield_user'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vshield_user>

ステップ 8

vCenter コントローラを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC
admin@apic1:productionDC> cd controllers
admin@apic1:controllers> mocreate vcenter1
admin@apic1:controllers> cd vcenter1
admin@apic1:vcenter1> moset host-name-or-ip-address 172.23.50.85
admin@apic1:vcenter1> moset datacenter productionDC
admin@apic1:vcenter1> moset management-epg uni/tn-mgmt/out-extMgmt/instP-extNetwork
admin@apic1:vcenter1> moset associated-credential vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/
productionDC/credentials/vcenter_user

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
64

使用する前に
CLI を使用した vCenter および vShield ドメイン プロファイルの作成

admin@apic1:vcenter1> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/controllers/vcenter1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vcenter1>

ステップ 9

VXLAN プールおよびマルチキャスト アドレス範囲を作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd fabric/access-policies/pools
admin@apic1:pools> cd vxlan
admin@apic1:vxlan> mocreate vxlan1
admin@apic1:vxlan> cd vxlan1
admin@apic1:vxlan1> cd encap-blocks
admin@apic1:encap-blocks> mocreate vxlan-6000 vxlan-6200
admin@apic1:encap-blocks> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/pools/vxlan/vxlan1'
Committing mo 'fabric/access-policies/pools/vxlan/vxlan1/encap-blocks/vxlan6000-vxlan6200'
All mos committed successfully.
admin@apic1:encap-blocks> cd ../../..
admin@apic1:pools> cd multicast-address
admin@apic1:multicast-address> mocreate multicast1
admin@apic1:multicast-address> cd multicast1
admin@apic1:multicast1> cd address-blocks
admin@apic1:address-blocks> mocreate 224.0.0.1 224.0.0.20
admin@apic1:address-blocks> moconfig commit
Committing mo 'fabric/access-policies/pools/multicast-address/multicast1'
Committing mo
'fabric/access-policies/pools/multicast-address/multicast1/address-blocks/224.0.0.1-224.0.0.20'
All mos committed successfully.
admin@apic1:address-blocks>

ステップ 10

vShield コントローラを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci
admin@apic1:~> cd vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC
admin@apic1:productionDC> cd controllers
admin@apic1:controllers> mocreate vshield1
admin@apic1:controllers> cd vshield1
admin@apic1:vshield1> moset type vshield
admin@apic1:vshield1> moset host-name-or-ip-address 172.23.54.62
admin@apic1:vshield1> moset management-epg uni/tn-mgmt/out-extMgmt/instP-extNetwork
admin@apic1:vshield1> moset associated-credential vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/
productionDC/credentials/vshield_user
admin@apic1:vshield1> moset associated-vcenter-controller vm-networking/policies/vmware/
vmm-domains/productionDC/controllers/vcenter1
admin@apic1:vshield1> moset vxlan-pool fabric/access-policies/pools/vxlan/vxlan1
admin@apic1:vshield1> moset multicast-address-pool
fabric/access-policies/pools/multicast-address/multicast1
admin@apic1:vshield1> moconfig commit
Committing mo 'vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC/controllers/vshield1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:vshield1>
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テナント、プライベートネットワーク、およびブリッジ
ドメインの作成
テナントの概要
• テナントには、承認されたユーザのドメインベースのアクセス コントロールをイネーブルに
するポリシーが含まれます。 承認されたユーザは、テナント管理やネットワーキング管理な
どの権限にアクセスできます。
• ユーザは、ドメイン内のポリシーにアクセスしたりポリシーを設定するには読み取り/書き込
み権限が必要です。 テナント ユーザは、1 つ以上のドメインに特定の権限を持つことができ
ます。
• マルチテナント環境では、リソースがそれぞれ分離されるように、テナントによりグループ
ユーザのアクセス権限が提供されます（エンドポイント グループやネットワーキングなどの
ため）。 これらの権限では、異なるユーザが異なるテナントを管理することもできます。

テナントの作成
テナントには、最初にテナントを作成した後に作成できるフィルタ、契約、ブリッジ ドメイン、
およびアプリケーション プロファイルなどのプライマリ要素が含まれます。

ネットワークおよびブリッジ ドメイン
テナントのネットワークおよびブリッジドメインを作成および指定できます。定義されたブリッ
ジ ドメイン要素のサブネットは、対応するレイヤ 3 コンテキストを参照します。

GUI を使用したテナント、プライベート ネットワーク、およびブリッ
ジ ドメインの作成
• 外部ルーテッドを設定するときにパブリック サブネットがある場合は、ブリッジ ドメイン
を外部設定と関連付ける必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[TENANTS] を選択し、次の操作を実行します。
a) [Add Tenant] を右クリックします。
[Create Tenant] ダイアログボックスが開きます。
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b) [Name] フィールドに、テナントの名前（ExampleCorp）を追加し、[Next] をクリックします。
ステップ 2

（注）

セキュリティ ドメイン内のユーザだけがアクセスできるように、セキュリティ ドメイ
ンを作成します。
[Security Domains] の横にある [+] 記号をクリックし、[Create Security Domain] ダイアログボックス
を開き、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドで、セキュリティ ドメイン名を指定します。 （ExampleCorp）
b) [Submit] をクリックします。 [Create Tenant] ダイアログボックスで、作成したセキュリティ ド
メインのチェックボックスをオンにし、[Next] をクリックします。

ステップ 3

[Network] ウィンドウで、次の操作を実行します。
a) [+] 記号をクリックして、ネットワークを追加します。
b) [Create New Network] 領域で、プライベート テナントのネットワーク名（pvn1）を指定して、
[Next] をクリックします。
ネットワークのブリッジ ドメインを指定するように求められます。

ステップ 4

[Specify Bridge Domain for the Network] 領域で、次の操作を実行します。[Name] フィールド（bd1）
で、[OK] をクリックします。 [Next] をクリックし、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、名前（bd1）を入力します。
b) [Subnets] を展開し、[Gateway Address] フィールドにアドレスを入力します。 [Update] をクリッ
クし、[OK] をクリックします。

ステップ 5

[Next] をクリックし、次の操作を実行します。
a) プライベート ネットワーク（pvn1）が作成され、ブリッジ ドメイン（bd1）に関連付けられて
いることを確認します。
b) [Network] 領域で、[Finish] をクリックします。

ステップ 6

テナントにプライベート ネットワークとブリッジ ドメインがあることを確認するには、[Tenants]
タブの下のサブメニュー バーで、作成した新しいテナントの名前をクリックします。 [Navigation]
ペインで、テナントの名前を展開します。
[Networking] > [Bridge Domains] の下に、新しいブリッジ ドメインが表示されます。 [Private Networks]
の下に、新しいネットワークが表示されます。

REST API を使用したテナント、プライベート ネットワーク、およびブ
リッジ ドメインの作成
手順
ステップ 1

テナントを作成します。
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例：
POST <IP>/api/mo/uni.xml
<fvTenant name="ExampleCorp"/>

POST が成功すると、出力に作成したオブジェクトが表示されます。
ステップ 2

ネットワークおよびブリッジ ドメインを作成します。
例：
URL for POST: https://<apic-ip>/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml
<fvTenant name="ExampleCorp">
<fvCtx name="pvn1"/>
<fvBD name="bd1">
<fvRsCtx tnFvCtxName="pvn1"/>
<fvSubnet ip="10.10.100.1/24"/>
</fvBD>
</fvTenant>

（注）

外部ルーテッドを設定するときにパブリック サブネットがある場合は、ブリッジ ドメ
インを外部設定と関連付ける必要があります。

CLI を使用したテナント、プライベート ネットワーク、およびブリッ
ジ ドメインの作成
外部ルーテッドを設定するときにパブリックサブネットがある場合は、ブリッジドメインを外部
設定と関連付ける必要があります。

手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

テナント、ネットワーク、およびブリッジ ドメインを作成します。
例：
admin@apic1:aci> cd tenants/
admin@apic1:tenants> mocreate ExampleCorp
admin@apic1:tenants> moconfig commit
Committed mo 'tenants/ExampleCorp'
All mos committed successfully.
admin@apic1:tenants>
admin@apic1:tenants> cd ExampleCorp/networking/private-networks/
admin@apic1:private-networks> mocreate pvn1
admin@apic1:private-networks> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/networking/private-networks/pvn1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:private-networks>
admin@apic1:private-networks> cd ../bridge-domains/
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admin@apic1:bridge-domains> mocreate bd1
admin@apic1:bridge-domains> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/networking/bridge-domains/bd1'
All mos committed successfully.
admin@apic1:bridge-domains>
admin@apic1:bridge-domains> cd bd1/subnets/
admin@apic1:subnets> mocreate 10.10.100.1/24
admin@apic1:subnets> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/networking/bridge-domains/bd1/subnets/10.10.100.1:24'
All mos committed successfully.

テナントの外部接続の設定
（注）

MP-BGP ルート リフレクタおよび OSPF 外部ルーテッド ネットワーク プロトコルは、シミュ
レータを使用している場合は動作しません。
スタティック ルートをアプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）ファブリッ
ク上の他のリーフ スイッチに配布する前に、マルチプロトコル BGP（MP-BGP）プロセスが最初
に動作していて、スパイン スイッチが BGP ルート リフレクタとして設定されている必要があり
ます。
ACI ファブリックを外部ルーテッド ネットワークに統合するために、管理テナントのレイヤ 3 接
続に対し Open Shortest Path First（OSPF）を設定できます。

GUI を使用した MP-BGP ルート リフレクタの設定
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[FABRIC] > [Fabric Policies] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [BGP Route Reflector default] を展開し、[BGP Route
Reflector default] を右クリックし、[Create Route Reflector Node Policy EP] をクリックします。

ステップ 3

[Create Route Reflector Node Policy EP] ダイアログボックスで、[Spine Node] ドロップダウン リスト
から、適切なスパイン ノードを選択します。 [Submit] をクリックします。`
（注）
必要に応じてスパイン ノードを追加するには、上記の手順を繰り返してくださ
い。
スパイン スイッチがルート リフレクタ ノードとしてマークされます。

ステップ 4

[BGP Route Reflector default] プロパティ領域で、[Autonomous System Number] フィールドで、適切
な番号を選択します。 [Submit] をクリックし、[Status] ダイアログボックスに変更が正常に保存さ
れたことが示されたら [OK] をクリックします。
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（注）

自律システム番号は、Border Gateway Protocol（BGP）がルータに設定されている場合
は、リーフが接続されたルータ設定に一致する必要があります。 スタティックまたは
Open Shortest Path First（OSPF）を使用して学習されたルートを使用している場合は、自
律システム番号値を任意の有効な値にできます。

ステップ 5

[Navigation] ペインで、[Policy Groups] を展開して右クリックし、[Create POD Policy Group] をク
リックします。

ステップ 6

[Create POD Policy Group] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに、ポッド ポリシー グルー
プの名前を入力します。

ステップ 7

[BGP Route Reflector Policy] ドロップダウン リストで、適切なポリシー（デフォルト）を選択しま
す。 [Submit] をクリックします。`
BGP ルート リフレクタのポリシーは、ルート リフレクタのポッド ポリシー グループに関連付け
られ、BGP プロセスはリーフ スイッチでイネーブルになります。

ステップ 8

[Navigation] ペインで、[Policy Groups] > [default] を選択します。 [Work] ペインで、[Fabric Policy
Group] ドロップダウン リストから、前に作成されたポッド ポリシーを選択します。 [Submit] をク
リックします。`
ポッド ポリシー グループが、ファブリック ポリシー グループに適用されました。

REST API を使用した MP-BGP ルート リフレクタの設定
手順
ステップ 1

スパイン スイッチをルート リフレクタとしてマークします。
例：
https://apic-ip/api/policymgr/mo/uni/fabric.xml
<bgpInstPol name="default">
<bgpAsP asn="1" />
<bgpRRP>
<bgpRRNodePEp id=“<spine_id1>”/>
<bgpRRNodePEp id=“<spine_id2>”/>
</bgpRRP>
</bgpInstPol>

ステップ 2

次のポストを使用してポッド セレクタをセットアップします。
例：

FuncP セットアップの場合：
<fabricFuncP>
<fabricPodPGrp name="bgpRRPodGrp”>
<fabricRsPodPGrpBGPRRP tnBgpInstPolName="default" />
</fabricPodPGrp>
</fabricFuncP>

例：
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PodP セットアップの場合：
<fabricPodP name="default">
<fabricPodS name="default" type="ALL">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-bgpRRPodGrp"/>
</fabricPodS>
</fabricPodP>

CLI を使用した MP-BGP ルート リフレクタの設定
手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

MP-BGP ルート リフレクタを設定します。
例：
admin@apic1:~> cd
fabric/fabric-policies/pod-policies/policies/bgp-route-reflector-policy-default
admin@apic1:bgp-route-reflector-policy-default> moset autonomous-system-number 1
admin@apic1:bgp-route-reflector-policy-default> cd route-reflector-nodes/
admin@apic1:route-reflector-nodes> mocreate 104
admin@apic1:route-reflector-nodes> mocreate 105
admin@apic1:route-reflector-nodes> moconfig commit
admin@apic1:~> cd fabric/fabric-policies/pod-policies/policy-groups/
admin@apic1:policy-groups> mocreate bgpRRPodGrp
admin@apic1:policy-groups> cd bgpRRPodGrp/
admin@apic1:bgpRRPodGrp> moset bgp-route-reflector-policy default
admin@apic1:bgpRRPodGrp> moconfig commit
admin@apic1:~> cd fabric/fabric-policies/pod-policies/pod-selector-default-all/
admin@apic1:pod-selector-default-all> moset fabric-policy-group
fabric/fabric-policies/pod-policies/policy-groups/bgpRRPodGrp
admin@apic1:pod-selector-default-all> moconfig commit

MP-BGP ルート リフレクタ設定の確認
手順
ステップ 1

次の操作を実行して、設定を確認します。
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a) セキュア シェル（SSH）を使用して、必要に応じて各リーフ スイッチへの管理者としてログ
インします。
b) show processes | grep bgp コマンドを入力して、状態が S であることを確認します。
状態が NR（実行していない）である場合は、設定が正常に行われませんでした。
ステップ 2

次の操作を実行して、自律システム番号がスパイン スイッチで設定されていることを確認しま
す。
a) SSH を使用して、必要に応じて各スパイン スイッチへの管理者としてログインします。
b) シェル ウィンドウから次のコマンドを実行します。
例：

cd /mit/sys/bgp/inst
例：

grep asn summary
設定した自律システム番号が表示される必要があります。 自律システム番号の値が 0 と表示され
る場合は、設定が正常に行われませんでした。

GUI を使用した管理テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークの
作成
• ルータ ID と論理インターフェイス プロファイルの IP アドレスが異なっていて重複していな
いことを確認します。
• 次の GUI の手順は、管理テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成するためのも
のです。 テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成するには、テナントを選択
し、テナント用のプライベート ネットワークを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[TENANTS] > [mgmt] を選択します。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Networking] > [External Routed Networks] を展開します。

ステップ 3

[External Routed Networks] を右クリックし、[Create Routed Outside] をクリックします。

ステップ 4

[Create Routed Outside] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、名前（RtdOut）を入力します。
b) [OSPF] チェックボックスをオンにします。
c) [OSPF Area ID] フィールドに、エリア ID を入力します。
d) [Private Network] フィールドで、ドロップダウン リストから、プライベート ネットワーク（inb）
を選択します。
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（注）

この手順は、外部ルーテッドをインバンド プライベート ネットワークに関連付けま
す。

e) [Nodes and Interfaces Protocol Profiles] 領域の [+] アイコンをクリックします。
ステップ 5

[Create Node Profile] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、ノード プロファイルの名前を入力します （borderLeaf）。
b) [Nodes] フィールドで、[+] アイコンをクリックして [Select Node] ダイアログボックスを表示し
ます。
c) [Node ID] フィールドで、ドロップダウン リストから、最初のノードを選択します （leaf1）。
d) [Router ID] フィールドに、一意のルータ ID を入力します。 [OK] をクリックします。
e) [Nodes] フィールドで、[+] アイコンを展開して [Select Node] ダイアログボックスを表示しま
す。
（注）

2 つ目のノード ID を追加しま
す。

f) [Node ID] フィールドで、ドロップダウン リストから、次のノードを選択します （leaf2）。
g) [Router ID] フィールドに、一意のルータ ID を入力します。 [OK] をクリックします。
ステップ 6

[Create Node Profile] ダイアログボックスで、[OSPF Interface Profiles] 領域の [+] アイコンをクリッ
クします。

ステップ 7

[Create Interface Profile] ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name] フィールドに、プロファイルの名前（portProf）を入力します。
b) [Interfaces] 領域で、[Routed Interfaces] タブをクリックし、[+] アイコンをクリックします。
c) [Select Routed Interfaces] ダイアログボックスの [Path] フィールドで、ドロップダウン リストか
ら、最初のポート（leaf1、ポート 1/40）を選択します。
d) [IP Address] フィールドに、IP アドレスを入力します。
e) [Mask] フィールドが自動入力されない場合はマスクを入力します。 [OK] をクリックします。
f) [Interfaces] 領域で、[Routed Interfaces] タブをクリックし、[+] アイコンをクリックします。
g) [Select Routed Interfaces] ダイアログボックスの [Path] フィールドで、ドロップダウン リストか
ら、2 つ目のポート（leaf2、ポート 1/40）を選択します。
h) [IP Address] フィールドに、IP アドレスを入力します。
（注）
この IP アドレスは、前に leaf1 に入力した IP アドレスと異なっている必要がありま
す。
i) [Mask] フィールドが自動入力されない場合はマスクを入力します。 [OK] をクリックします。
j) [Create Interface Profile] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
インターフェイスが OSPF インターフェイスとともに設定されます。

ステップ 8

[Create Node Profile] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ステップ 9

[Create Routed Outside] ダイアログボックスで、[Next] をクリックします。
[Step 2 External EPG Networks] 領域が表示されます。

ステップ 10

[External EPG Networks] 領域で、[+] アイコンをクリックします。

ステップ 11

[Create External Network] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、外部ネットワークの名前（extMgmt）を入力します。 [OK] をクリック
します。
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b) [Create Routed Outside] ダイアログボックスで、[Finish] をクリックします。
（注）
[Work] ペインで、[External Routed Networks] 領域に、外部ルーテッド ネットワーク
のアイコン（RtdOut）が表示されるようになりました。

REST API を使用した管理テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワー
クの作成
ルータ ID と論理インターフェイス プロファイルの IP アドレスが異なっていて重複していないこ
とを確認します。

手順
管理テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成します。
例：
POST: https://192.0.20.123/api/mo/uni/tn-mgmt.xml
<fvTenant name="mgmt">
<fvBD name="bd1">
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="RtdOut" />
<fvSubnet ip="1.1.1.1/16" />
<fvSubnet ip="1.2.1.1/16" />
<fvSubnet ip="40.1.1.1/24" scope="public" />
<fvRsCtx tnFvCtxName="inb" />
</fvBD>
<fvCtx name="inb" />
<l3extOut name="RtdOut">
<l3extInstP name="extMgmt">
</l3extInstP>
<l3extLNodeP name="borderLeaf">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="10.10.10.10"/>
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-102" rtrId="10.10.10.11"/>
<l3extLIfP name='portProfile'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
ifInstT='l3-port' addr="192.168.62.1/24"/>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/40]"
ifInstT='l3-port' addr="192.168.62.5/24"/>
<ospfIfP/>
</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="inb"/>
<ospfExtP areaId="57" />
</l3extOut>
</fvTenant>

CLI を使用した管理テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークの作
成
ルータ ID と論理インターフェイス プロファイルの IP アドレスが異なっていて重複していないこ
とを確認します。
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手順
管理テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/tenants/mgmt/
admin@apic1:mgmt> cd networking/bridge-domains/
admin@apic1:bridge-domains> mocreate bd1
admin@apic1:bridge-domains> cd bd1
admin@apic1:bd1> moset l3-out RtdOut
admin@apic1:bd1> cd subnets/
admin@apic1:subnets> mocreate 1.1.1.1/16
admin@apic1:subnets> mocreate 1.2.1.1/16
admin@apic1:subnets> mocreate 40.1.1.1/24 scopes public-subnet
admin@apic1:subnets> cd ../
admin@apic1:bd1> moset network inb
admin@apic1:bd1> moconfig commit
admin@apic1:~> cd /aci/tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/
admin@apic1:external-routed-networks> mocreate l3-outside RtdOut
admin@apic1:external-routed-networks> cd l3-outside-RtdOut/
admin@apic1:l3-outside-RtdOut> cd networks/
admin@apic1:networks> mocreate extMgmt
admin@apic1:networks> cd ../logical-node-profiles/
admin@apic1:logical-node-profiles> mocreate borderLeaf
admin@apic1:logical-node-profiles> cd borderLeaf/nodes/
dmin@apic1:nodes> mocreate fabric/inventory/pod-1/node-101 router-id 10.10.10.10
admin@apic1:nodes> mocreate fabric/inventory/pod-1/node-102 router-id 10.10.10.11
admin@apic1:nodes> cd ../logical-interface-profiles/
admin@apic1:logical-interface-profiles> mocreate portProfile
admin@apic1:logical-interface-profiles> cd portProfile/
admin@apic1:portProfile> mocreate ospf-interface-profile
admin@apic1:portProfile> cd routed-interfaces/
admin@apic1:routed-interfaces> mocreate topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40] ifinstt
routed-interface ip-address 192.168.62.1/24
admin@apic1:routed-interfaces> mocreate topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/40] ifinstt
routed-interface ip-address 192.168.62.5/24
admin@apic1:routed-interfaces> cd /aci/tenants/mgmt/networking/external-routed-networks/
admin@apic1:l3-outside-RtdOut> moset private-network inb
admin@apic1:l3-outside-RtdOut> moset area-id 57
admin@apic1:l3-outside-RtdOut> moconfig commit

アプリケーション ポリシーの展開
Three-Tier アプリケーションの展開
フィルタは、フィルタを含む契約により許可または拒否されるデータ プロトコルを指定します。
契約には、複数のサブジェクトを含めることができます。 サブジェクトは、単方向または双方向
のフィルタを実現するために使用できます。 単方向フィルタは、コンシューマからプロバイダー
（IN）のフィルタまたはプロバイダーからコンシューマ（OUT）のフィルタのどちらか一方向に
使用されるフィルタです。双方向フィルタは、両方の方向で使用される同一フィルタです。これ
は、再帰的ではありません。
契約は、エンドポイント グループ間（EPG 間）の通信をイネーブルにするポリシーです。 これら
のポリシーは、アプリケーション層間の通信を指定するルールです。 契約が EPG に付属していな
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い場合、EPG 間の通信はデフォルトでディセーブルになります。 EPG 内の通信は常に許可されて
いるので、EPG 内の通信には契約は必要ありません。
アプリケーション プロファイルでは、APIC がその後ネットワークおよびデータセンターのイン
フラストラクチャで自動的にレンダリングするアプリケーション要件をモデル化することができ
ます。アプリケーションプロファイルでは、管理者がインフラストラクチャの構成要素ではなく
アプリケーションの観点から、リソース プールにアプローチすることができます。 アプリケー
ション プロファイルは、互いに論理的に関連する EPG を保持するコンテナです。 EPG は同じア
プリケーション プロファイル内の他の EPG および他のアプリケーション プロファイル内の EPG
と通信できます。
アプリケーションポリシーを展開するには、必要なアプリケーションプロファイル、フィルタ、
および契約を作成する必要があります。 通常、APIC ファブリックは、テナント ネットワーク内
の Three-Tier アプリケーションをホストします。 この例では、アプリケーションは 3 台のサーバ
（Web サーバ、アプリケーション サーバ、およびデータベース サーバ）を使用して実行されま
す。 Three-Tier アプリケーションの例については、次の図を参照してください。
Web サーバには HTTP フィルタがあり、アプリケーション サーバには Remote Method Invocation
（RMI）フィルタがあり、データベース サーバには Structured Query Language（SQL）フィルタが
あります。 アプリケーション サーバは、SQL 契約を消費してデータベース サーバと通信します。
Web サーバは、RMI 契約を消費して、アプリケーション サーバと通信します。 トラフィックは
Web サーバから入り、アプリケーション サーバと通信します。 アプリケーション サーバはその
後、データベース サーバと通信し、トラフィックは外部に通信することもできます。
図 7：Three-Tier アプリケーションの図

http 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での http 用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。
パラメータ名

http のフィルタ

名前

http
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パラメータ名

http のフィルタ

エントリの数

2

エントリ名

Dport-80
Dport-443

Ethertype

IP

プロトコル

tcp
tcp

宛先ポート

http
https

rmi および sql 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での rmi および sql 用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。
パラメータ名

rmi のフィルタ

sql のフィルタ

名前

rmi

sql

エントリの数

1

1

エントリ名

Dport-1099

Dport-1521

Ethertype

IP

IP

プロトコル

tcp

tcp

宛先ポート

1099

1521

アプリケーション プロファイル データベースの例
この例のアプリケーション プロファイル データベースは次のとおりです。
EPG

提供される契約

消費される契約

web

web

rmi

app

rmi

sql
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EPG

提供される契約

消費される契約

db

sql

--

GUI を使用したアプリケーション ポリシーの展開
GUI を使用したフィルタの作成
3 つの個別のフィルタを作成します。 この例では、HTTP、RMI、SQL です。 このタスクでは、
HTTP フィルタを作成する方法を示します。 このタスクは、他のフィルタを作成するタスクと同
じです。

はじめる前に
テナント、ネットワーク、およびブリッジ ドメインが作成されていることを確認します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[TENANTS] を選択します。 [Navigation] ペインで、[tenant] > [Security Policies]
を展開し、[Filters] を右クリックして、[Create Filter] をクリックします。
（注）
[Navigation] ペインで、フィルタを追加するテナントを展開しま
す。

ステップ 2

[Create Filter] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、フィルタ名（http）を入力します。
b) [Entries] を展開し、[Name] フィールドに、名前（Dport-80）を入力します。
c) [EtherType] ドロップダウン リストから、EtherType（IP）を選択します。
d) [IP Protocol] ドロップダウン リストから、プロトコル（tcp）を選択します。
e) [Destination Port/Range] ドロップダウン リストから、[From] フィールドと [To] フィールドで、
[http] を選択します。 （http）
f) [Update] をクリックし、[Submit] をクリックします。
新しく追加されたフィルタが、[Navigation] ペインと [Work] ペインに表示されます。

ステップ 3

[Name] フィールドの [Entries] を展開します。 同じプロセスを実行して、別のエントリを宛先ポー
トとして HTTPS で追加し、[Update] をクリックします。
この新しいフィルタ ルールが追加されます。

ステップ 4

さらに 2 つのフィルタ（rmi および sql）を作成し、rmi および sql 用のフィルタを作成するパラ
メータ, （77 ページ）に示すパラメータを使用するには、上記手順の同じプロセスを実行しま
す。
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GUI を使用した契約の作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[TENANTS] と実行するテナント名を選択します。 [Navigation] ペインで、[tenant]
> [Security Policies] を展開します。

ステップ 2

[Contracts] > [Create Contract] を右クリックします。

ステップ 3

[Create Contract] ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name] フィールドに、契約名（web）を入力します。
b) [Subjects] の横の [+] 記号をクリックし、新しいサブジェクトを追加します。
c) [Create Contract Subject] ダイアログボックスで、[Name] フィールドにサブジェクト名を入力し
ます。 （web）
d) （注）
この手順では、契約のサブジェクトで前に作成されたフィルタを関連付けま
す。
[Filter Chain] 領域で、[Filters] の横の [+] 記号をクリックします。
e) ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューから、フィルタ名（http）を選択し、[Update]
をクリックします。

ステップ 4

[Create Contract Subject] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ステップ 5

この手順と同じステップに従って、rmi と sql 用の契約をさらに 2 つ作成します。 rmi 契約の場合
は rmi サブジェクトを選択し、sql の場合は sql サブジェクトを選択します。

GUI を使用したアプリケーション プロファイルの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[TENANTS] を選択します。 [Navigation] ペインで、テナントを展開し、
[Application Profiles] を右クリックし、[Create Application Profile] をクリックします。

ステップ 2

[Create Application Profile] ダイアログボックスで、[Name] フィールドに、アプリケーション プロ
ファイル名（OnlineStore）を追加します。

GUI を使用した EPG の作成
EPG が使用するポートは、VM 管理（VMM）ドメインまたは EPG に関連付けられた物理ドメイ
ンのいずれか 1 つに属している必要があります。
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手順
ステップ 1

[EPGs] を展開します。 [Create Application EPG] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、EPG の名前（db）を追加します。
b) [Bridge Domain] フィールドで、ドロップダウン リストからブリッジ ドメイン（bd1）を選択し
ます。
c) ドロップダウン リストから [Associated Domain Profiles] を展開し、ドメイン プロファイル名
（productionDC）を選択します。
この操作により、選択された VMM ドメインの vCenter に EPG が配置されます。
d) [Update] をクリックし、[OK] をクリックします。

ステップ 2

[Create Application Profile] ダイアログボックスで、EPG をさらに 2 つ作成します。 3 つの EPG は、
同じブリッジ ドメインおよびデータセンター内の db、app、および web である必要があります。

GUI を使用した契約の消費と提供
EPG 間のポリシー関係を作成するために、前に作成した契約を関連付けることができます。

手順
ステップ 1

（注）

ステップ 2

[Name] フィールドで、ドロップダウン リストから、sql 契約を選択します。 [OK] をクリックしま
す。
この手順により、db EPG は sql 契約を提供でき、app EPG は sql 契約を消費することができます。

ステップ 3

APIC GUI 画面 をクリックして、app ePG から web EPG にドラッグします。
[Add Consumed Contract] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Name] フィールドで、ドロップダウン リストから、rmi 契約を選択します。 [OK] をクリックし
ます。
この手順により、app EPG は rmi 契約を提供でき、web EPG は rmi 契約を消費することができま
す。

ステップ 5

web EPG のアイコンをクリックし、[Provided Contracts] 領域の [+] 記号をクリックします。
[Add Provided Contract] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[Name] フィールドで、ドロップダウン リストから、web 契約を選択します。 [OK] をクリックし
ます。 [Submit] をクリックします。
OnlineStore と呼ばれる 3 層アプリケーション プロファイルが作成されました。

ステップ 7

確認するには、[Navigation] ペインで、[Application Profiles] 下の [OnlineStore] に移動してクリック
します。

db、app、および web EPG は、アイコンで表示されま
す。
APIC GUI ウィンドウをクリックして db EPG から app EPG にドラッグします。
[Add Consumed Contract] ダイアログボックスが表示されます。
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[Work] ペインで、3 つの EPG app、db および web が表示されていることを確認できます。
ステップ 8

[Work] ペインで、[Operational] > [Contracts] を選択します。
消費/提供される順番で表示された EPG と契約を確認できます。

REST API を使用したアプリケーション ポリシーの展開
EPG が使用するポートは、VM 管理（VMM）ドメインまたは EPG に関連付けられた物理ドメイ
ンのいずれか 1 つに属している必要があります。

手順
ステップ 1

XML API を使用してアプリケーションを展開するには、次の HTTP POST メッセージを送信しま
す。
例：
POST
https://192.0.20.123/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

ステップ 2

次の XML 構造を POST メッセージの本文に含めます。
例：
<fvTenant name="ExampleCorp">
<fvAp name="OnlineStore">
<fvAEPg name="web">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="db">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="sql"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="app">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="sql"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
<vzFilter name="http" >
<vzEntry dFromPort="80" name="DPort-80" prot="tcp" etherT="ip"/>
<vzEntry dFromPort="443" name="DPort-443" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>
<vzFilter name="rmi" >
<vzEntry dFromPort="1099" name="DPort-1099" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>
<vzFilter name="sql">
<vzEntry dFromPort="1521" name="DPort-1521" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>
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<vzBrCP name="web">
<vzSubj name="web">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>
<vzBrCP name="rmi">
<vzSubj name="rmi">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="rmi"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>
<vzBrCP name="sql">
<vzSubj name="sql">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="sql"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>
</fvTenant>

XML 構造の最初の行は、ExampleCorp という名前のテナントを変更するかまたは必要に応じて作
成します。
<fvTenant name="ExampleCorp">

次の行は、OnlineStore という名前のアプリケーション ネットワーク プロファイルを作成します。
<fvAp name="OnlineStore">

アプリケーション ネットワーク プロファイル内の要素は、3 つのエンドポイント グループを作成
します（3 台のサーバそれぞれに 1 つずつ）。 次の行は、web という名前のエンドポイント グルー
プを作成し、bd1 という名前の既存のブリッジ ドメインに関連付けます。 このエンドポイント グ
ループは、rmi という名前のバイナリ契約で許可されたトラフィックのコンシューマまたは宛先で
あり、web という名前のバイナリ契約で許可されたトラフィックのプロバイダーまたは送信元で
す。 エンドポイント グループは、datacenter という名前の VMM ドメインに関連付けられます。
<fvAEPg name="web">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>
</fvAEPg>

残りの 2 つのエンドポイント グループは、アプリケーション サーバとデータベース サーバに対
し、同様の方法で作成されます。
次の行は、TCP トラフィックのタイプ HTTP（ポート 80）および HTTPS（ポート 443）を指定す
る http という名前のトラフィック フィルタを定義します。
<vzFilter name="http" >
<vzEntry dFromPort="80" name="DPort-80" prot="tcp" etherT="ip"/>
<vzEntry dFromPort="443" name="DPort-443" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>

残りの 2 つのフィルタは、アプリケーションのデータおよびデータベース（sql）のデータに対し、
同様の方法で作成されます。
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次の行は、http という名前のフィルタを組み込む web という名前のバイナリ契約を作成します。
<vzBrCP name="web">
<vzSubj name="web">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>

残りの 2 つの契約は、rmi および sql のデータ プロトコルに対し、同様の方法で作成されます。
最後の行は、構造を閉じます。
</fvTenant>

CLI を使用したアプリケーション ポリシーの展開
EPG が使用するポートは、VM 管理（VMM）ドメインまたは EPG に関連付けられた物理ドメイ
ンのいずれか 1 つに属している必要があります。

手順
ステップ 1

CLI で、ディレクトリを /aci に変更します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci

ステップ 2

テナントのアプリケーション ネットワーク プロファイルを作成します。
次の例のアプリケーション ネットワーク プロファイルは OnlineStore です。
例：
admin@apic1:aci> cd /aci/tenants/ExampleCorp/application-profiles/
admin@apic1:application-profiles> mocreate OnlineStore
admin@apic1:application-profiles> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore'
All mos committed successfully.
admin@apic1:application-profiles>

ステップ 3

テナントのこのアプリケーション ネットワーク プロファイルに関するアプリケーション web、
db、および app EPG を作成します。
例：
admin@apic1:application-profiles> cd OnlineStore/
admin@apic1:OnlineStore> mocreate application-epg web
admin@apic1:OnlineStore> mocreate application-epg db
admin@apic1:OnlineStore> mocreate application-epg app
admin@apic1:OnlineStore> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-app'
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-db'
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-web'
All mos committed successfully.
admin@apic1:OnlineStore>

ステップ 4

これらの EPG 間の異なるトラフィック タイプ用のフィルタを作成します。
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例：
admin@apic1:OnlineStore> cd /aci/tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/

ステップ 5

http および https トラフィック用のフィルタを作成します。
例：
admin@apic1:filters> mocreate http
admin@apic1:filters> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/http'
All mos committed successfully.
admin@apic1:filters>
admin@apic1:filters> cd http/entries/
admin@apic1:entries> mocreate DPort-80 ethertype ip
admin@apic1:entries> cd DPort-80
admin@apic1:DPort-80> moset ip-protocol tcp
admin@apic1:DPort-80> moset destination-port-dfromport 80
admin@apic1:DPort-80> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/http/entries/DPort-80'
All mos committed successfully.
admin@apic1:DPort-80> cd ../
admin@apic1:entries> mocreate DPort-443 ethertype ip
admin@apic1:entries> cd DPort-443
admin@apic1:DPort-443> moset ip-protocol tcp
admin@apic1:DPort-443> moset destination-port-dfromport 443
admin@apic1:DPort-443> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/http/entries/DPort-443'
All mos committed successfully.
admin@apic1:DPort-443>

ステップ 6

Remote Method Invocation（RMI）トラフィック用のフィルタを作成します。
例：
admin@apic1:~> cd /aci/tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/
admin@apic1:filters> mocreate rmi
admin@apic1:filters> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/rmi'
All mos committed successfully.
admin@apic1:filters> cd rmi/entries/
admin@apic1:entries> mocreate DPort-1099 ethertype ip
admin@apic1:entries> cd DPort-1099
admin@apic1:DPort-1099> moset ip-protocol tcp
admin@apic1:DPort-1099> moset destination-port-dfromport 1099
admin@apic1:DPort-1099> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/rmi/entries/DPort-1099'
All mos committed successfully.
admin@apic1:DPort-1099>

ステップ 7

SQL/database トラフィック用のフィルタを作成します。
例：
admin@apic1:DPort-1099> cd /aci/tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/
admin@apic1:filters> mocreate sql
admin@apic1:filters> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/sql'
All mos committed successfully.
admin@apic1:filters> cd sql/entries/
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admin@apic1:entries> mocreate DPort-1521 ethertype ip
admin@apic1:entries> cd DPort-1521
admin@apic1:DPort-1521> moset ip-protocol tcp
admin@apic1:DPort-1521> moset destination-port-dfromport 1521
admin@apic1:DPort-1521> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/filters/sql/entries/DPort-1521'
All mos committed successfully.
admin@apic1:DPort-1521>

ステップ 8

契約を作成し、EPG 間の RMI トラフィック用のフィルタを割り当てます。
例：
admin@apic1:DPort-1521>
admin@apic1:DPort-1521> cd /aci/tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/
admin@apic1:contracts> mocreate rmi
admin@apic1:contracts> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/rmi'
All mos committed successfully.
admin@apic1:contracts> cd rmi/subjects/
admin@apic1:subjects> mocreate rmi
admin@apic1:subjects> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/rmi/subjects/rmi'
All mos committed successfully.
admin@apic1:subjects> cd rmi/filters/
admin@apic1:filters> mocreate rmi
admin@apic1:filters> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/rmi/subjects/rmi/filters/rmi'
All mos committed successfully.
admin@apic1:filters>

ステップ 9

契約を作成し、EPG 間の Web トラフィック用のフィルタを割り当てます。
例：
admin@apic1:filters> cd /aci/tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/
admin@apic1:contracts> mocreate web
admin@apic1:contracts> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/web'
All mos committed successfully.
admin@apic1:contracts> cd web/subjects/
admin@apic1:subjects> mocreate web
admin@apic1:subjects> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/web/subjects/web'
All mos committed successfully.
admin@apic1:subjects> cd web/filters/
admin@apic1:filters> mocreate http
admin@apic1:filters> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/web/subjects/web/filters/http'
All mos committed successfully.
admin@apic1:filters>

ステップ 10

契約を作成し、EPG 間の SQL トラフィック用のフィルタを割り当てます。
例：
admin@apic1:filters> cd /aci/tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/
admin@apic1:contracts> mocreate sql
admin@apic1:contracts> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/sql'

Cisco ACI シミュレータ クイック スタート ガイド
85

使用する前に
CLI を使用したアプリケーション ポリシーの展開

All mos committed successfully.
admin@apic1:contracts> cd sql/subjects/
admin@apic1:subjects> mocreate sql
admin@apic1:subjects> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/sql/subjects/sql'
All mos committed successfully.
admin@apic1:subjects> cd sql/filters/
admin@apic1:filters> mocreate sql
admin@apic1:filters> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/security-policies/contracts/sql/subjects/sql/filters/sql'
All mos committed successfully.
admin@apic1:filters>

ステップ 11

web EPG にブリッジ ドメイン、契約、および VMM ドメインを接続します。
例：
admin@apic1:filters> cd
/aci/tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-web/
admin@apic1:application-epg-web> moset bridge-domain bd1
admin@apic1:application-epg-web> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-web'
All mos committed successfully.
admin@apic1:application-epg-web> cd contracts/consumed-contracts/
admin@apic1:consumed-contracts> mocreate rmi
admin@apic1:consumed-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-web/contracts/consumed-contracts/rmi'
All mos committed successfully.
admin@apic1:consumed-contracts> cd ../provided-contracts/
admin@apic1:provided-contracts> mocreate web
admin@apic1:provided-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-web/contracts/provided-contracts/web'
All mos committed successfully.
admin@apic1:provided-contracts> cd ../../domains-vms-and-bare-metals/
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> mocreate
vm-networking/policies/VMware/vmm-domains/productionDC
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-web/
domains-vms-and-bare-metals/[vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals>

ステップ 12

db EPG にブリッジ ドメイン、契約、および VMM ドメインを接続します。
例：
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> cd /aci/tenants/
ExampleCorp/application-profiles/application-profile-OnlineStore/application-epg-db/
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> moset bridge-domain bd1
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> moconfig commit
Committed mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/application-profile-OnlineStore/application-epg-sql'
All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals>
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> cd /aci/tenants/ExampleCorp/application-profiles/
OnlineStore/application-epg-db/
admin@apic1:application-epg-db> moset bridge-domain bd1
admin@apic1:application-epg-db> moconfig commit
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Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-db'
All mos committed successfully.
admin@apic1:application-epg-db> cd contracts/provided-contracts/
admin@apic1:provided-contracts> mocreate sql
admin@apic1:provided-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-db/contracts/provided-contracts/sql'
All mos committed successfully.
admin@apic1:provided-contracts> cd ../../domains-vms-and-bare-metals/
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> mocreate
vm-networking/policies/VMware/vmm-domains/productionDC
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> moconfig commit
Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-db/
domains-vms-and-bare-metals/[vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals>

ステップ 13

app EPG にブリッジ ドメイン、契約、および VMM ドメインを接続します。
例：
cd /aci/tenants/
ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-app/
admin@apic1:application-epg-app> moset bridge-domain bd1
admin@apic1:application-epg-app> moconfig commit
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals>

Committing mo 'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-app'
All mos committed successfully.

ステップ 14

app EPG app にプロバイダーの契約を関連付けます。
例：
admin@apic1:application-epg-app> cd contracts/provided-contracts/
admin@apic1:provided-contracts> mocreate rmi
admin@apic1:provided-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-app/contracts/provided-contracts/rmi'
All mos committed successfully.
admin@apic1:provided-contracts> cd ../consumed-contracts/
admin@apic1:consumed-contracts> mocreate sql
admin@apic1:consumed-contracts> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-app/contracts/consumed-contracts/sql'
All mos committed successfully.
admin@apic1:consumed-contracts> cd ../../domains-vms-and-bare-metals/
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> mocreate
vm-networking/policies/VMware/vmm-domains/productionDC
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-app/domains-vms-and-bare-metals/
[vm-networking/policies/vmware/vmm-domains/productionDC]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals>

ステップ 15

EPG app、db、および web にポートと VLAN を関連付けます。
例：
admin@apic1:domains-vms-and-bare-metals> cd /aci/tenants/ExampleCorp/
application-profiles/OnlineStore/application-epg-app/static-bindings-paths/
admin@apic1:static-bindings-paths> mocreate topology/pod-1/paths-17/
pathep-[eth1/2] encap vlan-100 deployment-immediacy immediate
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admin@apic1:static-bindings-paths> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-app/static-bindings-paths/
[topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/2]]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:static-bindings-paths>
admin@apic1:static-bindings-paths> cd
/aci/tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-db/
static-bindings-paths/
admin@apic1:static-bindings-paths> mocreate topology/pod-1/paths-17/
pathep-[eth1/3] encap vlan-101 deployment-immediacy immediate
admin@apic1:static-bindings-paths> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-db/static-bindings-paths/
[topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/3]]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:static-bindings-paths>
admin@apic1:static-bindings-paths> cd
/aci/tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/
application-epg-web/static-bindings-paths/
admin@apic1:static-bindings-paths> mocreate topology/pod-1/paths-17/
pathep-[eth1/4] encap vlan-102 deployment-immediacy immediate
admin@apic1:static-bindings-paths> moconfig commit
Committing mo
'tenants/ExampleCorp/application-profiles/OnlineStore/application-epg-web/static-bindings-paths/
[topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/4]]'
All mos committed successfully.
admin@apic1:static-bindings-paths>
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ACI シミューレータ ソフトウェアのインス
トール
この章の内容は、次のとおりです。
• ACI シミューレータ ソフトウェアのインストール, 89 ページ
• PXE サーバを使用したシミュレータのインストール, 89 ページ
• 仮想メディアを使用したシミュレータのインストール, 91 ページ

ACI シミューレータ ソフトウェアのインストール
次のいずれかの方法を使用して、ACI シミューレータ ソフトウェアをインストールすることがで
きます。
• PXE サーバの使用
• 仮想メディアの使用

PXE サーバを使用したシミュレータのインストール
Preboot Execution Environment（PXE）サーバを使用して ACI シミュレータ ソフトウェアをインス
トールするには、以下の手順に従います。

（注）

コンフィギュレーション ファイルのパスは、ご使用の Linux ディストリビューションに応じた
PXE サーバや、PXE サーバがどのようにインストールされているかによって異なる場合があ
ります。
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はじめる前に
• Linux ディストリビューションのオペレーティング システムでの PXE サーバのセットアップ
について理解しておく必要があります。

手順
ステップ 1

次のようにシミュレータ イメージを持つ PXE サーバを設定します。
a) [PXE] メニューにシミュレータ イメージのエントリを追加します。
/tftpboot/boot_msg を編集して、シミュレータ イメージのエントリを追加します。
例：
[root@pxeserver ~]# cat /tftpboot/boot_msg | grep Simulator
50. Simulator - 1.0.1.247e - secure

b) ISO シミュレータ イメージをマウントします。
例：
# mkdir –p /var/www/html/option50
sudo mount –o loop –t iso9660 /local/aci-mnsim-dk9.1.0.1.247e.iso /var/www/html/option50

c) マウントされた ISO シミュレータ イメージから vmlinuz および intird を tftpboot パスにコピー
します。
例：
# mkdir –p /tftpboot/ifcimages
# cp –f /var/www/html/option50/images/pxeboot/vmlinuz/tftpboot/ifcimages/
# cp –f /var/www/html/option50/images/pxeboot/initrd.img/tftpboot/ifcimages/

d) HTTP サーバによって提供されるキックスタート ファイルを作成します。
例：
# mkdir –p /var/www/html/kickstart
[root@tftpserver ~]# cat /var/www/html/kickstart/ks-50
# IFC Kickstart script for UCS C200
install
url --url=http://<tftpserver-httpserver-ip>/option50
lang en_US.UTF-8
keyboard us
network --onboot yes --device eth0 --bootproto dhcp --noipv6
network --onboot no --device eth1 --bootproto dhcp --noipv6
network --onboot no --device eth2 --bootproto dhcp --noipv6
network --onboot no --device eth3 --bootproto dhcp --noipv6

e) /tftpboot/pxelinux.cfg/default にエントリを追加して、それが ACI シミュレータ イメージのキッ
クスタート ファイルを参照するようにします。
例：
[root@pxeserver ~]# cat /tftpboot/pxelinux.cfg/default
label 50
kernel ifcimages/vmlinuz dd blacklist=isci blacklist=ahci nodmraid noprobe=ata1
noprobe=ata2 noprobe=ata3 noprobe=ata4
append initrd=ifcimages/initrd.img ks=http://<pxe-http-server-ip>/kickstart/ks-50
ksdevice=eth0

f) PXE および HTTP サーバを再起動します。
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例：
[root@pxeserver ~]# service xinetd restart
[root@pxeserver ~]# service httpd restart

ステップ 2

シミュレータ サーバをリブートし、F12 を入力してネットワークの起動を開始します。

ステップ 3

PXE サーバで設定されたオプションを選択して、シミュレータ イメージを起動します。 [Enter]
を選択します。
シミュレータのセットアップ画面が約 15 分で表示されます。

ステップ 4

各 Cisco APIC をセットアップするには、『Cisco ACI Simulator Installation Guide』の手順に従って
ください。
ALT+F1 を入力すると apic1 コンソールに接続し、ALT+F2 を入力すると apic2 コンソールに接続
し、ALT+F3 を入力すると apic3 コンソールに接続します。

仮想メディアを使用したシミュレータのインストール
手順
ステップ 1

次のタスクを実行して、Cisco UCS 仮想メディアの手順により仮想メディアをマウントします。
a) Web ブラウザを使用して Cisco Integrated Management Controller（CIMC）にアクセスする IP ア
ドレスを入力します。
Google Chrome ブラウザを使用できます。
b) ユーザ名とパスワードを入力します。
c) KVM コンソールを起動します。
d) 仮想メディアを使用して ACI シミュレータ ISO イメージをマウントします。

ステップ 2

シミュレータをリブートします。

ステップ 3

F6 を入力して、ブートの選択メニューを開始します。

ステップ 4

使用可能なブート オプションから [KVM virtual DVD] を選択します。
シミュレータのインストールが完了しセットアップ画面が表示されるまで待機します。 完了する
までに 20 ～ 60 分間かかることがあります。 速度が 1Gbps の専用の CIMC NIC がある場合は、
セットアップ画面がすぐに表示される場合があります。

ステップ 5

いずれかのキーを押して、シミュレータをリブートします。

ステップ 6

各 Cisco APIC をセットアップするには、『Cisco ACI Simulator Installation Guide』の手順に従って
ください。
ALT+F1 を入力すると apic1 コンソールに接続し、ALT+F2 を入力すると apic2 コンソールに接続
し、ALT+F3 を入力すると apic3 コンソールに接続します。
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