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はじめに

大量に流れるデータと、増大するネットワーク需要に対応するために、ネットワーク技術者は
データセンターだけでなく、広範なマルチクラウド環境にわたって、制御、接続、構築、お
よび管理を行う方法を習得する必要があります。シスコの Application Centric Infrastructure 
Anywhere (ACI) により、複雑さの管理、ビジネス上のメリットの最大化、あらゆる場所やク
ラウドへのワークロード展開に向けて、大きな一歩を踏み出すことができます。

本書では、Cisco ACI の運用上のトラブルシューティングについて説明し、エンドツーエン
ドの問題のトラブルシューティングにおけるベストプラクティスとワークフローに焦点を
当てます。ここで説明する内容は、Cisco Live、Cisco CX (旧称 TAC)、Cisco DCBG などの
複数のソースからの手順をまとめただけではありません。必要に応じて、読者の知識をさ
らに拡張するために、説明されている機能の詳細な説明も提供します。

このマニュアルの作成者は、ACI の運用とトラブルシューティングに関する総計 60 年の知
識をまとめており、最も効率的な方法で ACI インフラストラクチャの運用に使用できる最
新の情報と最も関連性の高い情報を保証しています。このマニュアルは、Cisco ACI バー
ジョン 4.2 に基づいて記述されており、最も使用されている製品および有用性の機能につい
て説明しています。ただし、ほとんどのコンテンツは、古いリリースに適用されます。
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ファブリックの初期設定

はじめに

この章では、ファブリックディスカバリプロセスの基本的な手順、プロセス中に実行でき
る一般的な検証、問題が発生したシナリオの例、およびそれらに対処する方法について説
明します。

ファブリック検出のワークフロー

ACI ファブリックディスカバリ プロセスは、イベントの特定のシーケンスに従います。基
本的な手順は以下のとおりです。

1 最初の APIC の KVM コンソールに接続し、ファブリック名、APIC クラスタサイズ、
トンネルエンドポイント (TEP) アドレスプールなどの値を入力して、セットアップス
クリプトを完了します。

2 完了すると、APIC1 はそのファブリックポート経由で LLDP の送信を開始します。LLDP  
パケットには特別な TLV が含まれています。これには、インフラ VLAN やその APIC  
としての役割 (コントローラとも呼ばれる) などの情報が含まれます。

3 APIC1 からこれらの LLDP パケットを受信すると、リーフは APIC が検出されたすべ
てのポートでインフラ VLAN をプログラミングします。

4 リーフは、現在認識されているインフラ VLAN での DHCP 検出の送信を開始します。

5 ユーザーは、HTTPS を介して APIC1 の OOB IP にログインし、[Fabric Membership] 
サブメニューで最初のリーフノードを登録します。

6 リーフにノード ID が指定されると、APIC1 は設定された TEP アドレスプールから IP  
アドレスで応答し、DHCP プロセスが完了します。

7 登録されたリーフは LLDP で検出した APIC1 宛に、直接接続されたスパインからの 
DHCP 検出を中継します。
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leaf101# show discoveryissues
Checking the platform type................LEAF!
Check01 - System state - in-service [ok]
Check02 - DHCP status [ok]
TEP IP: 10.0.72.67 Node Id: 101 Name: leaf101
Check03 - AV details check [ok]
Check04 - IP rechability to apic [ok]
Ping from switch to 10.0.0.1 passed
Check05 - infra VLAN received [ok]
infra vLAN:3967
Check06 - LLDP Adjacency [ok]
Found adjacency with SPINE
Found adjacency with APIC
Check07 - Switch version [ok]
version: n9000-14.2(1j) and apic version: 4.2(1j)
Check08 - FPGA/BIOS out of sync test [ok]
Check09 - SSL check [check]
SSL certificate details are valid
Check10 - Downloading policies [ok]
Check11 - Checking time [ok]
2019-09-11 07:15:53
Check12 - Checking modules, power and fans [ok]

8 動的に検出されたスパインが [Fabric Membership] サブメニューに表示され、登録で
きることがユーザーに表示されます。

9 スパインが登録されると、APIC1 は TEP プールからの IP アドレスで応答し、それら
のノードに対して DHCP が完了します。

10 スパインは pod1 の他のすべてのノードからの DHCP 検出を中継します。(これは、
スパインとリーフ スイッチ間にフルメッシュがあることを前提としています。これ
は、推奨されるものであり、一般的なアーキテクチャです)。

11 他の APIC に接続されているリーフノードが登録されると、APIC 間で TCP 通信が行
われ APIC Cluster が確立できます。APIC2 と APIC3 のセットアップ ダイアログが完
了していることを確認してください。

12 すべての APIC がクラスタを形成し、fully fit 状態になっていることを確認します。
この場合は、ファブリック ディスカバリが完了しています。

Version 4.2 以降では、一般的なディスカバリの問題の診断を支援するために、ファブリッ
ク ノードで新しい CLI コマンドを使用できます。次の項では、実行されたチェックについ
て説明し、障害のトラブルシューティングに役立つ追加の検証コマンドを提供します。
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Check01 - System state - out-of-service [FAIL]

Check01 - System state - downloading-boot-script [FAIL]

leaf101# moquery -c topSystem
Total Objects shown: 1

# top.System
address                  : 10.0.72.67
bootstrapState           : done
...
serial                   : FDO20160TPS
serverType               : unspecified
siteId                   : 1
state                    : in-service
status                   :
systemUpTime             : 00:18:17:41.000
tepPool                  : 10.0.0.0/16
unicastXrEpLearnDisable  : no
version                  : n9000-14.2(1j)
virtualMode              : no

Check02 - DHCP status [FAIL]
ERROR: node Id not configured
ERROR: Ip not assigned by dhcp server
ERROR: Address assigner's IP not populated
TEP IP: unknown Node Id: unknown Name: unknown

Check01: システムの状態
リーフがノード ID を割り当てられ、ファブリックに登録されると、ブートストラップのダ
ウンロードが開始され、in-service の状態に移行します。

リーフの現在の状態を検証するには、ユーザーは次を実行します。moquery -c topSystem

Check02: DHCP ステータス

リーフは、APIC1 から DHCP を介して TEP アドレスを受信し、他の Apic への IP 接
続を確立する必要があります。リーフの物理 TEP (PTEP) は loopback0 に割り当てら
れます。ユーザーは tcpdump ユーティリティを使用してリーフが DHCP Discover 
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(none)# tcpdump -ni kpm_inb port 67 or 68
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:40:11.041148 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from a0:36:9f:c7:a1:0c, length 300  ^C
1 packets captured
1 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

apic1# ps aux | grep dhcp
root     18929  1.3  0.2 818552 288504 ?       Ssl  Sep26  87:19 /mgmt//bin/dhcpd.bin -f -4 -cf
/data//dhcp/dhcpd.conf -lf /data//dhcp/dhcpd.lease -pf /var/run//dhcpd.pid --no-pid bond0.3967
admin   22770  0.0  0.0   9108   868 pts/0    S+   19:42   0:00 grep dhcp

Check03 - AV details check [ok]

(none)# acidiag avread
Cluster of 0 lm(t):0(zeroTime) appliances (out of targeted 0 lm(t):0(zeroTime)) with FABRIC_DOMAIN  
name=Undefined Fabric Domain Name set to version= lm(t):0(zeroTime); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(zeroTime);
drrMode=OFF lm(t):0(zeroTime)
---------------------------------------------
clusterTime=<diff=0 common=2019-10-01T18:51:50.315+00:00 local=2019-10-01T18:51:50.315+00:00 pF=<displForm=1
offsSt=0 offsVlu=0 lm(t):0(zeroTime)>>
---------------------------------------------

を送信していることを検証できます。tpcdump ユーティリティでは、すべての CPU イン
バンド コントロール プレーン ネットワーク トラフィックを表示できる kpm_inb インター
フェイスを使用します。

また、ユーザーは、APIC 上で実行されている dhcpd が bond0 のサブインターフェイス
でリッスンしていることを確認することもできます。bond0 インターフェイスは、ファブ
リックに向いている APIC ポートを表します。bond0.<infra vlan> の形式で表示されます。

Check03: AV の詳細

リーフは、登録された APIC の IP が TEP プールの有効な範囲内にあるかどうかを検証しま
す。APIC 情報がまだ記録されていない場合は、このチェックに合格しています。ユーザー
は、リーフノードの観点から、「acidiag avread」コマンドを使用して現在の APIC 情報を
確認できます。次の例では、リーフ/スパインのプロンプトに (none)# が表示されている場
合、リーフ/スパインがまだファブリックのメンバーではないことを示しています。
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leaf101# acidiag avread
Cluster of 3 lm(t):0(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):0(2019-10- 
01T14:52:55.217-04:00)) with FABRIC_DOMAIN name=ACIFabric1 set to version=apic-4.2(1j) lm(t):0(2019-10- 
01T14:52:55.217-04:00); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(1969-12-31T20:00:00.003-04:00); drrMode=OFF
lm(t):0(1969-12-31T20:00:00.003-04:00); kafkaMode=OFF lm(t):0(1969-12-31T20:00:00.003-04:00)
       appliance id=1  address=10.0.0.1 lm(t):2(2019-09-27T17:32:08.669-04:00) tep address=10.0.0.0/16  
lm(t):1(2019-07-09T19:41:24.672-04:00) routable address=192.167.0.225 lm(t):2(2019-09-30T18:37:48.916-04:00) oob
address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) version=4.2(1j) lm(t):1(2019-09-30T18:37:49.011-04:00) chassisId=c67d1076-a2a2-
11e9-874e-a390922be712 lm(t):1(2019-09-30T18:37:49.011-04:00) capabilities=0X3EEFFFFFFFFF--0X2020--0X1
lm(t):1(2019-09-26T09:32:20.747-04:00) rK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) aK=(stable,absent,0)
lm(t):0(zeroTime) oobrK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobaK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) cntrlSbst= 
(APPROVED, FCH1929V153) lm(t):1(2019-10-01T12:46:44.711-04:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0
lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):1(2019-09-26T09:26:49.422-04:00) commissioned=YES lm(t):101(2019-09-
30T18:45:10.320-04:00) registered=YES lm(t):3(2019-09-05T11:42:41.371-04:00) standby=NO lm(t):0(zeroTime) DRR=NO
lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) apicX=NO lm(t):0(zeroTime) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) active=YES
       appliance id=2  address=10.0.0.2 lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) tep address=10.0.0.0/16
lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) routable address=192.167.0.226 lm(t):2(2019-09-05T11:45:36.861-04:00) oob  
address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) version=4.2(1j) lm(t):2(2019-09-30T18:37:48.913-04:00) chassisId=611febfe-89c1-
11e8-96b1-c7a7472413f2 lm(t):2(2019-09-30T18:37:48.913-04:00) capabilities=0X3EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7
lm(t):2(2019-09-26T09:53:07.047-04:00) rK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) aK=(stable,absent,0)
lm(t):0(zeroTime) oobrK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobaK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) cntrlSbst= 
(APPROVED, FCH2045V1X2) lm(t):2(2019-10-01T12:46:44.710-04:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0
lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) commissioned=YES lm(t):101(2019-09-
30T18:45:10.320-04:00) registered=YES lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) standby=NO lm(t):0(zeroTime) DRR=NO
lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) apicX=NO lm(t):0(zeroTime) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) active=YES
       appliance id=3  address=10.0.0.3 lm(t):3(2019-09-26T10:12:34.114-04:00) tep address=10.0.0.0/16
lm(t):3(2019-09-05T11:42:27.199-04:00) routable address=192.167.1.163 lm(t):2(2019-10-01T13:19:08.626-04:00) oob
address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) version=4.2(1j) lm(t):3(2019-09-30T18:37:48.904-04:00) chassisId=99bade8c-cff3-
11e9-bba7-5b906a49dc39 lm(t):3(2019-09-30T18:37:48.904-04:00) capabilities=0X3EEFFFFFFFFF--0X2020--0X4
lm(t):3(2019-09-26T10:18:13.149-04:00) rK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) aK=(stable,absent,0)
lm(t):0(zeroTime) oobrK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobaK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) cntrlSbst= 
(APPROVED, FCH1824V2VR) lm(t):3(2019-10-01T12:48:03.726-04:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0
lm(t):0(zeroTime)) podId=2 lm(t):3(2019-09-26T10:12:34.114-04:00) commissioned=YES lm(t):101(2019-09-
30T18:45:10.320-04:00) registered=YES lm(t):2(2019-09-05T11:42:54.935-04:00) standby=NO lm(t):0(zeroTime) DRR=NO
lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) apicX=NO lm(t):0(zeroTime) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) active=YES
---------------------------------------------
clusterTime=<diff=15584 common=2019-10-01T14:53:01.648-04:00 local=2019-10-01T14:52:46.064-04:00 pF=<displForm=0
offsSt=0 offsVlu=-14400 lm(t):21(2019-09-26T10:40:35.412-04:00)>>
---------------------------------------------

leaf101# iping -V overlay-1 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) from 10.0.0.30: 56 data bytes  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.651 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.474 ms

Check04: APIC への IP 到達可能性
リーフが IP アドレスを受信すると、APIC との TCP セッションを確立し、設定のダウンロ
ードプロセスを開始します。ユーザーは、「iping」ユーティリティを使用して APIC への 
IP 接続を検証できます。
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64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.477 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.54 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.5 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---  5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss  
round-trip min/avg/max = 0.474/0.528/0.651 ms

Check05 - infra VLAN received [ok]

(none)# moquery -c lldpInst
Total Objects shown: 1

# lldp.Inst
adminSt        : enabled
childAction    :
ctrl           :
dn             : sys/lldp/inst
holdTime       : 120
infraVlan      : 3967
initDelayTime  : 2
lcOwn          : local
modTs          : 2019-09-12T07:25:33.194+00:00
monPolDn       : uni/fabric/monfab-default
name           :
operErr        :
optTlvSel      : mgmt-addr,port-desc,port-vlan,sys-cap,sys-desc,sys-name
rn             : inst  
status         :
sysDesc        : topology/pod-1/node-101
txFreq         : 30

bdsol-aci12-leaf1#

Check05: インフラ VLAN

インフラ VLAN チェックは、ノードが APIC が存在するポッドに接続されている場合にのみ
成功します。そうでない場合は、チェックが失敗すると予想されるため、ユーザーはメッ
セージを無視できます。

リーフは、他の ACI ノードから受信した LLDP パケットに基づいて、インフラ VLAN を決定
します。スイッチがファブリック検出中に最初に受信したものが受け入れられます。
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(none)# show vlan encap-id 3967

 VLAN Name                             Status    Ports
 ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 
 8    infra:default                    active    Eth1/1

 VLAN Type  Vlan-mode
 ---- ----- ---------- 
 8    enet  CE

(none)# moquery -c lldpIf -f 'lldp.If.wiringIssues!=""'
Total Objects shown: 1

# lldp.If  id           : eth1/1
adminRxSt    : enabled  
adminSt      : enabled
adminTxSt    : enabled
childAction  :
descr        :
dn           : sys/lldp/inst/if-[eth1/1]
lcOwn        : local
mac          : E0:0E:DA:A2:F2:83
modTs        : 2019-09-30T18:45:22.323+00:00
monPolDn     : uni/fabric/monfab-default  
name         :
operRxSt     : enabled
operTxSt     : enabled
portDesc     :
portMode     : normal
portVlan     : unspecified  
rn           : if-[eth1/1]  
status       :
sysDesc      :
wiringIssues : infra-vlan-mismatch

Check06 - LLDP Adjacency [FAIL]
Error: leaf not connected to any spine

APIC に接続されている switchport インターフェイスでインフラ VLAN がプログラミングさ
れていない場合は、リーフによって検出された配線の問題を確認します。

Check06: LLDP 隣接関係

他の ACI デバイスに接続しているポートを判別するために、リーフは他のファブリック ノ
ードから LLDP を受信する必要があります。LLDP を受信したことを確認するために、ユー
ザーは 'show lldp neighbors' を利用することができます。
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(none)# show lldp neighbors    
Capability codes:
 (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
 (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
apic1                 Eth1/1          120                    eth2-1
apic2                 Eth1/2          120                    eth2-1
switch                Eth1/51         120        BR          Eth2/32
switch                Eth1/54         120        BR          Eth1/25
Total entries displayed: 4

Check07 - Switch version [ok]
version: n9000-14.2(1j) and apic version: 4.2(1j)

(none)# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html
Copyright (c) 2002-2014, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are  
owned by other third parties and used and distributed under   
license. Certain components of this software are licensed under   
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each   
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and  http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software
 BIOS:      version 07.66
 kickstart: version 14.2(1j) [build 14.2(1j)]
     system:    version 14.2(1j) [build 14.2(1j)]
     PE:        version 4.2(1j)
 BIOS compile time:       06/11/2019
 kickstart image file is: /bootflash/aci-n9000-dk9.14.2.1j.bin
 kickstart compile time:  09/19/2019 07:57:41 [09/19/2019 07:57:41]
 system image file is:    /bootflash/auto-s
 system compile time:     09/19/2019 07:57:41 [09/19/2019 07:57:41]
...

Check07: スイッチ バージョン

APIC とリーフのバージョンが同じでない場合、ファブリック ディスカバリが失敗する可能
性があります。リーフで実行されているバージョンを検証するには、「show version」ま
たは「vsh -c 'show version'」を使用します。

http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
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apic1# show version
Role        Pod         Node        Name                      Version
----------  ----------  ----------  ------------------------  --------------------
controller  1           1           apic1                     4.2(1j)
controller  1           2           apic2                     4.2(1j)
controller  2           3           apic3                     4.2(1j)
leaf        1           101         leaf101                   n9000-14.2(1j)
leaf        1           102         leaf102                   n9000-14.2(1j)
leaf        1           103         leaf103                   n9000-14.2(1j)
spine       1           1001        spine1                    n9000-14.2(1j)
spine       1           1002        spine2                    n9000-14.2(1j)

(none)# moquery -c firmwareCardRunning
Total Objects shown: 2

# firmware.CardRunning
biosVer        : v07.66(06/11/2019)
childAction    :
descr          :
dn             : sys/ch/supslot-1/sup/running
expectedVer    : v07.65(09/04/2018)  interimVer     : 14.2(1j)
internalLabel  :
modTs          : never
mode           : normal
monPolDn       : uni/fabric/monfab-default
operSt         : ok
rn             : running
status         :
ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00
type           : switch
version        : 14.2(1j)

# firmware.CardRunning
biosVer        : v07.66(06/11/2019)
childAction    :
descr          :
dn             : sys/ch/lcslot-1/lc/running
expectedVer    : v07.65(09/04/2018)  interimVer     : 14.2(1j)

同じコマンドは、APIC でも動作します。

Check08: FPGA/EPLD/BIOS の不一致
FPGA、EPLD、および BIOS の各バージョンは、リーフ ノードの機能に影響を与える可能性
があります。これらが非常に古くなっていると、スイッチのインターフェイスが起動に失敗
する可能性があります。ユーザーは、次の moquery コマンドを使用して、FPGA、EPLD、
および BIOS の実行中および予期されるバージョンを検証できます。
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internalLabel  :
modTs          : never
mode           : normal
monPolDn       : uni/fabric/monfab-default
operSt         : ok
rn             : running
status         :
ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00
type           : switch
version        : 14.2(1j)

(none)# moquery -c firmwareCompRunning
Total Objects shown: 2

# firmware.CompRunning  childAction    :
descr          :
dn             : sys/ch/supslot-1/sup/fpga-1/running
expectedVer    : 0x14  internalLabel  :
modTs          : never
mode           : normal
monPolDn       : uni/fabric/monfab-default
operSt         : ok
rn             : running
status         :
ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00
type           : controller  
version        : 0x14

# firmware.CompRunning  
childAction    :
descr          :
dn             : sys/ch/supslot-1/sup/fpga-2/runnin
expectedVer    : 0x4
internalLabel  :
modTs          : never
mode           : normal
monPolDn       : uni/fabric/monfab-default
operSt         : ok
rn             : running
status         :
ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00
type           : controller
version        : 0x4

実行中の FPGA バージョンが期待される FPGA バージョンと一致しない場合は、「ファブ
リック ディスカバリ」の章の「Leaf/Spine EPLD/FPGA not correct, F1582」のシナリオの
下の「デバイスの交換」の項に記載されている手順で更新できます。
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Check09 - SSL check [check]
SSL certificate details are valid

subject= /serialNumber=PID:N9K-C93xxxxx SN:FDOxxxxxxxx/CN=FDOxxxxxxxx

(none)# cd /securedata/ssl && openssl x509 -noout -subject -in server.crt    
subject= /serialNumber=PID:N9K-C93180YC-EX SN:FDO20432LH1/CN=FDO20432LH1

(none)# show inventory
NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus C93180YC-EX Chassis"
PID: N9K-C93180YC-EX     ,  VID: V00  ,  SN: FDO20160TPS  
...

(none)# cd /securedata/ssl && openssl x509 -noout -dates -in server.crt
notBefore=Nov 28 17:17:05 2016 GMT
notAfter=Nov 28 17:27:05 2026 GMT

Check09: SSL チェック

SSL 通信は、コントロール プレーン トラフィックの暗号化を確実にするために、すべての
ファブリック ノード間で使用されます。使用されている SSL 証明書は製造時にインストー
ルされ、シャーシのシリアル番号に基づいて生成されます。サブジェクトの形式は次のよ
うになっている必要があります。

スイッチの検出中に SSL 証明書を検証するには、次のコマンドを使用します。

上記は、スイッチノードがまだ検出中の場合にのみ、非ルートユーザーで実行できること
に注意してください。

シャーシのシリアル番号については、次のコマンドを参照してください。

さらに、現在の時点で証明書が有効である必要があります。証明書の有効な日付を表示す
るには、openss l コマンドで「-dates」フラグを使用します。
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Check10 - Downloading policies [FAIL]  
Registration to all PM shards is not complete 
Policy download is not complete

(none)# moquery -c pconsBootStrap
Total Objects shown: 1

# pcons.BootStrap
allLeaderAcked         : no
allPortsInService      : yes
allResponsesFromLeader : yes
canBringPortInService  : no
childAction            :
completedPolRes        : no
dn                     : rescont/bootstrap
lcOwn                  : local
modTs                  : 2019-09-27T22:52:48.729+00:00
rn                     : bootstrap
state                  : completed
status                 :
timerTicks             : 360
try                    : 0
worstCaseTaskTry       : 0

Check11 - Checking time [ok]  
2019-10-01 17:02:34

Check10: ダウンロードポリシー

リーフが APIC への IP 到達可能性を持つと、apic から設定がダウンロードされ、APIC はダ
ウンロードが完了したことを確認します。このプロセスのステータスは、次のコマンドを
使用して表示できます。

Check11: 時間

このチェックは、現在の時刻を示します。APIC とスイッチ時間の間に差分が多すぎる場合、
ディスカバリが失敗する可能性があります。APIC では、date コマンドを使用して時刻を
チェックできます。
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apic1# date
Tue Oct  1 14:35:38 UTC 2019

(none)# show module

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status
---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------
1    54     48x10/25G+6x40/100G Switch          N9K-C93180YC-EX    ok

Mod  Sw              Hw
---  --------------  ------
1    14.2(1j)        0.3050

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num
---  --------------------------------------  ----------
1    e0-0e-da-a2-f2-83 to e0-0e-da-a2-f2-cb  FDO20160TPS

Mod  Online Diag Status
---  ------------------
1    pass

(none)# show environment
Power Supply:
Voltage: 12.0 Volts

Power                              Actual        Total
Supply    Model                    Output     Capacity    Status
                                (Watts )     (Watts )
-------  -------------------  -----------  -----------  --------------
1        NXA-PAC-650W-PI              0 W        650 W       shut
2        NXA-PAC-650W-PI            171 W        650 W        ok
                                   Actual        Power
Module     Model                     Draw    Allocated    Status
                                 (Watts )     (Watts )
--------  -------------------  -----------  -----------  --------------
1         N9K-C93180YC-EX            171 W        492 W    Powered-Up
fan1      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up
fan2      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up
fan3      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up
fan4      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up

N/A - Per module power not available

Power Usage Summary:

Check12: モジュール、PSU、ファン チェック
スイッチが他のデバイスに接続できるようにするには、モジュールが起動してオンライン
である必要があります。これは、「show module」および「show environment」コマンド
を使用して検証できます。
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--------------------
Power Supply redundancy mode (configured)                Non-Redundant(combined)
Power Supply redundancy mode (operational)               Non-Redundant(combined)

Total Power Capacity (based on configured mode)               650  W
Total Power of all Inputs (cumulative)                        650  W
Total Power Output (actual draw)                              171  W
Total Power Allocated (budget)                                N/A
Total Power Available for additional modules                  N/A

Fan:
------------------------------------------------------
Fan             Model                Hw         Status
------------------------------------------------------
Fan1(sys_fan1)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok
Fan2(sys_fan2)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok
Fan3(sys_fan3)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok
Fan4(sys_fan4)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok
Fan_in_PS1      --                   --         unknown
Fan_in_PS2      --                   --         ok
Fan Speed: Zone 1:  0x7f
Fan Air Filter : Absent

Temperature:
-----------------------------------------------------------------------------------  
Module   Sensor                       MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
                                     (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
-----------------------------------------------------------------------------------
1        Inlet(1)                      70            42           35         normal
1        outlet(2)                     80            70           37         normal
1        x86 processor(3)              90            80           38         normal
1        Sugarbowl(4)                  110           90           60         normal
1        Sugarbowl vrm(5)              120           110          50         normal

モジュールがオンラインにならない場合は、モジュールを取り付け直し、FPGA、EPLD、
または BIOS の不一致を確認してください。

失敗したシナリオ例
ファブリック メンバーシップに最初のリーフが表示されない
このシナリオでは、セットアップ スクリプトの完了後にユーザーが APIC1 にログインし、
ファブリック メンバーシップにスイッチが表示されません。最初のリーフの検出が正常に
行われるようにするには、APIC がディスカバリ フェーズでリーフから DHCP 検出を受信す
る必要があります。
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APIC1 が送信した LLDP の TLV がセットアップ スクリプトで設定されたパラメータと一致
していることを確認します。

apic1# acidiag run lldptool out eth2-1
Chassis ID TLV
       MAC: e8:65:49:54:88:a1
Port ID TLV
       MAC: e8:65:49:54:88:a1
Time to Live TLV
       120
Port Description TLV
       eth2-1
System Name TLV
       apic1
System Description TLV
       topology/pod-1/node-1
Management Address TLV
       IPv4: 10.0.0.1
       Ifindex: 4
Cisco Port State TLV
       1
Cisco Node Role TLV
       0
Cisco Node ID TLV
       1
Cisco POD ID TLV
       1
Cisco Fabric Name TLV
       ACIFabric1
Cisco Appliance Vector TLV
       Id: 1
       IPv4: 10.0.0.1
       UUID: c67d1076-a2a2-11e9-874e-a390922be712
Cisco Node IP TLV
       IPv4:10.0.0.1
Cisco Port Role TLV
       2
Cisco Infra VLAN TLV
       3967
Cisco Serial Number TLV
       FCH1929V153
Cisco Authentication Cookie TLV
       1372058352
Cisco Standby APIC TLV
       0
End of LLDPDU TLV
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また、APIC1 が直接接続されたリーフ ノードから LLDP を受信していることも確認します。

apic1# acidiag run lldptool in eth2-1
Chassis ID TLV
       MAC: e0:0e:da:a2:f2:83
Port ID TLV
       Local: Eth1/1
Time to Live TLV
       120
Port Description TLV
       Ethernet1/1
System Name TLV
       switch
System Description TLV
       Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software 14.2(1j)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2020, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
System Capabilities TLV
       System capabilities:  Bridge, Router
       Enabled capabilities: Bridge, Router
Management Address TLV
       MAC: e0:0e:da:a2:f2:83
       Ifindex: 83886080
Cisco 4-wire Power-via-MDI TLV
       4-Pair PoE supported
       Spare pair Detection/Classification not required
       PD Spare pair Desired State: Disabled
       PSE Spare pair Operational State: Disabled
Cisco Port Mode TLV
       0
Cisco Port State TLV
       1
Cisco Serial Number TLV
       FDO20160TPS
Cisco Model TLV
       N9K-C93180YC-EX
Cisco Firmware Version TLV
       n9000-14.2(1j)
Cisco Node Role TLV
       1
Cisco Infra VLAN TLV
       3967
Cisco Node ID TLV
       0
End of LLDPDU TLV

http://www.cisco.com/tac
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(none)# show vlan encap-id 3967
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------  
8    infra:default                    active    Eth1/1

VLAN Type  Vlan-mode  
---- ----- ----------  
8    enet  CE

(none)# moquery -c lldpIf -f 'lldp.If.wiringIssues!=""'    
Total Objects shown: 1

# lldp.If
id           : eth1/1
adminRxSt    : enabled
adminSt      : enabled
adminTxSt    : enabled
childAction  :
descr        :
dn           : sys/lldp/inst/if-[eth1/1]
lcOwn        : local
mac          : E0:0E:DA:A2:F2:83
modTs        : 2019-09-30T18:45:22.323+00:00
monPolDn     : uni/fabric/monfab-default
name         :
operRxSt     : enabled
operTxSt     : enabled
portDesc     :
portMode     : normal
portVlan     : unspecified
rn           : if-[eth1/1]
status       :
sysDesc      :
wiringIssues : infra-vlan-mismatch

APIC1 が直接接続されたリーフ ノードから LLDP を受信している場合、リーフは APIC に接
続されているポートでインフラ VLAN をプログラムする必要があります。この VLAN プロ
グラミングは、「show vlan encap <x>」コマンド (「x」が設定されたインフラ VLAN) を
使用して検証できます。

インフラ VLAN がプログラムされていない場合は、リーフ ノードによって検出された配線
の問題を確認します。

wiringIssues に「infra-vlan-mismatch」と表示されている場合、リーフは APIC が送信し
ている値とは異なるインフラ VLAN を学習したことを示します (APIC の送信値は、コマン
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apic1# cat /data/data_admin/sam_exported.config
Setup for Active and Standby APIC

fabricDomain = ACIFabric1  
fabricID = 1
systemName =apic1
controllerID = 1
tepPool = 10.0.0.0/16
infraVlan = 3967
GIPo = 225.0.0.0/15
clusterSize = 3
standbyApic = NO
enableIPv4 = Y

ド「moquery-c lldpInst」を使用して確認できます)。このシナリオは、リーフが別のファ
ブリックの一部となったノードから LLDP を受信した場合に発生する可能性があります。基
本的に、ディスカバリ状態のノードは、LLDP を介して受信した最初のインフラ VLAN を受
け入れます。これを解決するには、APIC 以外の他の ACI ノードとこのリーフとの接続を切
断してから、「acidiag touch clean」コマンドと「reload」コマンドを使用してスイッチを
クリーン リロードします。スイッチが起動したら、正しいインフラ VLAN がプログラムさ
れていることを確認します。これで問題がない場合は、他のノードとの接続を復旧でき、
ユーザーは ACI ファブリックのセットアップをさらに進めることができます。

他の Apic がクラスタに参加しない
このシナリオでは、すべてのファブリック ノードが検出されましたが、APIC2 と 3 はまだ 
APIC クラスタに参加していません。

すべての APIC でセットアップ スクリプトの設定値を検証します。一致する必要がある値は
次のとおりです。

•  ファブリック ドメイン

•  ファブリック ID

•  TEP プール

•  インフラ VLAN

•  GIPo

•  クラスタ サイズ

•  ファームウェア  バージョン
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enableIPv6 = N
firmwareVersion = 4.2(1j)
ifcIpAddr = 10.0.0.1  
apicX = NO
podId = 1
oobIpAddr = 10.48.22.69/24

apic1# acidiag cluster
Admin password:

Product-name = APIC-SERVER-M1
Serial-number = FCH1906V1XV
Running...

Checking Core Generation: OK
Checking Wiring and UUID: OK
Checking AD Processes: Running
Checking All Apics in Commission State: OK
Checking All Apics in Active State: OK
Checking Fabric Nodes: OK
Checking Apic Fully-Fit: OK
Checking Shard Convergence: OK
Checking Leadership Degration: Optimal leader for all shards
Ping OOB IPs:
APIC-1: 10.48.22.69 - OK
APIC-2: 10.48.22.70 - OK
APIC-3: 10.48.22.71 - OK
Ping Infra IPs:
APIC-1: 10.0.0.1 - OK
APIC-2: 10.0.0.2 - OK
APIC-3: 10.0.0.3 - OK
Checking APIC Versions: Same (4.2(1j))
Checking SSL: OK

Done!

3 つすべての APIC で「acidiag cluster」コマンドを使用して、一般的な問題を確認します。

最後に、「avread」を使用して、すべての APIC でこれらの設定が一致しているかどうかを
検証します。これはよく利用される同様の出力を示す「acidiag avread」とは異なるコマン
ドですが、利用しやすいように整形されています。
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apic1# avread  
Cluster:
-------------------------------------------------------------------------
fabricDomainName        ACIFabric1
discoveryMode           PERMISSIVE
clusterSize             3
version                 4.2(1j)
drrMode                 OFF
operSize                3

APICs:
-------------------------------------------------------------------------
                 APIC 1                  APIC 2                  APIC 3
version           4.2(1j)                 4.2(1j)                 4.2(1j)
address           10.0.0.1                10.0.0.2                10.0.0.3
oobAddress        10.48.22.69/24          10.48.22.70/24          10.48.22.71/24
routableAddress   0.0.0.0                 0.0.0.0                 0.0.0.0
tepAddress        10.0.0.0/16             10.0.0.0/16             10.0.0.0/16
podId             1                       1                       1
chassisId         3c9e5024-.-5a78727f     573e12c0-.-6b8da0e5     44c4bf18-.-20b4f52&    cntrlSbst_serial
(APPROVED,FCH1906V1XV)  (APPROVED,FCH1921V1Q9)  (APPROVED,FCH1906V1PW)
active            YES                     YES                     YES
flags             cra-                    cra-                    cra-
health            255                     255                     255
apic1#

leaf101# show int eth1/49 
Ethernet1/49 is up
admin state is up, Dedicated Interface
 Hardware: 1000/10000/100000/40000 Ethernet, address: 0000.0000.0000 (bia e00e.daa2.f3f3)
 MTU 9366 bytes, BW 100000000 Kbit, DLY 1 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is routed
 full-duplex, 100 Gb/s
...

スパインがファブリック メンバーシップに表示されない
こ の シ ナ リ オ で は 、 フ ァ ブ リ ッ ク 内 で 最 初 の リ ー フ が 検 出 さ れ ま し た が 、 [F a b r i c 
Membership] サブメニューの下にスパインが検出されませんでした。

リーフからスパインへの物理的な接続を検証します。次の例では、リーフ スイッチはイン
ターフェイス e1/49 を介してスパインに接続されています。
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(none)# show lldp neighbors  
Capability codes:
 (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
 (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other  
Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
leaf102               Eth2/27         120        BR          Eth1/53
leaf103               Eth2/29         120        BR          Eth1/49
leaf101               Eth2/32         120        BR          Eth1/51
Total entries displayed: 3

(none)# ls -alh /bootflash  
total 3.0G
drwxrwxr-x  3 root admin 4.0K Oct  1 20:21 .
drwxr-xr-x 50 root root  1.3K Oct  1 00:22 ..
-rw-r--r--  1 root root  3.5M Sep 30 21:24 CpuUsage.Log
-rw-rw-rw-  1 root root  1.7G Sep 27 14:50 aci-n9000-dk9.14.2.1j.bin
-rw-r--r--  1 root root  1.4G Sep 27 21:20 auto-s
-rw-rw-rw-  1 root root     2 Sep 27 21:25 diag_bootup
-rw-r--r--  1 root root    54 Oct  1 20:20 disk_log.txt
-rw-rw-rw-  1 root root   693 Sep 27 21:23 libmon.logs
drwxr-xr-x  4 root root  4.0K Sep 26 15:24 lxc
-rw-r--r--  1 root root  384K Oct  1 20:20 mem_log.txt
-rw-r--r--  1 root root  915K Sep 27 21:10 mem_log.txt.old.gz
-rw-rw-rw-  1 root root   12K Sep 27 21:17 urib_api_log.txt

(none)# setup-bootvars.sh aci-n9000-dk9.14.2.1j.bin
In progress
In progress
In progress
In progress
Done

ポートが out-of-service ステータスの場合は、直接接続されているリーフから LLDP を受
信しているかスパインで確認します。

もう1つの検証では、リーフとスパインの間にバージョンの違いがないことを確認します。
違いがある場合は、新しいバージョンをスパインの /bootflash にコピーして、状況を修復
します。次に、次のコマンドを使用して、コピーしたソフトウェアでブートするようにス
イッチを設定します。

新しいソフトウェアがブート フラッシュから継続的に削除される場合は、古いソフトウェ
アまたは auto-s ファイルを削除することによって、フォルダの空き容量が半分以下になっ
ていないことを確認します。スイッチで「df -h」を使用して、スペース使用率をチェック
します。
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ブート変数を設定した後、スイッチをリロードすると新しいバージョンで起動するはずで
す。

FPGA、EPLD、および BIOS 検証は、リロード後に必要になる場合があります。この問題の
トラブルシューティングについては、「Leaf/Spine EPLD/FPGA not correct, F1582」のサブ
セクションを参照してください。

ファブリックの初期検出後、クラスタが fully-fit と degraded の間の状態遷移を繰り返す
新しいファブリックのセットアップ後にこれが発生した場合は、ファブリックに接続して
いる APIC M3 または APIC L3 のケーブル配線が誤っていることが原因である可能性があり
ます。APIC に接続されている両方のリーフ スイッチで「show lldp ネイバー」を実行する
ことによって、このような不正なケーブル配線を確認できます。これを複数回実行すると、
両方のリーフ スイッチが同じ APIC インターフェイスを認識していることがわかります。

APIC M3/L3 サーバの背面は、次のようになります。

APIC-M3/L3	サーバの背面図

APIC M3/L3 では、次に示すように、VIC カードに 4 つのポート (ETH2-1、ETH2-2、 
ETH2-3、および ETH2-4) があることに注意してください。

ラベル付き	APIC	VIC	1455	の表示
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APIC サーバをリーフ スイッチに接続するためのルールは次のとおりです。

•  すべてのポートの速度は同一にする必要があります。(10 ギガビットまたは 25 ギガ
ビットのいずれか)

•   ETH2-1 および ETH2 は、APIC OS からの eth2-1 (「ifconfig」出力) に対応する 1 つ
のポート チャネルペアです。

•  ETH2-3 および ETH2-4 は、APIC OS 上の ETH2-2 (「ifconfig」出力) に対応する
もう 1 つのポート チャネルペアです。

•  ポート チャネル ペアごとに 1 つの接続だけが許可されます。たとえば、1 本のケー
ブルを ETH2-1 または ETH2-2 のいずれかに接続し、別のケーブルを ETH2-3 または 
ETH2-4 のいずれかに接続します (ポート チャネ ルペアで両方の ETH を接続しない
ようにします)。これを行うと、ファブリック検出の問題が発生します)。

さらに詳しく理解するために、次に、APIC ボンドへの VIC ポートマッピングの表示を示し
ます。

VIC	1455	ポート:	APIC	冗長ファブリック	ポート
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マルチポッド	ディスカバリ

概要

ACI マルチポッドでは、相互接続されている複数の ACI ネットワークを単一の APIC クラス
タとして展開し管理できます。これらの個別の ACI ネットワークは「ポッド」と呼ばれ、
各ポッドは通常の 2 つまたは 3 層のスパイン リーフ トポロジです。1 つの APIC クラスタで
複数のポッドを管理できます。

マルチポッド設計では、複数の部屋やデータセンターに存在するポッドに ACI ファブリッ
ク ポリシーを拡張することもできます。マルチポッド設計では、APIC コントローラ クラス
タで定義されたポリシーはすべてのポッドで自動的に使用可能になります。

最後に、障害ドメインの分離度が増加します。実際には、各ポッドは、独自の CO-OP、MP-
BGP、および IS IS プロトコルのインスタンスを実行するため、これらのプロトコルのいず
れかの障害と問題はそのポッド内に含まれ、他のポッドには伝搬しません。

マルチポッド設計とベスト プラクティスの詳細については、cisco.com の「ACI マルチポッ
ド ホワイトペーパー」ドキュメントを参照してください。

マルチポッド ACI ファブリックの主な要素は、リーフおよびスパイン スイッチ、APIC コン
トローラ、および IPN デバイスです。
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この例では、ACI マルチポッド ファブリックの設定に関連する問題のトラブルシューティ
ング ワークフローを分析します。このセクションで使用される参照トポロジを次の図に示
します。

ACI	マルチポッド参照トポロジ
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トラブルシューティング ワークフロー
ACI ポリシーの確認

アクセス ポリシー
マルチポッドは、「インフラ」テナントを介してポッドを接続するために L3Out を使用し
ます。これは、IPN に向けてスパイン ポート上で必要なマルチポッド L3Out カプセル化 
(VLAN 4) をアクティブにするために、アクセス ポリシーの標準セットを用意する必要があ
ることを意味します。

アクセス ポリシーは、[ポッドの追加] ウィザードを使用して設定できます。これは、マル
チポッドを展開するために使用する必要があります。ウィザードを使用した後、展開され
たポリシーは APIC GUI から確認できます。ポリシーが適切に設定されていない場合は、イ
ンフラ テナントに障害が表示され、スパインから IPN への接続が期待どおりに動作しない
可能性があります。

次のスキーマは、スパイン ノード上の IPN 側インターフェイスのアクセス ポリシー定義を
確認する際に参照できます。
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Spine201

Spine202
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Spine401

Spine402
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インフラ テナントでは、マルチポッド L3Out を次のスキーマに従って設定する必要があり
ます。

インフラ	テナントのマルチポッド	L3Out
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次に、マルチポッド L3Out 論理インターフェイス プロファイル設定の参考画面を示しま
す。スパイン 201 のサブインターフェイス定義は下の図のようになります。

インフラ	L3Out	の論理インターフェイス	プロファイル
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各ポッドについて、次の図に示すように TEP プールが定義されている必要があります。TEP 
プールは、APIC コントローラが各ノードの overlay-1 VRF 用の IP アドレスをプロビジョニン
グするために使用します。

ポッド	ファブリック設定ポリシー
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ファブリック外部接続ポリシーのデフォルト
インフラ テナント内の「Fabric Ext Policy default」オブジェクトが定義され、適切に設定
されていることを確認します。設定例が図に示されています。

ファブリック外部接続ポリシーのデフォルト
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データ	プレーン	TEP
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ファブリック外部ルーティング	プロファイル	サブネット

ファブリック外部ルーティング プロファイルを使用すると、定義されている IPN のすべて
のルーテッド サブネットがその上にあるかどうかをユーザーが確認できます。

IPN 検証
マルチポッドは、ポッド間の接続を提供するポッド間ネットワーク (IPN) に依存していま
す。IPN の設定が適切に行われていることを確認することが重要です。障害シナリオでは、
多くの場合設定が誤っているか不足している事が原因で、予期しない動作やトラフィック
のドロップが発生します。この項では、IPN の設定について詳しく説明します。
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S1P1-Spine201# show ip int brief vrf overlay-1 | grep 172.16.101.2
eth1/29.29           172.16.101.2/30      protocol-up/link-up/admin-up

S1P1-Spine201# show ip interface  eth1/29.29
IP Interface Status for VRF "overlay-1"
eth1/29.29, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 67, mode: external
  IP address: 172.16.101.2, IP subnet: 172.16.101.0/30
  IP broadcast address: 255.255.255.255
  IP primary address route-preference: 0, tag: 0

次の項では、次の IPN トポロジを参照してください。

IPN	トポロジ

スパインから IPN dot1q VLAN-4 へのサブインターフェイスの接続
スパインから IPN へのポイントツーポイント接続は、VLAN 4 上のサブインターフェイスを
使用して実現されます。この接続の最初の検証は、スパインと IPN デバイス間の IP 到達可
能性をテストすることです。

これを行うには、正しいインターフェイスを把握し、それがアップ状態であることを確認
します。
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S1P1-Spine201# show system internal ethpm  info interface Eth1/29.29  
Ethernet1/29.29 - if_index: 0x1A01C01D
Router MAC address: 00:22:bd:f8:19:ff
Admin Config Information:
  state(up), mtu(9150), delay(1), vlan(4), cfg-status(valid)
  medium(broadcast)
Operational (Runtime) Information:
  state(up), mtu(9150), Local IOD(0x43), Global IOD(0x43), vrf(enabled)
  reason(None)
  bd_id(29)
Information from SDB Query (IM call)
  admin state(up), runtime state(up), mtu(9150),
  delay(1), bandwidth(40000000), vlan(4), layer(L3),
  medium(broadcast)
  sub-interface(0x1a01c01d) from parent port(0x1a01c000)/Vlan(4)   
  Operational Bits:

User config flags:  0x1
  admin_router_mac(1)

Sub-interface FSM state(3)
No errors on sub-interface
Information from GLDB Query:
Router MAC address: 00:22:bd:f8:19:ff

S1P1-Spine201# iping -V overlay-1 172.16.101.1
PING 172.16.101.1 (172.16.101.1) from 172.16.101.2: 56 data bytes
64 bytes from 172.16.101.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.839 ms
64 bytes from 172.16.101.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.719 ms
^C
--- 172.16.101.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.00% packet loss   
round-trip min/avg/max = 0.719/0.779/0.839 ms
S1P1-Spine201#

IPN1# show ip interface brief | grep 172.16.101.1
Eth1/33              172.16.101.101  protocol-up/link-up/admin-up
Eth1/35              172.16.101.105  protocol-up/link-up/admin-up
Eth1/53.4            172.16.101.1    protocol-up/link-up/admin-up

IPN1# show run int Eth1/53.4
interface Ethernet1/53.4
description to spine 1pod1

インターフェイスがアップしていることを確認した後、ポイントツーポイント IP 接続をテ
ストします。

接続の問題がある場合は、リモート IPN (IPN1) でのケーブル配線と設定を確認します。
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mtu 9150
encapsulation dot1q 4
ip address 172.16.101.1/30
ip ospf cost 100
ip ospf network point-to-point
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
ip dhcp relay address 10.0.0.3   
no shutdown    
IPN1#

S1P1-Spine201# show ip ospf neighbors vrf overlay-1
OSPF Process ID default VRF overlay-1
Total number of neighbors: 2
Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface   
172.16.101.201    1 FULL/ -          08:39:35 172.16.101.1    Eth1/29.29
172.16.101.202    1 FULL/ -          08:39:34 172.16.101.9    Eth1/30.30

S1P1-Spine201# show ip ospf  interface  vrf overlay-1
Ethernet1/29.29 is up, line protocol is up
     IP address 172.16.101.2/30, Process ID default VRF overlay-1, area backbone 

Enabled by interface configuration
    State P2P, Network type P2P, cost 1
    Index 67, Transmit delay 1 sec
    1 Neighbors, flooding to 1, adjacent with 1
    Timer intervals: Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
      Hello timer due in 00:00:10
    No authentication
     Number of opaque link LSAs: 0, checksum sum 0
loopback0 is up, line protocol is up
    IP address 10.0.200.66/32, Process ID default VRF overlay-1, area backbone   
    Enabled by interface configuration
    State LOOPBACK, Network type LOOPBACK, cost 1
loopback14 is up, line protocol is up
    IP address 172.16.1.4/32, Process ID default VRF overlay-1, area backbone
    Enabled by interface configuration   
    State LOOPBACK, Network type LOOPBACK, cost 1
Ethernet1/30.30 is up, line protocol is up
    IP address 172.16.101.10/30, Process ID default VRF overlay-1, area backbone   
    Enabled by interface configuration
    State P2P, Network type P2P, cost 1
    Index 68, Transmit delay 1 sec
    1 Neighbors, flooding to 1, adjacent with 1
    Timer intervals: Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
      Hello timer due in 00:00:09

OSPF 設定
OSPF は、ACI VRF 'overlay-1' 内で Pod1 と Pod2 を相互接続するためのルーティング プロト
コルとして使用されます。次は、スパインと IPN デバイスの間で OSPF が起動しているか
どうかを検証する汎用フローとして参照できます。
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No authentication
   Number of opaque link LSAs: 0, checksum sum 0

IPN1# show ip ospf  neighbors
OSPF Process ID 1 VRF default
Total number of neighbors: 5
Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface   
172.16.101.203    1 FULL/ -          4d12h    172.16.101.102  Eth1/33
172.16.101.202    1 FULL/ -          4d12h    172.16.101.106  Eth1/35
172.16.110.201    1 FULL/ -          4d12h    172.16.110.2    Eth1/48
172.16.1.4        1 FULL/ -          08:43:39 172.16.101.2    Eth1/53.4
172.16.1.6        1 FULL/ -          08:43:38 172.16.101.6    Eth1/54.4

IPN1# show ip ospf database 10.0.0.0 detail
       OSPF Router with ID (172.16.101.201) (Process ID 1 VRF default)
               Type-5 AS External Link States
LS age: 183
Options: 0x2 (No TOS-capability, No DC)
LS Type: Type-5 AS-External
Link State ID: 10.0.0.0 (Network address)
Advertising Router: 172.16.1.4
LS Seq Number: 0x80000026
Checksum: 0x2da0
Length: 36
Network Mask: /16
      Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
      TOS: 0
      Metric: 20
      Forward Address: 0.0.0.0
      External Route Tag: 0
LS age: 183
Options: 0x2 (No TOS-capability, No DC)
LS Type: Type-5 AS-External
Link State ID: 10.0.0.0 (Network address)
Advertising Router: 172.16.1.6
LS Seq Number: 0x80000026
Checksum: 0x21aa
Length: 36
Network Mask: /16
      Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
      TOS: 0
      Metric: 20
      Forward Address: 0.0.0.0
      External Route Tag: 0

IPN1# show ip ospf database 10.1.0.0 detail
     OSPF Router with ID (172.16.101.201) (Process ID 1 VRF default)
               Type-5 AS External Link States

OSPF がすべてのスパイン デバイスと IPN デバイスの間で動作している場合、すべてのポッ
ド TEP プールは IPN のルーティング テーブル内で確認できます。
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LS age: 1779
Options: 0x2 (No TOS-capability, No DC)
LS Type: Type-5 AS-External
Link State ID: 10.1.0.0 (Network address)
Advertising Router: 172.16.2.4
LS Seq Number: 0x80000022   
Checksum: 0x22ad
Length: 36
Network Mask: /16
      Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
      TOS: 0
      Metric: 20
      Forward Address: 0.0.0.0
      External Route Tag: 0
LS age: 1780
Options: 0x2 (No TOS-capability, No DC)
LS Type: Type-5 AS-External
Link State ID: 10.1.0.0 (Network address)
Advertising Router: 172.16.2.6
LS Seq Number: 0x80000022
Checksum: 0x16b7
Length: 36
Network Mask: /16
      Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
      TOS: 0
      Metric: 20
      Forward Address: 0.0.0.0
      External Route Tag: 0

IPN1# show ip route 10.0.0.0
IP Route Table for VRF "default"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.0.0.0/16, ubest/mbest: 2/0
*via 172.16.101.2, Eth1/53.4, [110/20], 08:39:17, ospf-1, type-2
*via 172.16.101.6, Eth1/54.4, [110/20], 08:39:17, ospf-1, type-2

IPN1# show ip route 10.1.0.0
IP Route Table for VRF "default"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.1.0.0/16, ubest/mbest: 1/0
*via 172.16.101.102, Eth1/33, [110/20], 08:35:25, ospf-1, type-2

リモート ポッド (Pod2) の IPN1 については、最も最適なルートのみが「show ip route」コ
マンドに表示されることに注意してください。
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interface Ethernet1/53.4
 description to  spine 1pod1
 mtu 9150
 encapsulation dot1q 4
 ip address 172.16.101.1/30
 ip ospf cost 100
 ip ospf network point-to-point
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim sparse-mode
ip dhcp relay address 10.0.0.1
 ip dhcp relay address 10.0.0.2
 ip dhcp relay address 10.0.0.3
 no shutdown

interface Ethernet1/54.4    
 description to  spine 2pod1    
 mtu 9150
 encapsulation dot1q 4
 ip address 172.16.101.5/30
 ip ospf cost 100
 ip ospf network point-to-point
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim sparse-mode
ip dhcp relay address 10.0.0.1
 ip dhcp relay address 10.0.0.2
 ip dhcp relay address 10.0.0.3
 no shutdown

DHCP リレー設定
スイッチ ノードは、APIC に向けた DHCP を使用してインフラ TEP アドレスを受信します。
通常、すべての APIC は DHCP discovery を受信しますが、最初に DHCP discovery を受信
した APIC が TEP アドレスを割り当てるオファーを提示します。マルチポッド シナリオでこ
れを考慮すると、IPN で DHCP discovery を受信し、APIC にユニキャストするように DHCP 
リレーを設定します。一般に、IPN のすべてのスパイン向けインターフェイスに、すべての 
APIC に向けて IP ヘルパーを設定します。これにより、APIC が recabling によって移動され
た場合、スタンバイ APIC がフェールオーバーした場合、または APIC が新しいポッドに移行
するなどその他のシナリオでも、IPN 設定が将来も使い続けられるようになります。

このシナリオでは、IPN1 の Eth1/53.4 および Eth1/54.4 にすべての APIC に向けて IP ヘルパ
ーを設定します。
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interface Ethernet1/53.4
 description to  spine 1pod2
 mtu 9150
 encapsulation dot1q 4
 ip address 172.16.101.17/30
 ip ospf cost 100
 ip ospf network point-to-point
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim sparse-mode
ip dhcp relay address 10.0.0.1
 ip dhcp relay address 10.0.0.2
 ip dhcp relay address 10.0.0.3
 no shutdown  

interface Ethernet1/54.4    
 description to  spine 2pod2    
 mtu 9150
 encapsulation dot1q 4
 ip address 172.16.101.21/30
 ip ospf cost 100
 ip ospf network point-to-point
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim sparse-mode
ip dhcp relay address 10.0.0.1
 ip dhcp relay address 10.0.0.2
 ip dhcp relay address 10.0.0.3
 no shutdown

IPN3 設定:

MTU
スパインと IPN デバイスの間で OSPF が起動していない (EXCHANGE または EXSTART) 場
合は、デバイス間で MTU が一致していることを確認してください。

RP の設定
PIM BiDir では、ランデブー ポイント (RP) はデータ パスの一部ではありません。マルチ
キャストが機能するためには、各 IPN デバイスには RP アドレスへのルートのみが必要で
す。冗長性はファントム RP 構成を使用して達成できます。この場合、エニーキャスト RP 
は、Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 経由で交換するソースがないため、有効
な冗長性方式ではありません。

ファントム RP 設計では、RP は到達可能なサブネット内の存在しないアドレスです。次
の設定では、APIC 初期セットアップで設定されたマルチキャスト範囲がデフォルトの 
225.0.0.0/15 であると仮定します。APIC の初期設定で変更された場合は、IPN の設定を調
整する必要があります。
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interface loopback1
 description IPN1-RP-Loopback
 ip address 172.16.101.221/30
 ip ospf network point-to-point
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 225.0.0.0/15 bidir
ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 239.255.255.240/32 bidir

ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 225.0.0.0/15 bidir
ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 239.255.255.240/32 bidir

interface loopback1
 description IPN3-RP-Loopback
 ip address 172.16.101.221/29
 ip ospf network point-to-point
 ip router ospf 1 area 0.0.0.0
 ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 225.0.0.0/15 bidir
ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 239.255.255.240/32 bidir

ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 225.0.0.0/15 bidir
ip pim rp-address 172.16.101.222 group-list 239.255.255.240/32 bidir

次の loopback1 は、phantom-rp ループバックです。OSPF に注入する必要があります。た
だし、OPSF ルータ id として使用することはできません。そのためには、別のループバッ
ク (loopback0) を使用する必要があります。

IPN1 config:

IPN2 config:

IPN3 config:

IPN4 config:

ループバックのサブネット マスクを /32 にすることはできません。IPN1 をファントム RP 設
計のプライマリ デバイスとして使用するには、/30 サブネット マスクを使用して、OSPF ト
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bdsol-aci37-apic1# moquery -c dhcpExtIf
# dhcp.ExtIf
ifId         : eth1/30
childAction  :
dn           : client-[FDO22472FCV]/if-[eth1/30]   
ip           : 172.16.101.26/30
lcOwn        : local
modTs        : 2019-10-01T09:51:29.966+00:00
name         :
nameAlias    :
relayIp      : 0.0.0.0
rn           : if-[eth1/30]
status       :
subIfId      : unspecified
# dhcp.ExtIf
ifId         : eth1/29
childAction  :

ポロジで優先される最も具体的なルートを活用します。IPN3 はファントム RP 設計のセカ
ンダリ デバイスであるため、/29 サブネットマスクを使用して、よりプレフィックス長が短
いルートにしてください。/29 は、何かが起こって既存の /30 が OSPF トポロジから存在し
なくなった場合にのみ使用されます。

1 番目のリモート ポッド スパインがファブリックに参加する際のトラブルシューティング
次の手順は、1 番目のリモートポッドスパインがファブリックに参加するために実行するプ
ロセスの概要を示しています。

1 スパインは、IPN に向けたサブインターフェイスで DHCP を実行します。DHCP リ
レー設定は、この DHCP discovery を APIC に伝送します。APIC は、スパインが
ファブリック メンバーシップに追加された場合に応答します。提供される IP アドレ
スは、Multi-Pod L3Out に設定されている IP アドレスです。

2 IP アドレスを提供した DHCP サーバに向けたルートをポイントツーポイントインタ
ーフェイスの反対側へのスタティック ルートとしてインストールします。

3 スパインは、スタティック ルートを介して APIC からブート ストラップファイルをダ
ウンロードします。

4 スパインは、ブート ストラップ ファイルに基づいて設定され、VTEP、OSPF、およ
び BGP を起動してファブリックに参加します。

APIC から、L3Out IP が適切に設定されているかどうかを検証します (スパイン 401 はシリ
アル FDO22472FCV です)
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dn           : client-[FDO22472FCV]/if-[eth1/29]   
ip           : 172.16.101.18/30
lcOwn        : local
modTs        : 2019-10-01T09:51:29.966+00:00
name         :
nameAlias    :
relayIp      : 0.0.0.0
rn           : if-[eth1/29]
status       :
subIfId      : unspecified

S1P2-Spine401# show ip interface brief | grep eth1/29
eth1/29              unassigned           protocol-up/link-up/admin-up   
eth1/29.29           172.16.101.18/30     protocol-up/link-up/admin-up   
S1P2-Spine401#

S1P2-Spine401# iping -V overlay-1 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) from 172.16.101.18: 56 data bytes   
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=60 time=0.345 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=60 time=0.294 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.294/0.319/0.345 ms
S1P2-Spine401#

S1P2-Spine401# show ip ospf neighbors vrf overlay-1
OSPF Process ID default VRF overlay-1
Total number of neighbors: 2
Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface   
172.16.101.204    1 FULL/ -          00:04:16 172.16.101.25   Eth1/30.30
172.16.101.203    1 FULL/ -          00:04:16 172.16.101.17   Eth1/29.29
S1P2-Spine401# show ip ospf  interface  vrf overlay-1
loopback8 is up, line protocol is up
   IP address 172.16.2.4/32, Process ID default VRF overlay-1, area backbone
   Enabled by interface configuration
   State LOOPBACK, Network type LOOPBACK, cost 1

IPN 側インターフェイスが、インフラテナントで実行された L3Out 設定と一致するはずの 
IP アドレスを受信したかどうかを検証します。

これで、スパインから APIC への IP 接続が確立され、ping を介した接続を確認できます。

これで、スパインは IPN への OSPF を起動し、ルータ id のループバックを設定します。
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 Ethernet1/30.30 is up, line protocol is up
   IP address 172.16.101.26/30, Process ID default VRF overlay-1, area backbone
   Enabled by interface configuration
   State P2P, Network type P2P, cost 1
   Index 68, Transmit delay 1 sec
   1 Neighbors, flooding to 1, adjacent with 1
   Timer intervals: Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
     Hello timer due in 00:00:07
   No authentication
   Number of opaque link LSAs: 0, checksum sum 0
Ethernet1/29.29 is up, line protocol is up
   IP address 172.16.101.18/30, Process ID default VRF overlay-1, area backbone
   Enabled by interface configuration
   State P2P, Network type P2P, cost 1
   Index 67, Transmit delay 1 sec
   1 Neighbors, flooding to 1, adjacent with 1
   Timer intervals: Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
     Hello timer due in 00:00:04
   No authentication
   Number of opaque link LSAs: 0, checksum sum 0

S1P2-Spine401# show ip interface vrf overlay-1 | egrep -A 1 status
lo0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: ptep
IP address: 10.1.88.67, IP subnet: 10.1.88.67/32

bdsol-aci37-apic1# acidiag fnvread
     ID   Pod ID                 Name    Serial Number         IP Address    Role        State   LastUpdMsgId
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    101        1         S1P1-Leaf101      FDO224702JA     10.0.160.64/32    leaf         active   0
    102        1         S1P1-Leaf102      FDO223007G7     10.0.160.67/32    leaf         active   0
    201        1        S1P1-Spine201      FDO22491705     10.0.160.65/32   spine         active   0
    202        1        S1P1-Spine202      FDO224926Q9     10.0.160.66/32   spine         active   0
    401        2        S1P2-Spine401      FDO22472FCV      10.1.88.67/32   spine         active   0

スパインは、PTEP trough DHCP を受信するようになります。

スパインは、Discovering から active に移行し、完全に検出されます。

リモート スパインは、少なくとも 1 つのリーフ スイッチが接続されている場合にのみ検出
できることに注意してください。



ファブリック検出 59

S1P2-Leaf301# show ip route 10.0.0.3 vrf overlay-1
IP Route Table for VRF "overlay-1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.0.0.3/32, ubest/mbest: 2/0
*via 10.1.88.64, eth1/50.14, [115/12], 00:07:21, isis-isis_infra, isis-l1-ext
*via 10.1.88.67, eth1/49.13, [115/12], 00:07:15, isis-isis_infra, isis-l1-ext
via 10.0.0.3, vlan9, [225/0], 07:31:04, static

残りのリーフおよびスパイン スイッチの確認
ポッドの残りのノードは、「Initial fabric setup」の項で説明されているように、通常の
ポッドの起動手順に従って検出されます。

リモート ポッド APIC の確認
3 番目の APIC を検出するには、次のプロセスに従います。

•  Leaf301 は、LLDP に基づいて直接接続された APIC (APIC3) へのスタティック ルー
トを作成します (単一のポッドの場合と同じです)。リモート APIC は、POD1 IP プー
ルから IP アドレスを受信します。このルートは /32 として作成されます。

•  Leaf301 は IS-IS を使用してこのルートを Spine401 と Spine402 にアドバタイズしま
す (シングルポッドケースと同じ)。

•  Spine401 および Spine402 は、このルートを ipn に向けて OSPF に再配布します。

•  Spine201 および Spine202 は、OSPF から Pod1 の IS-IS へこのルートを再配布します。

•  APIC3 と APIC1 と APIC2 の間で接続が確立されるようになりました。

•  APIC3 がクラスタに参加できるようになりました。

確認するには、次のチェックを使用します。

Leaf301 は、LLDP に基づいて直接接続された APIC (APIC3) へのスタティック ルートを作成
します (単一のポッドの場合と同じです)。
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S1P2-Spine401# show ip route 10.0.0.3 vrf overlay-1
IP Route Table for VRF "overlay-1"   
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.0.0.3/32, ubest/mbest: 1/0
    *via 10.1.88.65, eth1/2.35, [115/11], 00:17:38, isis-isis_infra, isis-l1-ext  S1P2-Spine401#

IPN3# show ip route 10.0.0.3
IP Route Table for VRF "default"   
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.0.0.3/32, ubest/mbest: 2/0
    *via 172.16.101.18, Eth1/53.4, [110/20], 00:08:05, ospf-1, type-2
    *via 172.16.101.22, Eth1/54.4, [110/20], 00:08:05, ospf-1, type-2

S1P1-Spine201# show ip route vrf overlay-1 10.0.0.3
IP Route Table for VRF "overlay-1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.0.0.3/32, ubest/mbest: 2/0
    *via 172.16.101.1, eth1/29.29, [110/20], 00:08:59, ospf-default, type-2
    *via 172.16.101.9, eth1/30.30, [110/20], 00:08:59, ospf-default, type-2
    via 10.0.160.64, eth1/1.36, [115/12], 00:18:19, isis-isis_infra, isis-l1-ext
    via 10.0.160.67, eth1/2.35, [115/12], 00:18:19, isis-isis_infra, isis-l1-ext
S1P1-Spine201#

apic1# show controller
Fabric Name          : POD37
Operational Size     : 3
Cluster Size         : 3
Time Difference      : 133
Fabric Security Mode : PERMISSIVE

Leaf301 は、このルートを IS-IS を使用して Spine401 および Spine402 にアドバタイズします。 
(単一のポッドケースと同じ)

Spine401 と Spine402 は、このルートを IPN に向けて OSPF にリークします。

これで、APIC3 と APIC1 と APIC2 の間で接続が確立されるようになりました。

APIC3 がクラスタに参加できるようになりました。
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ID    Pod   Address          In-Band IPv4     In-Band IPv6               OOB IPv4         OOB IPv6
Version             Flags  Serial Number     Health
----  ----  ---------------  ---------------  -------------------------  ---------------  ----------------------
--------  ------------------  -----  ----------------  ------------------
1*    1     10.0.0.1         0.0.0.0          fc00::1                    10.48.176.57
fe80::d6c9:3cff:fe51:cb82       4.2(1i)             crva-  WZP22450H82       fully-fit
2     1     10.0.0.2         0.0.0.0          fc00::1                    10.48.176.58
fe80::d6c9:3cff:fe51:ae22       4.2(1i)             crva-  WZP22441AZ2       fully-fit
3     2     10.0.0.3         0.0.0.0          fc00::1                    10.48.176.59
fe80::d6c9:3cff:fe51:a30a       4.2(1i)             crva-  WZP22441B0T       fully-fit
Flags - c:Commissioned | r:Registered | v:Valid Certificate | a:Approved | f/s:Failover fail/success
(*)Current (~)Standby (+)AS
apic1#

apic1# ping 10.0.0.3 -I 10.0.0.1
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) from 10.0.0.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=1 ttl=58 time=0.132 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=2 ttl=58 time=0.236 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=3 ttl=58 time=0.183 ms
^C
--- 10.0.0.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2048ms   
rtt min/avg/max/mdev = 0.132/0.183/0.236/0.045 ms
apic1#

APIC1 から Pod2 のリモートデバイスに ping を実行し、接続を検証します。(送信元をロー
カルインターフェイスとしてください。APIC1 では 10.0.0.1)

シナリオ
スパインが IPN に ping を実行できない
これは、次のような原因で発生する可能性があります。

•  ACI アクセスポリシーの設定ミス。

•  Ipn 設定の設定ミス。

この章の「トラブルシューティング ワークフロー」を参照し、次の内容を確認してくださ
い。

•  ACI ポリシーを確認します。

•  IPN 検証。
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apic1# avread   
Cluster:
-------------------------------------------------------------------------
fabricDomainName        POD37
discoveryMode           PERMISSIVE
clusterSize             3
version                 4.2(1i)
drrMode                 OFF
operSize                3 APICs:
-------------------------------------------------------------------------
                   APIC 1                  APIC 2                  APIC 3
version           4.2(1i)                 4.2(1i)                 4.2(1i)
address           10.0.0.1                10.0.0.2                10.0.0.3
oobAddress        10.48.176.57/24         10.48.176.58/24         10.48.176.59/24
routableAddress   0.0.0.0                 0.0.0.0                 0.0.0.0
tepAddress        10.0.0.0/16             10.0.0.0/16             10.0.0.0/16

リモート スパインがファブリックに参加していません
これは、次のような原因で発生する可能性があります。

•  IPN ネットワークでの DHCP リレーの問題。

•  IPN ネットワーク上のスパインから APIC への IP 到達可能性。

この章の「トラブルシューティング ワークフロー」を参照し、次の内容を確認してください。

•  ACI ポリシーを確認します。

•  IPN 検証。

•  1 番目のファブリック参加のトラブルシューティング

少なくとも 1 つのリーフがリモート スパインに接続されていること、およびスパインにこ
のリーフとの LLDP 隣接関係があることを確認してください。

Pod2 の APIC がファブリックに参加していません
これは通常、リモート ポッド リーフとスパイン スイッチがファブリックに正常に参加でき
たことを前提として、APIC 初期セットアップ ダイアログで誤りが原因で発生します。正し
く設定されている場合は、次のような「avread」出力 (正常に参加した APIC3 の例) となり
ます。
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podId             1                       1                       2
chassisId         7e34872e-.-d3052cda     84debc98-.-e207df70     89b73e48-.-f6948b98
cntrlSbst_serial  (APPROVED,WZP22450H82)  (APPROVED,WZP22441AZ2)  (APPROVED,WZP22441B0T)
active            YES                     YES                     YES
flags             cra-                    cra-                    cra-
health            255                     255                     255
apic1#

apic3# cat /data/data_admin/sam_exported.config
Setup for Active and Standby APIC
fabricDomain = POD37
fabricID = 1
systemName =bdsol-aci37-apic3
controllerID = 3
tepPool = 10.0.0.0/16
infraVlan = 3937
clusterSize = 3
standbyApic = NO
enableIPv4 = Y
enableIPv6 = N
firmwareVersion = 4.2(1i)
ifcIpAddr = 10.0.0.3
apicX = NO
podId = 2
oobIpAddr = 10.48.176.59/24

APIC3 (リモートポッド内) が podId 2 と Pod1 の tepAddress が設定されていることに注意
してください。

次のコマンドを使用して、元の APIC3 セットアップ設定を確認します。

誤りが発生した場合は、APIC3 にログインし、「acidiag touch setup」と「acidiag 
reboot」を実行します。

ポッド間の BUM トラフィックが動作していない
これは、次のような原因で発生する可能性があります。

•  IP ネットワーク内での RP の欠如

•  IPN デバイスでのマルチキャストの誤設定により、ACI fabric が RP へ到達不能
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この章の「トラブルシューティング ワークフロー」を参照し、次の内容を確認してくだ
さい。

•  IPN 検証

また、いずれかの IPN RP デバイスがオンラインになっていることを確認します。

1 つの IPN デバイスに障害が発生すると、BUM トラフィックはドロップされる
トラブルシューティングのワークフローの IPN 検証に記載されているように、ファントム 
RP を使用して、プライマリ RP がダウンした時にセカンダリ RP が使用可能であるようにし
ます。「IPN 検証」セクションを確認し、正しい検証を確認してください。

ポッド間の同じ EPG 内のエンドポイントの接続性がない
これは、マルチポッド セットアップの設定が誤っていることが原因である可能性が高いた
め、トラブルシューティング ワークフローを検証し、フロー全体を確認してください。
これが正常である場合は、「ファブリック内フォワーディング」の章の「マルチポッド転
送」セクションを参照して、この問題のトラブルシューティングを行います。
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デバイスの交換

はじめに

ACI ファブリックの進化中に、APIC、リーフ スイッチ、スパイン スイッチ、および IPN デ
バイスなどのさまざまなコンポーネントの交換が必要となる場合があります。交換の最も
一般的な理由は、RMA とハードウェアのアップグレードです。これらの手順は、シスコの
インストール/アップグレード ガイドに記載されています。交換前に、最新のガイドを参照
する必要があります。ここでは、手順がどのように機能するかについて詳しく説明します。
また、最も一般的なトラブルシューティング シナリオのいくつかについても説明します。

手順と検証
ハードウェアの交換

リーフ
RMA デポットからのリーフは、NXOS ソフトウェアがインストールされています。リーフ
を ACI モードに適切に変換するには、「問題: NXOS モードで到着」と呼ばれる以下のセク
ションを参照してください。リーフを別のファブリックまたは以前の設定で使用する場合
は、必ずコマンド「acidiag touch clean」と「reload」を使用してください。

上記の手順が完了し、新しいリーフ スイッチの登録準備ができたら、[Remove from Controller] 
オプションを使用して、ファブリックから交換するリーフを削除します。

[コントローラから削除 (Remove from Controller)] オプションを選択すると、APIC か
らノードが完全に削除され、APIC によって割り当てられたノード ID、シリアル番号紐
付け、および TEP アドレスが解放されます。これらのプロセスは、スイッチ ノードを
交換するときに必要になります。「デコミッション」オプションは、同じノードが同
じノード ID とシリアル番号を使用してファブリックに再参加すると期待される場合に
のみ使用されます。

交換するリーフ スイッチが Fabric Membership ページに表示されなくなったら、新しいリ
ーフをスパイン インターフェイスを介してファブリックに接続できます。リーフが APIC に
よって検出されると、Fabric Inventory に表示され、登録の準備が整います。交換するデバ
イスがまだノード ID を解放していない状態で、新しいスイッチが同じノード ID で登録さ
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れた場合は、ID がすでに別のリーフ ノードに関連付けられていることを示すエラーが表示
されます。このエラーは、しばらくするとクリアされるはずです。新しいノードが Fabric 
Membership サブメニューに表示されない場合は、ケーブル配線の問題が発生している可
能性があります。これを確認するには、新しく接続されたリーフ スイッチに接続している
スパイン スイッチで、「show lldp neighbors detail」コマンドを使用して LLDP ネイバー
を表示します。ファブリック ディスカバリ プロセスの詳細については、「初期ファブリッ
クのセットアップ」の章を参照してください。

インフラ VLAN が modied の場合、すべてのリーフ ノードを同時にクリーンリブート
する必要があります。すべてのリーフ スイッチが同時に消去されない場合、クリーン
リロードされたスイッチはオンラインになり、まだ消去されていないリーフから LLDP 
を介して古いインフラ VLAN を受信する為、クリーン リロードされたリーフは APIC 
に登録できません。詳細については、「初期ファブリックのセットアップ」の章を参
照してください。

プラットフォームの制限により、VPC ペアは Gen1 と Gen2 以上のリーフ スイッチを
混在させることはできません。ただし、本書執筆時点では、すべての Gen2 リーフ以
上が他の Gen2 リーフ以降と混在させることができます。

スパイン
リーフのように、スパインの HW (モジュール型スパインなど) によっては、NXOS モードで
到着する可能性があります。変換を行うには、「問題: NXOS モードで到着」の手順を使用
します。

スパイン スイッチを交換する場合、ユーザーは BGP ルート リフレクタ機能を考慮する必
要があります。レイヤ 3 Cisco ACI ファブリックの BGP ルート リフレクタとして少なくと
も 2 つのスパイン スイッチを設定しなければなりません。この設定は、[System] > [System 
Settings] > [BGP Route Reflectors] の [Route Reflector Nodes] の下で選択して行うことが
できます。スパイン スイッチを交換または削除する場合は、1 つのアクティブ ルート リフ
レクタを維持するために適切な設定変更が行われていることを確認し、変更が完了した後
に少なくとも 2 つのアクティブ ルート リフレクタを確認します。

BGP ルート リフレクタの詳細については、「Management and core services」の章の
「Pod Policies: BGP RR/Date & Time/SNMP」の項を参照してください。
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apic1# acidiag cluster
Admin password:
Product-name = APIC-SERVER-L2
Serial-number = FCH2206W0RK
Running...
Checking Core Generation: OK
Checking Wiring and UUID: OK
Checking AD Processes: Running
Checking All Apics in Commission State: OK
Checking All Apics in Active State: OK
Checking Fabric Nodes: OK
Checking Apic Fully-Fit: OK
Checking Shard Convergence: OK
Checking Leadership Degration: Optimal leader for all shards
Ping OOB IPs:
APIC-1: 192.168.4.20 - OK
Ping Infra IPs:
APIC-1: 10.0.0.1 - OK
Checking APIC Versions: Same (4.2(1i))
Checking SSL: OK

Done!

apic1# cat /data/data_admin/sam_exported.config
Setup for Active and Standby APIC
fabricDomain = POD37
fabricID = 1
systemName =apic1
controllerID = 1
tepPool = 10.0.0.0/16
infraVlan = 3937
GIPo = 225.0.0.0/15
clusterSize = 3
standbyApic = NO
enableIPv4 = Y
enableIPv6 = N
firmwareVersion = 4.2(1i)
ifcIpAddr = 10.0.0.1

APIC
APIC の交換を実行する際の最も重要な考慮事項は、既存の APIC クラスタの健全性です。
交換の前に、クラスタ内のすべての APIC が Fully Fit となっている必要があります。 バー
ジョン 4.2 では、CLI を使用して APIC クラスタの健全性を確認するための追加ツールが導
入されました。

APIC を交換する場合は、APIC のデコミッションを実行する前に、交換する APIC の初期設
定値を記録してください。
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apicX = NO
podId = 1
oobIpAddr = 10.48.176.57/24

正しいソフトウェア バージョンを使用して新しい APIC を準備し、先程記録した初期設定値
を再入力します。初期設定が完了し、APIC が完全に起動したら、クラスタ内の他の APIC 
のいずれかの UI からファブリックに再稼働します。

IPN デバイスの交換
マルチポッド環境では、IPN (ポッド間ネットワーク) に使用されているデバイスのいずれ
かを置き換える必要がある場合があります。交換の前に、IPN ネットワークは、ファント
ム RP の形式で設定された PIM 双方向ランデブー ポイントの冗長性を備えている必要があ
ります。ファントム RP が設定されていない場合、交換したノードが RP である場合、PIM 
コンバージェンスが発生し、IPN 経由で送信されるすべての BUM トラフィックに対してパ
ケット損失が発生します。

ファントム RP を設定する方法の詳細については、「マルチポッドディスカバリ」の章の
「RP 設定」を参照してください。

APIC/リーフ/スパインのクリーン リロード
特定のシナリオでは、ファブリックに参加しないリーフ/スパインを回復する最良のオプ
ションは、デバイスのクリーン リロードを実行することです。

アップグレードを待機しているデバイスでは、クリーン リロードを実行することは推
奨されません。デバイスのクリーン リロードには長時間かかる場合があります。

「Acidiag touch」コマンドには、clean と setup の 2 つのオプションがあります。clean オ
プションは、APIC ネットワーク設定 (ファブリック名、IP アドレス、ログインなど) を保持
すると同時に、すべてのポリシー データを削除します。setup オプションは、ポリシー デ
ータと APIC ネットワーク設定の両方を削除します。setup オプションは一般的にポッド ID 
が変わり、管理ネットワークも更新する必要があるポッド間でデバイスを移動する場合に
使用されます。
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fab1-apic1# acidiag touch clean
This command will wipe out this device, Proceed? [y/N] y
fab1-apic1# acidiag reboot
This command will restart this device, Proceed? [y/N] y

fab1-leaf101# acidiag touch clean
This command will wipe out this device, Proceed? [y/N] y
fab1-leaf101# reload
This command will reload the chassis, Proceed (y/n)? [n]: y

Abort Auto Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no)

APIC

リーフ/スパイン

「Acidiag touch clean」コマンドは、「.clean」という非表示ファイルをリーフの /
mnt/pss に置くことにより機能します。リーフが起動すると、シェルスクリプトが
実行され、.clean le が存在するかどうかが確認されます。.clean le が/mnt/pss の下
に存在する場合、ポリシー設定が削除され、APIC から設定が再ダウンロードされま
す。このコマンドが入力され、ノードがリロードされない場合、ファイルは存在し続
け、touch clean が入力されてから経過した時間にかかわらず、次のリロード時にポリ
シーが削除されます。

トラブルシューティング シナリオ
問題: NXOS モードで到着する

確認
スイッチが RMA 経由で出荷されている場合は、NXOS ソフトウェアが付属していることが
あり、Power On Auto Provisioning (POAP) プロセスによる設定待ちとなっています。ユー
ザーがこのデバイスにコンソールを接続すると、次のような形式のメッセージが表示され
ます。

デバイスがすでに POAP を通過している場合、リーフがスタンドアロンの NXOS コードを
実行しているかどうかを判断する最も簡単な方法は、「show version」の出力で「NXOS 
image file」行を検索することです。このような出力が存在する場合、リーフはスタンド
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nxos-n9k# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
Software
  BIOS: version 07.17
  NXOS: version 6.1(2)I3(4)
  BIOS compile time:  09/10/2014
  NXOS image file is: bootflash:///n9000-dk9.6.1.2.I3.4.bin
  NXOS compile time:  3/18/2015 0:00:00 [03/18/2015 07:49:10]

aci-leaf101# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
Software
  BIOS:      version 07.66
  kickstart: version 14.2(1i) [build 14.2(1i)]
  system:    version 14.2(1i) [build 14.2(1i)]
  PE:        version 4.2(1i)
  BIOS compile time:       06/11/2019
  kickstart image file is: /bootflash/aci-n9000-dk9.14.2.1i.bin
  kickstart compile time:  09/07/2019 10:25:16 [09/07/2019 10:25:16]
  system image file is:    /bootflash/auto-s
  system compile time:     09/07/2019 10:25:16 [09/07/2019 10:25:16]

アロン コードを実行しているため、ACI モードに変換する必要があります。kickstart と 
system イメージはリーフが ACI イメージを実行している場合のみ存在します。イメージ自
体では、スタンドアロンの場合 n9000 で ACI の場合 aci‐n9000 です。

スタンドアロン NXOS

ACI

ソリューション
スイッチが NXOS コードを実行して出荷された場合は、ACI モードに変換する必要がありま
す。スイッチは、ブート フラッシュに NXOS と ACI イメージの両方を保存して出荷される
必要がありますが、必ずしもそうではありません。ACI イメージは「aci-n9000」で始まり
ます。ACI イメージが存在しない場合は、ブート フラッシュに手動でコピーする必要があ
ります。これは、USB 接続 (直接接続が必要) または APIC からの SCP (両方のデバイスが管
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nexus-9000(config)# feature scp-server

apic1# scp -r /firmware/fwrepos/fwrepo/switch-image-name admin@standalone_switch:switch-image-name

(config)# no boot nxos

(config)# copy run start

(config)# boot aci bootflash:<aci-image-name>

(config)# reload

F1582 FPGA version mismatch detected. Running version:0x(z) Expected version:0x(y)

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1582"'

理ネットワークを介して接続されていることを前提とします) を介して実行できます。SCP 
を使用してイメージをコピーする手順は次のとおりです。

1

2

リーフは、NXOS イメージを起動しないように設定し、設定を保存し、ブート ステートメ
ントを ACI に変更する必要があります。

1

2

3

4

問題: リーフ/スパインの EPLD/FPGA が正しくない、F1582

確認
次のフォルトが障害時にその Nexus 9000 ACI スイッチに対して表示されます。

APIC CLI から、フォルト F1582 のすべてのインスタンスを検索します。
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EPLD の注意事項
Cisco Nexus 9000 シリーズ ACI モード スイッチのすべてのモジュールにはハードウェア機
能のための複数の Progurammable Logical Device（PLD）が含まれているので、すべての
モジュールでハードウェア機能を使用できます。シスコは Electronic Programmable Logic 
Device （EPLD）イメージ アップグレードを提供し、ハードウェア機能の強化や既知の問題
の解決を行っています。PLD には、Electronic Programmable Logic Device（EPLD）、Field 
Programmable Gate Array（FPGA）、Complex Programmable Logic Device（CPLD）が
含まれますが、ASIC は含まれません。

EPLD という用語は、FPGA と CPLD の両方をカバーするために使用されます。

一部のモジュール機能に EPLD を装備すると、モジュール機能のアップグレードが必要に
なったときに、ハードウェアを交換せずにソフトウェア イメージをアップグレードするだ
けで済むという利点があります。

I/O モジュールの EPLD イメージをアップグレードする場合、アップグレード中は少し
の間モジュールの電源を落とす必要があるので、モジュールを通過するトラックは中
断されます。モジュラ シャーシではシステムは一度に 1 つのモジュールの EPLD アッ
プグレードを実行するので、アップグレード中のすべての時点でトラフィック中断が
発生するのは、1 つのモジュールを通過しているトラフィックだけです。

シスコでは、各リリースで最新の EPLD イメージを提供しています。通常、これらのイメー
ジは以前のリリースで提供されたものと同じですが、場合によっては、これらのイメージ
の一部が更新されることがあります。これらの EPLD イメージの更新は、特に指定しない限
り、必須ではありません。EPLD イメージのアップグレードが使用可能になると、これらの
リリース ノートが使用可能性について通知し、シスコのウェブサイトからダウンロード可
能になります。

新しい EPLD イメージが使用可能になったときに、ネットワーク環境でメンテナンス時期に
ある程度のトラフィック中断を受け入れる準備がある場合、アップグレードは常に推奨さ
れます。一般的に、ソフトウェア アップグレードの結果として新しいハードウェア機能が
追加された場合は、EPLD のアップグレードが必要になります。
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fab1-leaf101# /bin/check-fpga.sh FpGaDoWnGrAdE

fab1-leaf101# /usr/sbin/chassis-power-cycle.sh

また、すでに ACI モードのときに EPLD ファームウェアをアップグレードする必要がある
場合もあります。

1 Cisco NX OS から ACI モードへの変換の際に FPGA/EPLD のアップグレードが必要
で、アップグレードが行われなかった場合。

2 リーフ/スパインが EPLD のアップグレードが行われない手動でアップグレードされ
た場合 (APIC からのポリシーのアップグレードではなく)

リーフまたはスパインがファブリックに追加されると、EPLD は、新しいバージョン
の EPLD が使用可能なポリシーアップグレード (APIC の firmware タブで行う通常の
アップグレード) で自動的にアップグレードされます。

ソリューション
ACI の旧バージョンでは、問題のリーフ/スパインをダウングレードしてからアップグレー
ドする必要がありましたが、11.2 (1m) 以降では、管理者ユーザーがプロセスを大幅に簡素化
する 2 つのシェル スクリプトを使用できます。

「/Usr/sbin/chassis-power-cycle.sh」スクリプトは、単にソフトウェアの再起動であ
る「リロード」と比較して、電力をハード リセットします。EPLD をアップグレード
する場合は、ライン カードの firmware を再度プログラミングするために、電源を完
全に削除する必要があります。「/Usr/sbin/chassis-power-cycle.sh」が使用できない
場合、または動作しない場合は、電源ケーブルを少なくとも 30 秒間取り外す必要が
あります。その後、再度接続して電源を復元してください。
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概要

Cisco ACI ファブリックが検出された場合、ファブリックが完全に動作可能になるように、
いくつかのコアおよび管理サービスを設定する必要があります。

これらのサービスには、次の設定が含まれています。

•  ノードとコントローラのネットワーク接続。

•  BGP ルート リフレクタ。

•  日付と時刻ポリシー (NTP)。

•  SNMP。

コア サービスと管理サービスは、通常、「Day Zero」タスクとして定義する必要があり
ます。これらのサービスの設定については、Cisco.com で入手可能な『Cisco APIC Basic 
Configuration Guide』を参照してください。

この章では、さまざまなツールやトラブルシューティング シナリオを読者に提供すること
に焦点を当て、これらのサービスが正常に設定され、期待どおりに機能していることを確認
します。

これらの基本的なサービスを適切に設定しないと、ファブリックの動作に影響する可能性が
あり、場合によっては特定の機能が中断される可能性があることを理解することが重要で
す。たとえば、BGP ルート リフレクタが実行中の ACI ファブリックで定義されていない場
合、MP‐BGP は初期化されず、その結果、L3Out で学習されたルートはファブリックに再
配布されません。この設定の中断により、テナントの接続が妨げられる可能性があります。

また、SNMP と NTP の設定に失敗すると、ファブリックの動作に影響します。これは、ACI 
管理者がログの日付を関連付けることができない場合や、障害に対して適切なアラートを受
信できない場合があるためです。
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最後に、ファブリックのすべてのノードとコントローラの OOB またはインバンド接続を適
切に設定しないと、トラブルシューティングが必要になった場合に、それらのデバイスへ
の接続が困難になります。
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apic1# ifconfig oobmgmt
oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.4.20  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.4.255
        inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986  prefixlen 64  scopeid 0x20<link> 
        ether 70:69:5a:ca:29:86  txqueuelen 1000  (Ethernet) 
        RX packets 495815  bytes 852703636 (813.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 432927  bytes 110333594 (105.2 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

apic1# ifconfig bond0.300
bond0.300: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1496 
        inet 10.30.30.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.30.30.255
        inet6 fe80::25d:73ff:fec1:8d9e  prefixlen 64  scopeid 0x20<link> 
        ether 00:5d:73:c1:8d:9e  txqueuelen 1000  (Ethernet)   
        RX packets 545  bytes 25298 (24.7 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 6996  bytes 535314 (522.7 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

インバンドおよびアウトオブバンド管理

ACI ファブリックノードには、管理接続用の 2 つのオプションがあります。デバイスの背面
にある専用の物理管理ポートであるアウトオブバンド (OOB)、または設定可能なパラメー
タで制御する管理テナント内の特定の EPG/BD/VRF を使用してプロビジョニングされたイ
ンバンド (INB) です。管理 (「mgmt」) テナントには OOB EPG がありますが、デフォルト
で存在しており、変更できません。提供される OOB コントラクトの設定のみが可能です。

APIC では、OOB インターフェイスは「ifconfig」コマンド出力で「oobmgmt」として確
認され、インバンドインターフェイスは「bond.x」インターフェイスで表されます。ここ
で <x> は、インバンド EPG 用に設定された encap VLAN です。

リーフでは、OOB インターフェイスは「ifconfig」コマンドの出力で「eth0」と表示
され、INB は専用 SVI として認識されます。ユーザーは、「ifconfig」または「show ip 
interface vrf management: <vrf>」を使用してインターフェイスを表示できます。<vrf> は
インバンド VRF で選択された名前です。
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leaf101# show interface mgmt 0 
mgmt0 is up
admin state is up,
  Hardware: GigabitEthernet, address: 00fc.baa8.2760 (bia 00fc.baa8.2760)
  Internet Address is 192.168.4.23/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, medium is broadcast
  Port mode is routed
  full-duplex, 1000 Mb/s
  Beacon is turned off
  Auto-Negotiation is turned on
  Input flow-control is off, output flow-control is off
  Auto-mdix is turned off
  EtherType is 0x0000
  30 seconds input rate 3664 bits/sec, 4 packets/sec
  30 seconds output rate 4192 bits/sec, 4 packets/sec   
  Rx
    14114 input packets 8580 unicast packets 5058 multicast packets
    476 broadcast packets 2494768 bytes   
  Tx
    9701 output packets 9686 unicast packets 8 multicast packets
    7 broadcast packets 1648081 bytes

leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb   
  IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
  vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive   
     IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24   
     secondary IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24   
     IP broadcast address: 255.255.255.255
  IP primary address route-preference: 0, tag: 0

「Show ip interface vrf management: <vrf>」には、セカンダリ IP アドレスとしてイ
ンバンド管理 BD サブネット IP が表示されます。これは期待された出力です。

スパイン スイッチでは、インバンド管理 IP アドレスが「mgmt:<vrf>」 VRF の専用ループ
バック インターフェイスとして追加されます。この実装は、リーフ スイッチでのインバン
ド管理 IP の実装とは異なります。
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spine201# show ip interface vrf mgmt:inb  
  IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"
  lo10, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 98, mode: pervasive
    IP address: 10.30.30.12, IP subnet: 10.30.30.12/32
    IP broadcast address: 255.255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

スパイン スイッチで次の「show ip int vrf mgmt: <vrf>」コマンド出力を確認します。

[システム設定 (System Settings)] には、APIC のインバンドまたはアウトオブバンド接続の
いずれかの設定を選択するための設定があります。

APIC から送信されたトラフィックのみが、「APIC Connectivity Preferences」で選択され
ている管理設定を使用します。APIC は、いずれか設定されている場合でも、インバンドま
たはアウトオブバンドでトラフィックを受信できます。APIC では、次の転送ロジックが使
用されます。

•  パケットを受信したインタフェースと同じインターフェイスから出力される。

•  直接接続ネットワークを宛先とする APIC から送信されたパケットは、直接接続イ
ンターフェイスに出力される。

•  リモートネットワークを宛先とする APIC から送信されたパケットは、APIC 
Connectivity Preferences の設定に基づいてインバンドまたはアウトオブバンドイ
ンタフェースに出力される。
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apic1# bash
admin@apic1:~> route -n   
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface  
0.0.0.0         192.168.4.1     0.0.0.0         UG    16     0        0 oobmgmt
0.0.0.0         10.30.30.1      0.0.0.0         UG    32     0        0 bond0.300

APIC	接続の設定

OOB が選択された APIC ルーティング テーブル。Oobmgmt インターフェイスのメトリッ
ク値 16 を確認します。これは、bond0.300 インバンド管理インターフェイス メトリック 
32 よりも低いです。つまり、oobmgmt アウトオブバンド管理インターフェイスが出力管
理トラフィックに使用されることを意味します。
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admin@apic1:~> route -n  
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.30.30.1      0.0.0.0         UG    8      0        0 bond0.300
0.0.0.0         192.168.4.1     0.0.0.0         UG    16     0        0 oobmgmt

インバンドが選択された APIC ルーティング テーブル。インバンド管理インターフェイス 
bond0.300 のメトリック 8 が oobmgmt インターフェイス メトリック 16 よりも低いことを
確認します。つまり、bond0.300 インバンド管理インターフェイスが送信管理トラフィッ
クに使用されることを意味します。

リーフおよびスパイン ノードの管理設定は、この設定の影響を受けません。これらの接続
設定は、プロトコル ポリシーの下で選択されます。次に、NTP の例を示します。
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NTP	のスパインまたはリーフ管理の設定

APIC 接続の設定でインバンドが選択されているが、プロトコルの下でアウトオブバンドが
選択されている場合、プロトコル パケットを使用するインターフェイスは次のうちどれか?

•  APIC 接続の設定は、APIC のプロトコル選択よりも常に優先されます。

•    リーフノードは逆であり、プロトコルでの選択のみを参照します。
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シナリオ: 管理ネットワークに到達できない

ユーザーが管理ネットワークに到達できない場合は、さまざまな問題が発生している可能
性がありますが、問題を分離するためには常に同じ方法を使用できます。このシナリオで
は、ユーザーが L3Out の背後にある管理ネットワーク内のどのデバイスにも到達できない
ことを前提としています。

•   APIC 接続の設定を確認します。これについては、図「APIC 接続の設定」で説明さ
れており、オプションは OOB またはインバンドです。

•   選択されている設定に応じて、設定が正しいこと、インターフェイスが稼働してい
ること、デフォルトゲートウェイが選択したインターフェイスを介して到達可能で
あること、およびパケットのパスにドロップされないことを確認します。

GUI の設定のセクションごとに、フォルトのチェックを忘れないでください。ただ
し、一部の設定エラーは予期しない状態である可能性がありますが、ユーザーが最初
に考えたものとは別のセクションでフォルトが生成されることがあります。
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アウトオブバンド管理アクセス

アウトオブバンド設定の確認
アウトオブバンド設定には、「mgmt」と呼ばれる特別なテナントの配下で確認できる次の 
4 つのフォルダーがあります。

•   ノード管理アドレス (Node Management Addresses)。

•   ノード管理 EPG (Node Management EPGs)。

•   アウトオブバンド コントラクト (Out-of-band Contracts、「Contracts」の配下)。

•   外部ネットワークインスタンスプロファイル (External Network Instance Profiles)。
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ノード管理アドレス (Node Management Addresses) は、静的に割り当てることも、プ
ールから割り当てることもできます。次に、スタティック アドレス割り当ての例を示しま
す。タイプがアウトオブバンドの IP アドレスが割り当てられており、デフォルトゲート
ウェイが正しいことを確認します。

スタティック	ノード管理アドレス	GUI	の確認
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アウトオブバンド EPG (Out-of-band EPG) は、Node Management EPGs フォルダの配下に
あります。

アウトオブバンド	EPG	-	デフォルト
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アウトオブバンド EPG (Out-of-band EPG) から提供される管理サービスを制御するコント
ラクトは、out-of-band contracts フォルダーで設定された特別なコントラクトです。

アウトオブバンドコントラクト
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次に、外部ネットワーク インスタンス プロファイル (External Network Instance Profiles) 
が作成され、適切なアウトオブバンド コントラクトが「消費されたアウトオブバンド コン
トラクト (Consumed Out-of-Band Contracts)」として設定されていることを確認します。

外部ネットワーク	インスタンス	プロファイル

確認する次の項目は、インターフェイスの状態とケーブル接続、およびゲートウェイへの
接続です。

•   oobmgmt インターフェイスが起動しているかどうかを確認するには、APIC CLI 
で「ifconfig oobmgmt」と入力します。インターフェイス フラグが「UP」で、
「RUNNING」であること、正しい IP アドレスが設定されていること、およびパ
ケットが RX カウンタと TX カウンタで増加していることを確認します。確認結果
が異なる場合は、正しいケーブルが使用されていること、および APIC の正しい
物理管理ポートに接続されていることを確認します。管理ポートには、Eth1-1 と 
Eth1-2 というラベルが貼られ、最近のハードウェアにはアウトオブバンド インタ
ーフェイスを示す oobmgmt ラベルが貼られています。APIC の背面にある物理ア
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apic1# ifconfig oobmgmt
oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 192.168.4.20  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.4.255
inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether 70:69:5a:ca:29:86  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 295605  bytes 766226440 (730.7 MiB)
RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
TX packets 253310  bytes 38954978 (37.1 MiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

apic1# ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.354 ms

ウトオブバンド管理ポートの詳細については、「ファブリック検出」の章
の「ファブリックの初期設定」の項を参照してください。

•   OOB 経由のネットワーク接続を確認するには、ping を使用してアウトオブバンド
ネットワークを介してパケットのパスをテストします。

APIC の bash シェルで traceroute コマンドを使用して、エンドユーザーへの接続をトレー
スします。Traceroute が不完全な場合は、そのデバイスにログインし(アクセス可能な場
合)、oobmgmt インターフェイスに対しての ping とホストに対しての ping を実行します。
どの方向に障害が発生したかに応じて、従来のネットワークの問題としてトラブルシュー
ティングします。

Traceroute は、TTL が増加する UDP パケットを1から送信することによって動作しま
す。ルータが TTL 1 のパケットを受信し、それをルーティングする必要がある場合、
フレームをドロップし、ICMP 到達不能メッセージを送信者に送り返します。各ホッ
プでは現在の TTL で 3 つの UDP パケットが送信され、アスタリスクは ICMP 到達不
能/TTL 超過パケットが受信されなかったことを表します。ほとんどのネットワーク機
器では ICMP 到達不能/TTL 超過メッセージが無効になっており、ルーティングが必要
な TTL 1 のパケットを受信すると、単にパケットをドロップし、メッセージを送信者
に返信しないため、これら 3 つのアスタリスク ブロックはほとんどのネットワークで
想定された動作となります。



管理およびコア サービス 91

apic1# bash
admin@apic1:~> traceroute 10.55.0.16
traceroute to 10.55.0.16 (10.55.0.16), 30 hops max, 60 byte packets
    1  192.168.4.1 (192.168.4.1)  0.368 ms  0.355 ms  0.396 ms
    2  * * *
    3  * * *
    4  10.0.255.221 (10.0.255.221)  6.419 ms 10.0.255.225 (10.0.255.225)  6.447 ms *
    5  * * *
    6  * * *
    7  10.55.0.16 (10.55.0.16)  8.652 ms  8.676 ms  8.694 ms

fab1-leaf101# tcpdump -n -i eth0 dst port 123
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode  
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:49:01.431624 IP 192.168.4.23.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48
16:49:01.440303 IP 172.18.108.14.123 > 192.168.4.23.123: NTPv4, Server, length 48

リーフ スイッチは、tcpdump コマンドにアクセスできます。これは、oobmgmt インター
フェイスを通過するパケットを確認するために使用できます。次の例では、リーフおよび
スパインスイッチで使用される oobmgmt インターフェイスである「eth0」をキャプチャ
し、tcpdump に対して「-n」オプションを使用して DNS 名の代わりに使用する IP アドレ
スを指定し、次に NTP パケット (UDP ポート 123) に対して特別にフィルタリングします。
前の例では、リーフが NTP サーバ172.18.108.14 をポーリングしていることを思い出してくだ
さい。次に、ユーザーは、NTP パケットがアウトオブバンド インターフェイスを介して送
信されていること、およびリーフがサーバから応答を受信していることを確認できます。
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インバンド管理設定。
インバンド管理設定では、レイヤ 2 またはレイヤ 3 構成に関する特定の考慮が必要です。
この例では、レイヤ 3 構成とトラブルシューティングについてのみ説明します。

インバンド管理設定
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インバンド接続のために、ファブリック ノードに割り当てられるインバンドノード管理ア
ドレスのサブネットを持つ mgmt テナントに BD があることを確認し、L3Out がインバンド
管理 BD の配下に関連付けられていることを確認します。

インバンド管理ゲートウェイとして機能するブリッジ	ドメイン	サブネット

インバンド ノード管理 EPG が存在することを確認します。次のスクリーンショットに示す
ように、インバンド EPG 名は GUI でプレフィックス「inb-」を使用して示されています。イ
ンバンド EPG encap VLAN が VLAN プールと適切に関連付けられていることを確認します。

インバンド管理 EPG で設定された Encap VLAN は、アクセスポリシーによって許可される
必要があります: 「inb mgmt EPG encap VLAN > VLAN Pool > Domain > AEP > Interface 
Policy Group > Leaf Interface Profile > Switch Profile」。サポートするアクセスポリシー
が設定されていない場合は、次のスクリーンショットのようなコード F0467 のフォルトが
発生します。
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フォルト	0467	-	inb	EPG

ブリッジ ドメインが、インバンド サブネットに対して上記で作成したものと同じであるこ
とを確認します。最後に、インバンド管理 EPG に提供されたコントラクトが外部 EPG に
よって消費されていることを確認します。
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インバンド	EPG
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外部	EPG	インスタンスプロファイル
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アウトオブバンドと同様に、ファブリック ノードのインバンド管理 IP アドレスは、事前に
選択された範囲から静的に割り当てるか動的に割り当てることができます。タイプがイン
バンドの IP アドレスが、設定した BD サブネットと一致することを確認します。また、デ
フォルト ゲートウェイが正しいことも確認します。

スタティック	ノード管理アドレス

すべてが正しく設定されていて、フォルトが発生していない場合は、スイッチと APIC の間
で ping を実行して、インバンド接続が ACI 内で正しく動作していることを確認します。

ARP に応答しない接続にループバック インターフェイスを使用しているため、スパイ
ン ノードはインバンドで ping に応答しません。
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fab2-leaf101# tcpdump -n -i kpm_inb dst port 123
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:46:50.431647 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48
16:47:19.431650 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.15.123: NTPv4, Client, length 48

fab1-leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb-vrf
IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
    IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24 secondary
    IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
    IP broadcast address: 255.255.255.255
    IP primary address route-preference: 0, tag: 0

リーフ スイッチで使用されるインバンド インターフェイスは kpm_inb です。同様の 
tcpdump キャプチャを使用して、パケットがインバンド CPU インターフェイスに出力され
ていることを確認します。

インバンドに使用されている SVI が「protocol up/link up/admin up」であることを確認し
ます。



ポッド  ポリシー 手動の Cong が必要

日付と時刻 必要

BGP ルートリフレクタ 必要

SNMP (サーバ ネットワーク管理プロトコル) 必要

ISIS 不要

COOP 不要

管理アクセス 不要

MAC Sec 必要
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ポッドポリシー	―	BGP	RR	/	日付と時刻	/	SNMP

はじめに

BGP RR、日付と時刻、SNMP などの管理サービスは、ポッド ポリシー グループを使用して
システムに適用されます。ポッド ポリシー グループは、ACI ファブリックの重要な機能に
関連するポッドポリシーのグループを制御します。これらのポッド ポリシーは、デフォル
トで ACI ファブリックでプロビジョニングされる次のコンポーネントに関連しています。

ポッド	ポリシー

単一の ACI ファブリックであっても、ポッド ポリシー グループとポッド プロファイルを設
定する必要があります。これは、マルチポッドまたはマルチサイト展開に固有のものでは
ありません。この要件は、すべての ACI 構成タイプに適用されます。

この章では、これらの基本的なポッド ポリシーと、それらが正しく適用されていることを
確認する方法について説明します。
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日付 & 時間ポリシー
日付 & 時間ポリシーについて
時刻の同期は、ACI ファブリックで重要な役割を果たします。証明書の検証から、APIC の
ログタイムスタンプとスイッチの一貫性を維持するには、NTP を使用して ACI ファブリッ
ク内のノードを 1 つ以上の信頼性のある時刻源に同期することがベストプラクティスです。

ノードを NTP サーバプロバイダーに正しく同期させるには、管理アドレスを持つノードを
割り当てるための依存関係があります。これは、スタティック ノード管理アドレスまたは
管理ノード接続グループのいずれかを使用して、管理テナントで実行できます。

ワークフロー

1. ノード管理アドレスがすべてのノードに割り当てられているかどうかを確認します。

管理テナント	-	ノード管理アドレス
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2. NTP サーバが NTP プロバイダーとして設定されているかどうかを確認します。
複数の NTP プロバイダーがある場合は、次の図に示すように、「Preferred」チェックボッ
クスを使用して、それらの 1 つ以上を優先時刻ソースとしてフラグを立てます。

日付と時刻ポッド	ポリシーの配下の	NTP	プロバイダー/サーバ
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3. 「System Settings」の日付と時刻の形式を確認します。
次の図は、日付と時刻の形式が UTC に設定されている例を示しています。

「System	Settings」での日付と時刻の設定
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4. すべてのノードの NTP プロバイダーの同期ステータスの確認
次の図に示すように、「Sync Status」列には「Sync to Remote NTP Server」と表示されま
す。同期ステータスが適切に「Synced to Remote NTP Server」ステータスにコンバージェ
ンスされるまでに数分かかることがあることに注意してください。

NTP	プロバイダー/サーバ同期ステータス

または、APIC とスイッチで CLI を使用して、NTP サーバとの正しい時刻の同期を確認する
こともできます。
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apic1# show ntpq
nodeid     remote                          refid                       st        t   when      poll      reach   
  auth  delay     offset    jitter
------  -  ------------------------------  --------------------------  --------  --  --------  --------  -------
-  ----  --------  --------  --------
1       *  10.48.37.151                    173.38.201.115              2         u   25        64        377   
  none  0.214     -0.118    0.025
2       *  10.48.37.151                    173.38.201.115              2         u   62        64        377   
  none  0.207     -0.085    0.043
3       *  10.48.37.151                    173.38.201.115              2         u   43        64        377   
  none  0.109     -0.072    0.030

apic1# show clock
Time : 17:38:05.814 UTC Wed Oct 02 2019

apic1# bash
admin@apic1:~> date
Wed Oct  2 17:38:45 UTC 2019

leaf1# show ntp peers
-----------------------------------------------------------------------------
    Peer IP Address                         Serv/Peer Prefer KeyId   Vrf
-----------------------------------------------------------------------------
    10.48.37.151                            Server    yes    None    management

leaf1# show ntp peer-status
Total peers : 1
* - selected for sync, + - peer mode(active),

APIC - NX-OS CLI

下の「refId」列には、階層に応じた NTP サーバの時刻ソースが表示されます。

APIC - Bash

スイッチ（Switch）

NTP プロバイダーの設定がスイッチに適切にプッシュされたことを確認するには、「show 
ntp peers」コマンドを使用します。
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- - peer mode(passive), = - polled in client mode
    remote                               local           st poll reach delay vrf
--------------------------------------------------------------------------------
*10.48.37.151                            0.0.0.0         2  64   377   0.000  management

leaf1# show ntp statistics peer ipaddr 10.48.37.151  
...
packets sent:         256
packets received:     256
...

ここでは、NTP サーバが実際に同期に使用されているかどうかを管理するため、「*」
文字が不可欠です。

ACI ノードが NTP サーバに到達可能であることを確認するために、次のコマンドで送信/受
信したパケットの数を確認します。

BGP ルート リフレクタ ポリシー
BGP ルート リフレクタ ポリシーの概要
ACI ファブリックは、マルチプロトコル BGP (MP-BGP) および、より具体的には、リーフと
スパイン ノード間の iBGP VPNv4 を使用して、L3Out に接続されている外部ルータから受
信した経路を交換します。フルメッシュの iBGP ピアトポロジを回避するために、スパイン 
ノードはリーフから受信した VPNv4 プレフィックスをファブリック内の他のリーフノード
に送信します。

BGP ルート リフレクタ (BGP RR) ポリシーがない場合、スイッチ上で BGP インスタンスは
作成されず、BGP VPNv4 セッションは確立されません。マルチポッド構成では、各ポッド
に少なくとも 1 つのスパインが BGP RR として設定され、基本的には冗長性のために 1 つ以
上のスパインが設定されている必要があります。

その結果、BGP RR ポリシーは、すべての ACI ファブリックで不可欠な構成要素になりま
す。BGP RR ポリシーには、ACI ファブリックが各スイッチの BGP プロセスに使用する ASN 
も含まれています。
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ワークフロー

1. BGP RR ポリシーに ASN と少なくとも 1 つのスパインが設定されているかを確認します
次の例は、単一のポッド構成を示しています。

「System	Settings」での	BGP	ルートリフレクタポリシー
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2. BGP RR ポリシーがポッドポリシーグループの配下に適用されているかどうかを確認します。
ポッドポリシーグループの配下にデフォルトの BGP RR ポリシーを適用します。エントリが
空白の場合でも、デフォルトの BGP RR ポリシーはポッドポリシーグループの一部として適
用されます。

ポッドポリシーグループで適用される	BGP	ルートリフレクタポリシー
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spine1# show bgp process vrf overlay-1

BGP Process Information
BGP Process ID                 : 26660
BGP Protocol Started, reason:  : configuration
BGP Protocol Tag               : 65001
BGP Protocol State             : Running
BGP Memory State               : OK
BGP asformat                   : asplain
Fabric SOO                     : SOO:65001:33554415
Multisite SOO                  : SOO:65001:16777199

3. ポッドポリシーグループがポッドプロファイルの配下に適用されているかどうかを確認
します。

ポッドプロファイルで適用されるポッドポリシーグループ

4. スパインにログインし、確立された VPN4 ピア セッションで BGP プロセスが実行されて
いるかどうかを確認します。
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Pod SOO                        : SOO:1:1

...

    Information for address family VPNv4 Unicast in VRF overlay-1
    Table Id                   : 4
    Table state                : UP
    Table refcount             : 9
    Peers      Active-peers    Routes     Paths      Networks   Aggregates
      7          6               0          0          0          0

    Redistribution
        None

    Wait for IGP convergence is not configured
    Additional Paths Selection route-map interleak_rtmap_golf_rtmap_path_advertise_all
    Is a Route-reflector

    Nexthop trigger-delay
        critical 500 ms
        non-critical 5000 ms

    Information for address family VPNv6 Unicast in VRF overlay-1
    Table Id                   : 80000004
    Table state                : UP
    Table refcount             : 9
    Peers      Active-peers    Routes     Paths      Networks   Aggregates
    7          6               0          0          0          0

    Redistribution
        None

    Wait for IGP convergence is not configured
    Additional Paths Selection route-map interleak_rtmap_golf_rtmap_path_advertise_all
    Is a Route-reflector

    Nexthop trigger-delay
        critical 500 ms
        non-critical 5000 ms

...

    Wait for IGP convergence is not configured
    Is a Route-reflector

    Nexthop trigger-delay
        critical 500 ms
        non-critical 5000 ms

上に示すように、リーフ ノードとスパイン ノード間の MP-BGP は、VPNv4 および VPNv6 
アドレス ファミリのみを送受信します。IPv4 アドレス ファミリは、リーフ ノードでのみ 
MP-BGP で使用されます。
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spine1# show bgp vpnv4 unicast summary vrf overlay-1
BGP summary information for VRF overlay-1, address family VPNv4 Unicast
BGP router identifier 10.0.136.65, local AS number 65001
BGP table version is 15, VPNv4 Unicast config peers 7, capable peers 6
0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory
BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.0.136.64     4   65001     162     156       15    0    0 02:26:00 0
10.0.136.67     4   65001     154     154       15    0    0 02:26:01 0
10.0.136.68     4   65001     152     154       15    0    0 02:26:00 0
10.0.136.69     4   65001     154     154       15    0    0 02:26:01 0
10.0.136.70     4   65001     154     154       15    0    0 02:26:00 0
10.0.136.71     4   65001     154     154       15    0    0 02:26:01 0

spine1# show bgp vpnv6 unicast summary vrf overlay-1
BGP summary information for VRF overlay-1, address family VPNv6 Unicast
BGP router identifier 10.0.136.65, local AS number 65001
BGP table version is 15, VPNv6 Unicast config peers 7, capable peers 6
0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory
BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.0.136.64     4   65001     162     156       15    0    0 02:26:11 0
10.0.136.67     4   65001     155     155       15    0    0 02:26:12 0
10.0.136.68     4   65001     153     155       15    0    0 02:26:11 0
10.0.136.69     4   65001     155     155       15    0    0 02:26:12 0
10.0.136.70     4   65001     155     155       15    0    0 02:26:11 0
10.0.136.71     4   65001     155     155       15    0    0 02:26:12 0

スパインとリーフ ノード間の BGP VPNv4 および VPNv6 セッションは、次のコマンドを使
用して確認できます。

上記の出力の「Up/Down」列に注意してください。これは、BGP セッションが確立されて
からの経過時間を示します。また、この例では、各 BGP VPNv4/VPNv6 ピアの「PfxRcd」
列には「0」と表示されています。この ACI ファブリックにはまだ L3Out が設定されてい
ないため、外部経路/プレフィックスがリーフとスパイン ノード間で交換されることはあり
ません。

5. リーフにログインし、確立された VPN4 ピア セッションで BGP プロセスが実行されてい
るかどうかを確認します。
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leaf1# show bgp process vrf overlay-1

BGP Process Information
BGP Process ID                 : 43242
BGP Protocol Started, reason:  : configuration
BGP Protocol Tag               : 65001
BGP Protocol State             : Running
...

leaf1#  show bgp vpnv4 unicast summary vrf overlay-1
BGP summary information for VRF overlay-1, address family VPNv4 Unicast
BGP router identifier 10.0.136.64, local AS number 65001
BGP table version is 7, VPNv4 Unicast config peers 2, capable peers 2
0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory
BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.0.136.65     4   65001     165     171        7    0    0 02:35:52 0
10.0.136.66     4   65001     167     171        7    0    0 02:35:53 0

上記のコマンド出力では、ACI ファブリック内に存在するスパイン ノードの数と等しい数
の BGP VPNv4 セッションが確認できます。スパイン ノードは各リーフと他のルート リフ
レクタ スパイン ノードへのセッションを確立するため、この出力はスパイン ノードとは異
なります。

SNMP

SNMP ポリシー (ポッド ポリシー)、および、入力/出力 SNMP トラフィック フローの
区別
このセクションでは、この項で説明する SNMP の特定のサブセットを明確にすることが重
要です。ACI ファブリックの SNMP は、SNMP Walk または SNMP トラップに関連していま
す。ここでの重要な違いは、SNMP Walk は UDP ポート 161 での入力 SNMP トラフィック  
フローを制御するのに対し、SNMP トラップは UDP ポート 162 リッスンする SNMP トラッ
プ サーバを使用して出力 SNMP トラップ フローを制御することです。

ACI ノード上の入力管理トラフィックでは、ノード管理 EPG (インバンドまたはアウトオ
ブバンド) が必要なコントラクトを提供してトラフィックのフローを許可する必要がありま
す。そのため、これは入力 SNMP トラフィック フローにも適用されます。

ここでは、ACI ノード (APIC およびスイッチ) への入力 SNMP トラフィック フロー (SNMP 
Walk) について説明します。この項では、出力 SNMP トラフィック フロー (SNMP トラップ) 
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については説明しません。これは、モニタリング ポリシーとモニタリング ポリシーの依存関
係 (モニタリング ポリシーのスコープ、モニタリング パッケージなど) などのこのセクション
外の説明が必要となるためです。

このセクションでは、ACI でサポートされている SNMP MIB についても説明しません。
この情報は、次のリンクの Cisco CCO ウェブサイトで入手できます。https://www.cisco.
com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/1-x/mib/list/mib-support.html

ワークフロー

1. SNMP ポッド ポリシー: クライアント グループポリシーが設定されているかどうかを確認
します。
以下のスクリーン ショットに示すように、少なくとも 1 つの SNMP クライアントがクライ
アント グループ ポリシーの一部として設定されていることを確認してください。

ポッド	ポリシー:	SNMP	ポリシー:	クライアント	グループ	ポリシー

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/1-x/mib/list/mib-support.html
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ポッド	ポリシー:	SNMP	ポリシー:	クライアント	グループ	ポリシー
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2. SNMP ポッド ポリシー: 少なくとも 1 つのコミュニティ ポリシーが設定されているかど
うかを確認します。

ポッド	ポリシー:	SNMP	ポリシー:	コミュニティ	ポリシー
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3. SNMP ポッド ポリシー: 管理状態 (Admin State) が「Enabled」に設定されているかどう
かを確認します。

ポッド	ポリシー:	SNMP	ポリシー:	管理状態
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4. 管理テナント: OOB EPG が、UDP ポート 161 を許可する OOB コントラクトを提供して
いるかどうかを確認します。
OOB EPG は APIC およびスイッチの OOB 管理ポートへの接続を制御します。したがっ
て、OOB ポートに入力されるすべてのトラフィック フローに影響します。

ここに記載されているコントラクトには、SNMP だけではなく、必要なすべての管理
サービスが含まれていることを確認してください。たとえば、少なくとも SSH (TCP 
ポート 22) を含める必要があります。このようにしないと、SSH を使用してスイッチ
にログインすることはできません。APIC はユーザーが完全にロックアップされないよ
うにするために SSH、HTTP、HTTPS を許可するメカニズムを備えているため、これ
は APIC には適用されないことに注意してください。

管理テナント:	OOB	EPG:	提供される	OOB コントラクト
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5. 管理テナント: OOB コントラクトが存在し、UDP ポート 161 を許可するフィルタがある
かどうかを確認します。

管理テナント:	OOB	EPG:	提供される	OOB コントラクト

次の図で示すような UDP ポート 161 だけを許可することは必須ではありません。UDP ポー
ト 161 を任意の方法で許可するフィルタを持つコントラクトで問題ありません。common 
テナントからのデフォルト フィルタを使用して、コントラクトの対象にすることもできま
す。この例では、わかりやすくするために、特定のフィルタが UDP ポート 161 専用に設定
されています。
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管理テナント:	OOB コントラクト:	UDP	ポート	161	を許可する	lter

6. 管理テナント: OOB コントラクトを消費する有効なサブネットがある外部管理ネットワー
ク インスタンス プロファイルが存在するかどうかを確認します。
外部管理ネットワーク インスタンス プロファイル (ExtMgmtNetInstP) は、OOB EPG を介
して到達可能なサービスを消費する必要がある、「Subnets」で定義された外部ソースを表
します。したがって、ExtMgmtNetInstP は OOB EPG によって提供されるものと同じ OOB
コントラクトを消費します。これは、UDP ポート 161 を許可するコントラクトです。さら
に、ExtMgmtNetInstP は、OOB EPG によって提供されるサービスを消費する可能性があ
る、許可されたサブネット範囲も指定します。
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管理テナント:	OOB コントラクトおよびサブネットが消費された	ExtMgmtNetInstP

上の図に示すように、CIDR ベースのサブネット表記が必要です。この図は、特定の /24 サ
ブネットを示しています。また、サブネット エントリが SNMP ポッド ポリシーで設定さ
れている SNMP クライアント エントリに対応することが必要です (図「ポッド ポリシー: 
SNMP ポリシー: クライアント グループ ポリシー」を参照)。

前述のように、必要な他の管理サービスがロックアウトされないように、必要なすべ
ての外部サブネットを含めるように注意してください。
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leaf1# ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether f4:cf:e2:28:fc:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.48.22.77/24 brd 10.48.22.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f6cf:e2ff:fe28:fcac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

leaf1# tcpdump -i eth0 udp port 161
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
22:18:10.204011 IP 10.155.0.153.63392 > 10.48.22.77.snmp:  C=my-snmp-community GetNextRequest(28)
.iso.0.8802.1.1.2.1.1.1.0
22:18:10.204558 IP 10.48.22.77.snmp > 10.155.0.153.63392:  C=my-snmp-community GetResponse(29)
.iso.0.8802.1.1.2.1.1.2.0=4

7. スイッチにログインし、tcpdump を実行して、SNMP Walk パケット (UDP ポート 161) 
を確認します。
SNMP Walk パケットがスイッチの OOB ポートで受信できている場合、必要なすべての 
SNMP および OOB ベースのポリシー/パラメータが適切に設定されていることを意味しま
す。したがって、問題ないことが確認できます。
リーフ ノードの Tcpdump は、Linux シェルと Linux netdevices を利用します。したがっ
て、次の例に示すように、インターフェイス eth0 上のパケットをキャプチャする必要があ
ります。この例では、SNMP クライアントが 1.0.8802.1.1.2.1.1.1.0 に対して SNMP Get を実行
しています。
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概要

ACI 管理者は、ファブリック内のポートで VLAN をどのように設定するでしょう。ACI 管理
者は、アクセス ポリシーに関連する障害に対処するためにどのように取り掛かりますか。
ここでは、ファブリック アクセス ポリシーに関連する問題をトラブルシューティングする
方法について説明します。

トラブルシューティングのシナリオに進む前に、アクセス ポリシーの機能と ACI オブジ
ェクトモデル内での関係について、読者が十分に理解していることが不可欠です。このた
め、読者は、Cisco.com (https://developer.cisco.com/site/apic-mim-ref-api/)で入手可能
な「ACI ポリシー モデル」と「APIC Management Information model Reference」ドキュ
メントの両方を参照できます。

アクセス ポリシーの機能は、リーフ スイッチのダウンリンク ポートで特定の設定を有効に
することです。ACI ファブリック ポートを通過するトラフィックを許可するようにテナント 
ポリシーが定義される前に、関連するアクセス ポリシーが設定されている必要があります。

通常、アクセス ポリシーは、新しいリーフ スイッチがファブリックに追加されたとき、ま
たはデバイスが ACI リーフ ダウンリンクに接続されている場合に定義されます。ただし、
動的な環境によっては、ファブリックの通常の動作中にアクセスポリシーを変更できま
す。たとえば、新しい VLAN のセットを許可するか、または新しいルーテッド ドメインを
ファブリック アクセス ポートに追加します。

ACI アクセス ポリシーは、最初は少し厄介ですが、非常に柔軟で、常時進化する大規模な 
SDN ネットワークへの設定のプロビジョニングを簡素化するように設計されています。

https://developer.cisco.com/site/apic-mim-ref-api/
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アクセス ポリシーの設定:  方法

アクセス ポリシーは個別に設定できます。つまり、個別に必要なすべてのオブジェクトを
作成することです。または ACI GUI によって提供される多数のウィザードを使用して定義
することもできます。

ウィザードはワークフローを使用してユーザーに指示し、必要なすべてのポリシーが設定
されていることを確認するため、非常に便利です。

アクセス	ポリシー:	クイック	スタート	ウィザード

上の図は、複数のウィザードがあるクイック スタート ページを示しています。

アクセス ポリシーを定義したら、一般的な推奨事項は、関連するすべてのオブジェクトに
フォルトが表示されないようにポリシーを検証することです。
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たとえば、次の図では、スイッチ プロファイルに、存在しないインターフェイス セレクタ ポ
リシーが割り当てられています。注意深いユーザーは、オブジェクトの「missing-target」
状態を簡単に特定し、GUI からフォルトのフラグが建てられたことを確認できます。

リーフ	Prole:	SwitchProle_101
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Leaf	Profile	—	SwitchProfile_101	-	フォルト

この場合、フォルトを修正するのは、「ポリシー」と呼ばれる新しいインターフェイスセ
レクタプロファイルを作成するのと同様に簡単です。

基本的なアクセス ポリシーの手動設定については、次の段落で詳しく説明します。

アクセス ポリシー手動基本設定

アクセス ポリシーを展開する場合、オブジェクトは、特定のダウンリンクの使用目的を
表すために定義されています。ダウンリンクをプログラムする宣言 (たとえば、EPG スタ
ティック ポートの割り当て) は、このような明示的な目的に依存しています。これにより、
設定を拡張し、特定の外部デバイスに特に接続されたスイッチやポートなど、類似の使用
オブジェクトを論理的にグループ化することができます。
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この章の残りの部分については、次のトポロジを参照してください。

デュアル	ホーム接続サーバのアクセス	ポリシーの定義のトポロジ

ウェブ サーバは、ACI ファブリックに接続されています。ウェブ サーバには、LACP ポート 
チャネルで設定された2つのネットワーク インターフェイス カード (NIC) があります。ウェ
ブ サーバは、リーフ スイッチ 101 および 102 のポート 1/9 に接続されています。ウェブ サー
バは VLAN 1501 に依存しており、EPG の「EPG-Web」に存在する必要があります。
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スイッチプロファイルの設定
最初の論理手順は、どのリーフ スイッチを使用するかを定義することです。「スイッチ プ
ロファイル」には、使用するリーフ ノード ID を定義する「スイッチ セレクタ」が含まれて
います。

スイッチ	ポリシー

一般的に推奨されるのは、プロファイルの一部であるノードを示す命名方式を使用して、
個々のリーフ スイッチごとに 1 つのスイッチプ ロファイルを設定し、VPC ドメイン ペアご
とに 1 つのスイッチ プロファイルを設定することです。

クイック スタートでは、適用されている場所を簡単に把握できるような論理命名スキーム
が導入されています。作成される名前は、「Switch<node-id>_Profile」形式に従います。
例として、「Switch101_Profile」は、リーフノード 101 を含むスイッチプロファイルで、
「Switch101-102_Profile」は、VPC ドメインの一部であるリーフノード 101 と 102 を含むス
イッチプロファイルです。
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インターフェイスプロファイルを設定
スイッチ アクセス ポリシーを作成したら、次の論理手順はインターフェイスの定義です。
これは、「ポートブロック」定義を含む 1 つ以上の「アクセス ポート セレクタ」で構成さ
れる「インターフェイス プロファイル」を作成することによって行われます。

インターフェイス	ポリシー

「インターフェイス プロファイル」と関連するスイッチ間の関係を形成するには、「スイッ
チ プロファイル」を「インターフェイス プロファイル」にリンクします。

「インターフェイス プロファイル」は、さまざまな方法で定義できます。「スイッチ プロフ
ァイル」と同様に、物理スイッチごとに 1 つの「インターフェイス プロファイル」を、VPC 
ドメインごとに「インターフェイス プロファイル」を作成する事もできます。これらのポリ
シーは、対応するスイッチ プロファイルに 1 対 1 のマッピングを持つ必要があります。この
ロジックに従うと、ファブリック アクセス ポリシーが大幅に簡素化され、他のユーザーが簡
単に理解できるようになります。

クイック スタートで採用されているデフォルトの命名方式をここで使用することもでき
ます。このプロファイルがインターフェイスを選択することを示す 「<switch profile 
name>_ifselector」形式に従います。例として、「Switch101_Profile_ifselector」が挙げ
られます。この例の「インターフェイス プロファイル」は、リーフ スイッチ 101 で非 VPC 
インターフェイスを設定するために使用され、「Switch101_Profile」アクセス ポリシーに
のみ関連付けられます。
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インターフェイスプロファイルに関連付けられているスイッチプロファイル

Eth 1/9 の「インターフェイス プロファイル」は、リーフ スイッチ 101 と 102 の両方
を含む「スイッチ プロファイル」に接続されているため、両方のノードでの Eth1/9 の
プロビジョニングは同時に開始することに注意してください。

この時点で、リーフ スイッチとそのポートが定義されています。次の論理手順は、これら
のポートの特性を定義することです。「インターフェイス ポリシー グループ」は、これら
のポート プロパティの定義を行います。上記の LACP ポート チャネルを構成するために、
「VPC インターフェイス ポリシー グループ」が作成されます。

ポリシー	グループ
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「VPC インターフェイス ポリシー グループ」は、「アクセスポートセレクタ」から「イン
ターフェイスプロファイル」に関連付けられ、リーフ スイッチ/インターフェイスからポー
ト プロパティへの関係を形成します。

スイッチとインターフェイスの統合

VPC の設定
2 つのリーフ スイッチを介して LACP ポート チャネルを作成するには、リーフ スイッチ 101 
と 102 の間で VPC ドメインを定義する必要があります。これは、2 つのリーフ スイッチ間
に「VPC 保護グループ」を定義することによって行われます。

VPC
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VLAN プールの設定
次の論理手順では、このポートで使用される VLAN を作成します (この場合は VLAN-1501)。
「Encap Blocks」を使用した「VLAN プール」の定義により、この設定が完了します。

VLANプール範囲のサイズを検討するときは、VMM統合を使用している場合、ほとんどの
展開で必要なのは単一のVLANプールと 1 つの追加プールのみであることに注意してくださ
い。レガシー ネットワークから ACI に VLAN を移行するには、レガシー VLAN の範囲をス
タティック VLAN プールとして定義します。

例として、VLAN 1-2000 がレガシー環境で使用されていると仮定します。VLAN 1-2000 を
含むスタティック VLAN プールを 1 つ作成します。これにより、ACI ブリッジ ドメインと 
EPG がレガシー ファブリックにトランクされます。VMM を導入する場合は、空き VLAN 
ID の範囲を使用して 2 番目のダイナミック プールを作成できます。

VLAN	プール

ドメインを設定
次の論理手順は「ドメイン」を作成することです。「ドメイン」は、VLAN プールの範囲  
(つまり、そのプールが適用される場所) を定義します。「ドメイン」は、物理、仮想、ま
たは外部 (ブリッジまたはルーティング) のいずれかになります。この例では、ベア メタル 
サーバをファブリックに接続するために「物理ドメイン」が使用されます。この「ドメイ
ン」は、必要な VLAN を許可するために「VLAN プール」に関連付けられます。
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物理ドメイン

ほとんどの導入環境では、ベアメタル導入には単一の「物理ドメイン」が十分であ
り、L3Out の導入には単一の「ルーテッド ドメイン」が十分です。両方とも同じ「VLAN 
プール」にマッピングできます。ファブリックがマルチテナント方式で展開されている場
合、または特定の EPG & VLAN をどのユーザーがポートに展開できるかを制限するために
きめ細かい制御が必要な場合は、より戦略的なアクセス ポリシー設計を検討する必要があ
ります。

「ドメイン」には、ロール ベース アクセス コントロール (RBAC) を使用してユーザーのポ
リシー アクセスの制限行う「セキュリティ ドメイン」の機能もあります。

スイッチに VLAN を配置する場合、ACI は、VLAN の送信元ドメインに基づいて一意
の VXLAN ID を使用して、スパニングツリー BPDU をカプセル化します。このため、
他のブリッジとの STP 通信を必要とするデバイスを接続する場合は、必ず同じドメイ
ンを使用することが重要です。

VLAN VXLAN ID は、VPC スイッチが VPC で学習した MAC および IP アドレスを同期
できるようにするためにも使用されます。このため、VLAN プールの最も簡単な設計
は、スタティック展開に単一のプールを使用し、ダイナミック展開用に 2 つ目のプー
ルを作成することです。

接続可能アクセス エンティティ プロファイル（AEP）の作成
アクセス ポリシー設定の 2 つの主要な項目が完了しました。スイッチとインターフェイス
の定義、およびドメイン/VLAN の定義。「接続可能アクセス エンティティ プロファイル」 
(AEP) と呼ばれるオブジェクトは、これら ２ つの項目をまとめて関連付けます。
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「ポリシー グループ」は 1 対多の関係で AEP にリンクされています。これにより、AEP 
は、同様のポリシー要件を共有するインターフェイスとスイッチをまとめてグループ化す
ることができます。これは、特定のスイッチ上のインターフェイスのグループを表すとき
に、1 つの AEP だけを参照すればいいことを意味します。

接続可能アクセス	エンティティ	プロファイル

ほとんどの導入では、1 つの AEP をスタティック パスに使用し、VMM ドメインごとに 1 つ
追加の AEP を使用するべきです。

最も重要な考慮事項は、VLAN を AEP 経由でインターフェイスに導入できることです。こ
れを行うには、EPG を AEP に直接マッピングするか、事前プロビジョニング用の VMM ド
メインを設定します。これらの設定はいずれも、関連付けられたインターフェイスをトラ
ンク ポートとして設定します (レガシースイッチでは「switchport mode trunk」)。
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このため、ルーテッド ポートまたはルーテッド サブインターフェイスを使用する場合
は、L3Out 用に個別の AEP を作成することが重要です。L3Out で SVI が使用されている場
合は、追加の AEP を作成する必要はありません。

テナント、アプリケーション、および EPG の設定
ACI は、ポリシー ベースのアプローチを使用して、接続を定義するさまざまな方法を使用
します。

最も低いレベルのオブジェクトは、「エンドポイント グループ」 (EPG) と呼ばれます。EPG 
コンストラクトは、同様のポリシー要件を持つ VM またはサーバ (エンドポイント) のグルー
プを定義するために使用されます。テナントの下に存在する「アプリケーション プロファ
イル」は、EPG を論理的にグループ化するために使用されます。

テナント、アプリケーション、および	EPG
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次の論理手順は、EPG をドメインにリンクすることです。これにより、ワークロード、EPG、
および物理スイッチ/インターフェイス (アクセス ポリシー) を表す論理オブジェクト間のリン
クが作成されます。

EPG	からドメインへのリンク
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EPG スタティック バインディングの設定
最後の論理手順は、特定の EPG 用にスイッチ インターフェイスに VLAN をプログラムす
ることです。これは、物理ドメインを使用する場合に特に重要です。このタイプのドメイ
ンには明示的な宣言が必要であるためです。これにより、EPG がファブリックから拡張さ
れ、ベアメタル サーバを EPG に分類できるようになります。

スタティック	バインディング

「Port Encap」で指定される VLAN は、「VLAN プール」に含まれている必要があり
ます。そうでない場合は、フォルト フラグが立てられます。これについては、この章
の「トラブルシューティング ワークフロー」の項で説明します。
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アクセス ポリシー設定の概要
次の図は、リーフ スイッチ 101 および 102 への VPC 接続を使用して、VLAN 1501 を介し
てホストへの接続を許可するために作成されたすべてのオブジェクトをまとめたものです。

ベアメタル	ACI	接続
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追加サーバの接続
以前に作成したすべてのポリシーを使用して、リーフ スイッチ 101 および 102 上のポート 
Eth1/10 にもう 1 台のサーバをポート チャネルで接続するのはどの様な方法でしょうか。

「ベアメタル ACI 接続」の図を参照して、少なくとも以下を作成する必要があります。

•   追加のアクセス ポート セレクタとポートブロック。

•   追加の VPC インターフェイス ポリシー グループ 。

•   ポート Encap を使用した追加のスタティック バインディング。

LACP ポート チャネルでは、VPC ポリシーグループ毎に VPC id が決まるため、専用
の VPC インターフェイス ポリシー グループを使用する必要があることに注意してく
ださい。

個々のリンクの場合で、同じポートプロパティが必要な場合は、非 VPC インターフェイス
ポリシー グループを追加のサーバ用に再使用することができます。

結果として得られるポリシーは、次の図のようになります。
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セットアップへの	server2	の接続

この次は
次の項では、この概要で説明されているトポロジと使用例から始めて、いくつかのアクセ
ス ポリシーの障害シナリオについて説明します。
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トラブル	シューティング	ワークフロー

アクセスポリシーを設定していると、次のトラブルシューティングのシナリオが発生する可
能性があります。

•   アクセス ポリシー内の 2 つ以上のエンティティ間の関連付けがない (アクセス ポリ
シー グループが AEP にリンクされていないなど)。

•   存在していないもしくは予期しないポリシーが特定のアクセスポリシーに関連付
けられている。例えば「lldp_enabled」という名前の LLDP ポリシーで実際には 
LLDP の送受信が無効になっている。

•   設定されている VLAN プールから設定された VLAN ID encap が欠落しているか、ま
たは予期しない値がアクセス ポリシーに含まれている。

•   EPG への物理または仮想ドメインの関連付けがないなど、EPG とアクセス ポリシ
ー間の関係がない。

上記のトラブルシューティングのほとんどでは、アクセス ポリシーの関係を調べて、関係
が欠落しているかどうか、どのポリシーが設定されているか、または設定が望ましい動作に
なるかどうかを理解する必要があります。

インターフェイス、PC および VPC の設定クイック スタート

APIC GUI では、インターフェイス、PC および VPC の設定クイック スタートで、管理者に
既存のアクセスポリシーを集約表示することで、アクセスポリシーの確認が容易になりま
す。このクイック スタート ウィザードについては、GUI の次の場所を参照してください。

' Fabric > Access Policies > Quick Start > Steps > Configure Interface, PC, and VPC '.
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「インターフェイス、PC	および	VPC	の設定クイック	スタート」の場所

ウィザードの名前に「Configure」とありますが、インターフェイスにプログラミン
グされた多くのアクセス ポリシーを集約表示する為、非常に便利です。この集約表示
は、すでに定義されているポリシーを理解するための単一のビューとして機能し、ア
クセス ポリシー関連の問題の分離を開始するために必要なクリック回数を効率的に減
らします。

トラブルシューティングのためのクイック スタートの使用

クイック スタート ビューが表示されると、[Configured Switch Interfaces] ビュー (左上の
ペイン) を参照して、既存のアクセスポリシーを確認できます。ウィザードは、アクセス ポ
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リシーの設定に応じて、個々のまたは複数のリーフ スイッチを表すフォルダの下にあるエ
ントリをグループ化します。

ウィザードの便利さのデモとして、次のウィザードのスクリーンショットを表示していま
す。読者はファブリック トポロジの事前知識がないことを前提としています。

「インターフェイス、PC	および	VPC	の設定」クイック	スタートのデモビュー

[Configured Switch Interfaces] ペインには、アクセス ポリシー マッピングが表示されま
す。[VPC Switch Pairs] ペインに、完了した VPC 保護グループの定義が表示されます。



スイッチ ノード インターフェイス ポリシー グループ タイプ ドメイン タイプ VLAN

101 1/31 単独 ルーテッド (L3) 2600

101 1/4 単独 Phys (ベア メタル) 311-3..?

103-104 1/10 VPC Phys (ベア メタル) 100-3..?
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次の表に、上記のスクリーンショットから取得できる設定済みアクセスポリシー定義の一
部を示します。

上記のクイックスタートビューから取得できる設定済みアクセスポリシーの一部

デフォルトのビューでは、VLAN	列のエントリが意図的に不完全になります。

同様に、設定済み「VPC Protection Group」ポリシーは、「VPC Switch Pairs」ビュー  
(左下のペイン) から確認できます。「VPC Protection Groups」は 2 つのリーフ ノード間の 
VPC ドメインを定義するポリシーであるため、これを利用しない場合は、VPC を導入でき
ません。

ペインのサイジングが原因で、長いエントリが完全に表示されないことに注意してくださ
い。任意のエントリの値をすべて表示するには、目的のフィールドにマウス ポインタを移
動します。
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マウスポインタを	103-104	の	int	1/10	VPC	の	
「Attached	Device	Type」に移動しています。

ペインの上にマウスを合わせると、完全なエントリが表示されます。



スイッチ ノード インターフェイス ポリシー グループ タイプ ドメイン タイプ VLAN

101 1/31 単独 ルーテッド (L3) 2600

101 1/4 単独 Phys (ベア メタル) 311-320

103-104 1/10 VPC 100-300,900-999

103-104 1/10 VPC Phys (ベア メタル) ルーテッド (L3) 100-300,900-999
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マウスで表示される詳細を使用して、設定済みアクセスポリシーの表を更新

すべての VLAN の関連付けが確認でき、トラブルシューティングと調査のために理解
できるようになりました。

トラブルシューティング シナリオ

次のトラブルシューティングのシナリオでは、前の章と同じトポロジを参照してください。
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アクセス	ポリシーの「概要」セクションからのトポロジ

シナリオ 1: Fault F0467: invalid path、nwissues
このフォルトは設定を適切に適用できるようにする為の対応するアクセス ポリシーが設定さ
れていない状態でスイッチ/ポート/VLAN 宣言を作成したために発生します。このフォルトの
説明によっては、アクセス ポリシー関連付けの別の要素が欠落している可能性があります。
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関連するアクセスポリシー関連付けが行われていない状態で、トランキング encap VLAN 
1501 を使用して上記の VPC インターフェイスのスタティック バインディングを展開すると
と、EPG で次のフォルトが発生します。

フォルト: F0467

説明:フォルト デリゲート: uni/tn-Prod1/ap-epg-EPG-Web node 101 101_102_
eth1_9 に対する設定が失敗しました 理由: 無効なパス設定、無効な VLAN 設定、デ
バッグ メッセージ: invalid-vlan: vlan-1501: STP セグメント ID が Encap に対して存在
しません。EPG がドメインに関連付けられていないか、またはドメインにこの VLAN 
が割り当てられていません。無効-パス: vlan-1501: 必要な VLAN を持つ EPG とポート
の両方に関連付けられているドメインがありません。

上記のフォルトの説明からはの説明からは、障害が発生している原因について明確な兆候
がいくつかあります。アクセス ポリシーの関係を確認したり、EPG へのドメインの関連付
けを確認したりするための警告が表示されます。
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上記のシナリオでクイックスタート ビューを確認すると、アクセス ポリシーに VLAN が欠
落していることが明らかになります。

クイックスタートビュー:	101-102、Int	1/9	VPC	で	VLAN	が欠落している

エントリには、どの VLAN ID への参照も含まれていないことに注意してください。
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修正すると、クイックスタート ビューに「(VLAN 1500-1510)」と表示されます。

101-102、Int	1/9	VPC	に	「Bare	Metal	(VLANs:	1500-1510)」が表示されるようになる

ただし、EPG フォルト は次の説明が更新された F0467 フォルトが残っています。

フォルト: F0467

説明:フォルト デリゲート: uni/tn-Prod1/ap-App1/epg-EPG-Web node 101 101_102_
eth1_9 に対する設定が失敗しました 理由: 無効なパス設定、無効な VLAN 設定、デ
バッグ メッセージ: invalid-path: vlan-150: 必要な VLAN を持つ EPG とポートの両方に
関連付けられているドメインがありません。
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上記のフォルトが発生した場合は、EPG のドメインの関連付けをチェックして、EPG に関
連付けられているドメインがないことを確認します。

EPG-Web	にはスタティック	ポートが関連付けられているが、	
ドメインの関連付けがない

VLAN 1501 が含まれているドメインが EPG に関連付けられると、それ以外のフォルトは発
生しません。

シナリオ 2: VPC を EPG スタティック ポートまたは L3Out 論理インターフェイスプロ
ファイル (SVI) に展開するパスとして選択できない
VPC を EPG スタティック ポートまたは L3Out 論理インターフェイス プロファイル SVI エ
ントリのパスとして設定しようとしても、目的の VPC が使用可能なオプションとして表示
されない。
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VPC スタティック バインディングを展開しようとすると、次の 2 つのハード要件があり
ます。

1 対象のリーフ スイッチのペアに対して、VPC の明示的な保護グループを定義する必
要があります。

2 フルアクセス ポリシー マッピングを定義する必要があります。

両方の要件は、上記のクイックスタート ビューから確認できます。いずれも完了していな
い場合、VPC はスタティック ポート バインディングの使用可能なオプションとして表示さ
れません。

シナリオ 3: 障害 F0467: ファブリック encap はすでに別の EPG で使用されています。
デフォルトでは、VLAN はグローバル スコープです。つまり、特定の VLAN ID は、特定の
リーフ スイッチ上の単一の EPG にのみ使用できます。特定のリーフ スイッチ内の複数の 
EPGs で同じ VLAN を再利用しようとすると、次のフォルトが発生します。

フォルト: F0467

説明:フォルト デリゲート: uni/tn-Prod1/ap-App1/epg-EPG-BusinessApp node 102 
101_102_eth1_8 に対する設定が失敗しました 理由: ENCAP がすでに別の EPG で
使用されています。デバッグ メッセージ:encap-already-in-use Encap がすでに 
Prod1:App1:EPG-Web で使用されています

別の VLAN を選択するのではなく、この設定を有効にするもう 1 つのオプションは、「ポー
ト ローカル」 VLAN スコープの使用を検討することです。この VLAN スコープでは、VLAN 
をインターフェイス単位でマッピングできます。これは、VLAN 1501 が、同じリーフ上の複
数のインターフェイスにわたって異なる EPG に使用される可能性があることを意味し
ます。

「ポート ローカル」スコープは、(特に L2 ポリシーを介して) ポリシー グループごとに関連
付けられますが、リーフ レベルで適用されます。
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APIC	GUI	内の「VLAN	スコープ」設定を変更する場所

「ポート ローカル」の VLAN スコープ設定を実装する前に、Cisco.com の『 Cisco APIC 
Layer 2 Network Configuration Guide 』を参照して、目的の使用例と設計について、その
制限と設計上の制限が許容されることを確認してください。

特記
使用状況の表示
アクセス ポリシーに固有のものではありませんが、GUI のほとんどのオブジェクトでは
「Show Usage」というラベルが付いたボタンを使用できます。このボタンは、選択したオ
ブジェクトをルートとするポリシー検索を実行して、どのリーフ ノード/インターフェイス
が直接関係しているかを表示します。これは、一般的な確認のシナリオと、特定のオブジ
ェクトまたはポリシーが使用中であるかどうかを確認するために役立ちます。
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次のスクリーンショットでは、選択した AEP が2つの異なるインターフェイスによって使用
されています。これは、AEP に変更を加えると、関連付けられたインターフェイスに直接
影響を与えることを意味します。

「Attachable	Access	Entity	Profile」で	[Show	Usage]	が使用されている場合の表示

重複する VLAN プール
アクセス ポリシーの機能では、特定の VLAN をインターフェイスに展開できるようにしま
すが、設計フェーズ中に考慮する必要がある追加の使用方法があります。具体的には、ド
メインは外部カプセル化に関連付けられた VXLAN ID (ファブリック Encap と呼ばれる) の
計算に使用されます。この機能は一般にデータ プレーン トラフィックに大きな影響を与え
ませんが、このような ID は特に、スパニングツリー BPDU を含む、ファブリックを通過
するプロトコルのサブセットに関連しています。Leaf1 上の VLAN-<id> BPDU 入力がリー
フ2を出力すると予想される場合 (たとえば、レガシー スイッチが ACI を介してスパニング 
ツリーを集約している場合など)、VLAN-<id> は両方のリーフ ノードで同じファブリック 
encap を持つ必要があります。同じアクセス VLAN でファブリック encap の値が異なる場
合、BPDU はファブリックを通過しません。

前の項で説明したように、各ドメインが一意のリーフ スイッチのセットにのみ適用される
ようにするために特別な注意が取られていない限り、複数のドメイン (VMM と物理) で同じ 
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leaf# moquery -c stpAllocEncapBlkDef
# stp.AllocEncapBlkDef
encapBlk     : uni/infra/vlanns-[physvlans]-dynamic/from-[vlan-1500]-to-[vlan-1510]
base         : 8492
dn           : allocencap-[uni/infra]/encapnsdef-[uni/infra/vlanns-[physvlans]-dynamic]/allocencapblkdef-
[uni/infra/vlanns-[physvlans]-dynamic/from-[vlan-1500]-to-[vlan-1510]]
from         : vlan-1500
to           : vlan-1510

VLAN を設定することは避けてください。両方のドメインから特定の VLAN が同じリーフ ス
イッチで利用されるとアップグレード (またはクリーン リロード) 後に、基盤となる VXLAN 
が変更され、STP コンバージェンスの問題につながる可能性があります。この動作は、各
ドメインが持つ次の式 VXLAN ID を決定するために使用される一意の数値 (「base」属性) 
によるものです。

encap - from_encap ==> encap - from_encap

特定のリーフにプッシュされるドメインを検証するために、moquery を
「stpAllocEncapBlkDef」クラスに対して実行できます。

この出力から、は次のアクセス ポリシー定義を識別します。

•   Vlan 1500-1510 を明示的に定義している VLAN のブロックを使用してプログラムさ
れた VLAN プールがあります。

•   この VLAN のブロックは、「physvlans」という名前のドメインに関連付けられて
います。

•   VXLAN 計算で使用される基本値は 8492 です。

•   VLAN 1501 用の VXLAN の計算は、8492 + (1501-1500) = 8493 で、これがファブ
リック カプセル化に利用されます
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leaf# show system internal epm vlan all
+----------+---------+-----------------+----------+------+----------+-----------
VLAN ID    Type      Access Encap     Fabric    H/W id  BD VLAN    Endpoint   
                     (Type Value)     Encap                          Count   
+----------+---------+-----------------+----------+------+----------+-----------  
13          Tenant BD NONE            0 16121790   18     13         0
14            FD vlan 802.1Q       1501 8493       19     13         0

結果として得られる VXLAN ID (この例では 8493) は、次のコマンドで確認できます。

同じリーフにプッシュされる VLAN-1501 を含む他の VLAN プールがある場合、アッ
プグレードまたはクリーン リロードによって一意のベース値が取得される可能性があ
ります (その後、異なる Fabric Encap)。これにより、VLAN-1501 で BPDU を受信する
ことが想定されている別のリーフに BPDU が到達することを阻害します。
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概要

ACI ソリューションの基本的なセキュリティ アーキテクチャは、ホワイトリスト モデルに
従います。VRF が unenforced モードで設定されている場合を除き、すべての EPG から 
EPG へのトラフィック フローは暗黙的にドロップされます。設定済みのホワイト リスト モ
デルで暗示されているように、デフォルトの VRF 設定は enforced モードになっています。
スイッチ ノードにゾーニング ルールを実装することによって、トラフィック フローを許可
または明示的に拒否することができます。これらのゾーニング ルールは、エンドポイント 
グループ (EPG) 間の目的の通信フローと、それらの定義に使用される方法に応じて、さま
ざまな設定でプログラムできます。ゾーニング ルール エントリはステートフルではないこ
とに注意してください。また、ルールがプログラムされた後、2 つの EPGs によって指定さ
れたポート/ソケットに基づいて、通常は許可/拒否が行われます。

ゾーニング ルールをプログラムする方法

ACI 内のゾーニング ルールをプログラムする主な方法は次のとおりです。

•   EPG EPG コントラクト: 通常は、2 つ以上の異なるエンドポイント グループでゾー
ニング ルールをプログラムするために、少なくとも 1 つのコンシューマと 1 つのプ
ロバイダーが必要です。

•   優先グループ: VRF レベルでのグループ化を有効にする必要があります。VRF ごと
に 1 つのグループのみ存在できます。グループのすべてのメンバーは自由に通信で
きます。非メンバーは、優先グループへのフローを許可するコントラクトを必要と
します。

•   vzAny: 特定の VRF で定義されている「EPG Collection」。vzAny は、VRF 内の
すべての EPG を表します。VzAny の使用により、1 つのコントラクト接続を介し
て、VRF 内の 1 つの EPG とすべての EPG 間のフローが可能になります。

次の図は、上記の各方法で制御が可能なゾーニング ルールの粒度を参照するために使用で
きます。
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ゾーン分割の比較:	ルールの方法論

ゾーニング ルールのプログラミング方法を利用する際には、コントラクトの範囲を定義す
るオプションがあります。ルート リーク/共有サービス設計が必要な場合は、このオプショ
ンを慎重に考慮する必要があります。ACI ファブリック内の 1 つの VRF から別のに到達する
場合は、コントラクトがその方法となります。

範囲の値は次のとおりです。

•   アプリケーション: コントラクト コンシューマ/プロバイダー関係は、同じアプリケ
ーション プロファイル内で定義されている EPG 間のルールのみをプログラムしま
す。他のアプリケーション プロファイルで同じコントラクトを再利用しても、それ
らの間のクロストークは許可されません。
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+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+-----------------+----------+----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  |       Name      |  Action  |       Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+-----------------+----------+----------------------+

•   VRF (デフォルト): コントラクト コンシューマ/プロバイダー関係は、同じ VRF 内で
定義されている EPG 間のルールをプログラムします。他のアプリケーション プロ
ファイルに対して同じコントラクトを再利用すると、それらの間のクロストークが
可能になります。目的のフローだけが許可されるように注意してください。それ以
外の場合は、意図しないクロストークを防ぐために新しいコントラクトを定義する
必要があります。

•   テナント: コントラクト コンシューマ/プロバイダー関係は、同じテナント内で定義さ
れた EPG 間のルールをプログラムします。1 つのテナント内の複数の VRF に関連付
けられている EPG が同じコントラクトを消費または提供している場合、この範囲を
使用して、VRF 間の通信を可能にするルート リークを引き起こすことができます。

•   グローバル: コントラクトのコンシューマ/プロバイダー関係は、ACI ファブリック
内の任意のテナントにわたって、EPGs 間のルールをプログラムします。これは定
義の最上位の範囲であり、意図しないフロー リークを防ぐために、以前に定義され
たコントラクトでこれが有効になっている場合には十分な注意が必要です。

ゾゾーニング ルール エントリの読み取り

ゾーニング ルールがプログラムされると、リーフに次のように表示されます。

•   ルール ID: ルール エントリの ID。固有の識別子として機能すること以外の実際の意
味はありません。

•   Src EPG: 送信元エンドポイント グループの VRF (pcTag) ごとの一意の ID。

•   Dst EPG: 宛先エンドポイント グループの VRF (pcTag) ごとの一意の ID。

•   フィルタ ID: ルールが照合を試みているフィルタの ID。フィルタには、ルールが照
合するプロトコル情報が含まれています。

•   Dir: ゾゾーニング ルールの方向
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•   OperSt: ルールの動作状態。

•   範囲: ルールが照合する VRF の一意の ID。

•   Name: そのエントリにプログラムされたコントラクトの名前。

•   Action: リーフがそのエントリと一致したときに行われる処理。次のものが含まれ
ます。[Drop、Permit、Log、Redirect]。

•   Priority: 一致するスコープ、SrcEPG、DstEPG、およびフィルタ エントリを指定
して、ゾーニング ルールがアクションに対して検証される順序。

連想メモリ (CAM)

各ゾーニング ルールがプログラムされると、フィルタ エントリにマッピングされたゾー
ニング ルール エントリのマトリックスが、スイッチでのポリシー CAM の消費を開始しま
す。ACI ファブリックを介して許可されたフローを設計する際には、最終設計に応じて、新
しいコントラクトを作成するのではなく、コントラクトを再利用する際に特別な注意が必
要です。結果プログラムされるゾーニング ルールを把握せずに、不用意に、複数の EPG で
同じコントラクトを再使用する事は直ちに、予期せず許可される複数のフローへつながる
可能性があります。同時に、これらの意図しないフローは引き続きポリシー CAM を消費し
ます。ポリシー CAM がいっぱいになると、ゾーニング ルールのプログラミングが失敗し始
め、設定とエンドポイントの動作に応じて予期しない断続的なロスが発生する可能性があ
ります。

共有 L3Outs の VRF リーク、グローバル pcTags、およびポリシー適
用の方向性

こ れ は 、 コ ン ト ラ ク ト を 設 定 す る 必 要 が あ る 共 有 サ ー ビ ス の 使 用 例 の 特 別 な コ ー
ル ア ウ ト で す 。 共 有 サ ー ビ ス は 、 通 常 、 「 テ ナ ン ト 」 ま た は 「 グ ロ ー バ ル 」 ス コ
ープのコントラクトの使用に依存する ACI ファブリック内の VRF 間トラフィック
を意味します。これを完全に理解するには、まず、EPG に割り当てられた一般的
な pcTag 値がグローバルに一意ではないという概念を改めて強く意識する必要が
あります。pcTags は VRF にスコープが設定されており、同じ pcTag が別の VRF 
内で再利用される可能性があります。ルート リーキングについて論じる場合、
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サブネットや pcTags などのグローバルに一意の値を使用する必要があることを含む ACI 
ファブリック上の要件を強いる事を始めます。

これは、コンシューマとプロバイダーの EPG に関連付けられている方向性の側面を意味し
ます。共有サービスシナリオでは、プロバイダーは、特に、ファブリックの一意の値を取
得する為にグローバル pcTag を扱う事が期待されます。同時に、コンシューマは VRF スコ
ープの pcTag を保持します。これにより、グローバル pcTag 値を使用してポリシーを適用
できるようになります。

参考として、pcTag の割り当て範囲は次のとおりです。

•   システム予約済み: 1-15。

•   グローバル スコープ: 16-16384 共有サービス プロバイダー EPG 用。

•   ローカル スコープ: VRF スコープ EPG の場合は 16385-65535。

ポリシー コントロールの適用の方向は VRF で適用されます。

各 VRF では、施行方向の設定を定義することができます。

•   施行方向のデフォルト設定は入力です。

•   施行方向のもう 1 つのオプションは出力です。

ポリシーが施行される場所を理解することは、いくつかの異なる変数によって異なります。

次の表は、セキュリティ ポリシーがリーフ レベルで施行されている場所を理解する上で役
に立ちます。



シナリオ VRF 施行モード コンシューマ プロバイダー ポリシー施行

VRF 内

入力/出力 EPG EPG

•   宛先エンドポイントが学習された場

合: 入力リーフ*

•  宛先エンドポイントが学習されてい

ない場合: 出力リーフ

入力 EPG L3Out EPG コンシューマ リーフ (非境界リーフ)

入力 L3Out EPG EPG プロバイダー リーフ (非境界リーフ)

出力 EPG L3Out EPG
ボーダー リーフ: > 非境界リーフ trac

•  宛先エンドポイントが学習された場

合: 境界リーフ

•  宛先エンドポイントが学習されてい

ない場合: 非境界リーフ

非境界リーフ > 境界リーフ trac

•  境界リーフ

出力 L3Out EPG EPG

入力/出力 L3Out EPG L3Out EPG 入力リーフ*

VRF 間

入力/出力 EPG EPG コンシューマ リーフ

入力/出力 EPG L3Out EPG コンシューマ リーフ (非境界リーフ)

入力/出力 L3Out EPG EPG 入力リーフ*

入力/出力 L3Out EPG L3Out EPG 入力リーフ*
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ポリシーが施行されるのはどこですか。

*ポリシーの適用は、パケットによって最初のリーフがヒットしたときに適用されます。
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次の図は、プロバイダーとして EPG がコンシューマおよび L3Out EPG に VRF のコントラ
クトがある場合のコントラクト施行の例を示しています。VRF が入力強制モードに設定さ
れている場合、ポリシーは EPG が存在するリーフ ノードによって施行されます。VRF が出
力施行モードに設定されている場合、ボーダー リーフで VM ウェブ エンドポイントが学習
されている場合、L3Out が存在する境界リーフ ノードによってポリシーが施行されます。

入力タギングおよび出力の強制
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leaf# show zoning-rule

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+----------+-----------------+----------+----------------------------+  

| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope   |       Name      |  Action  |          Priority          |  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+----------+-----------------+----------+----------------------------+  

|   4156  |   25   | 16410  |   425    | uni-dir-ignore | enabled | 2818048  | external_to_ntp |  permit  |       fully_qual(7)        |

|   4131  | 16410  |   25   |   424    |     bi-dir     | enabled | 2818048  | external_to_ntp |  permit  |       fully_qual(7)        |  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+----------+-----------------+----------+----------------------------+

leaf# show zoning-filter

+----------+----------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+  

| FilterId |   Name   |    EtherT   |     Prot    | ApplyToFrag | Stateful |  SFromPort  |   SToPort   |  DFromPort  |   DToPort   |   Prio   |  

+----------+----------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+  

| implarp  | implarp  |     arp     | unspecified |      no     |    no    | unspecified | unspecified | unspecified | unspecified |  dport   |

| implicit | implicit | unspecified | unspecified |      no     |    no    | unspecified | unspecified | unspecified | unspecified | implicit |

|   425    |  425_0   |      ip     |     tcp     |      no     |    no    |     123     |     123     | unspecified | unspecified |  sport   |

|   424    |  424_0   |      ip     |     tcp     |      no     |    no    | unspecified | unspecified |     123     |     123     |  dport   |  

+----------+----------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+

ツール

ポリシーのドロップの識別に役立つさまざまなツールとコマンドがありますが、ポリシー
のドロップは、コントラクトの設定またはその欠如が原因のパケット ドロップとして定義
できます。

ゾーニング ルールの確認

次のツールとコマンドを使用すると、コントラクトのコンシューマ/プロバイダー関係が完
了した結果として、リーフ スイッチにプログラムされたゾーニング ルールを明示的に検証
できます。

'show zoning-rules' <- cli
すべてのゾーニング ルールを表示するスイッチ レベル コマンド。

'show zoning-filter' <- cli
ゾーニング ルールが動作しているスポーツ/dport 情報を含むフィルタ。このコマンドを使
用して、フィルタのプログラミングを確認できます。
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leaf# show system internal policy-mgr stats

Requested Rule Statistics

Rule (4131) DN (sys/actrl/scope-2818048/rule-2818048-s-16410-d-25-f-424) Ingress: 0, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

Rule (4156) DN (sys/actrl/scope-2818048/rule-2818048-s-25-d-16410-f-425) Ingress: 0, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

leaf# show logging ip access-list internal packet-log deny
[ Tue Oct  1 10:34:37 2019 377572 usecs]: CName: Prod1:VRF1(VXLAN: 2654209), VlanType: Unknown, Vlan-Id: 0, SMac: 0x000c0c0c0c0c,  
DMac:0x000c0c0c0c0c, SIP: 192.168.21.11, DIP: 192.168.22.11, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: Tunnel7, Proto: 1, PktLen: 98
[ Tue Oct  1 10:34:36 2019 377731 usecs]: CName: Prod1:VRF1(VXLAN: 2654209), VlanType: Unknown, Vlan-Id: 0, SMac: 0x000c0c0c0c0c,  
DMac:0x000c0c0c0c0c, SIP: 192.168.21.11, DIP: 192.168.22.11, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: Tunnel7, Proto: 1, PktLen: 98

「show system internal policymgr stats」
このコマンドは、ゾーニング ルールごとのヒット数を確認するために実行できます。これ
は、より高い優先度を持つ可能性のある暗黙のドロップ ルールなど、予期されたルールが
別のものとしてヒットしていないかどうかを判断するのに役立ちます。

「show logging ip access-list internal packet-log deny」
iBash レベルで実行できるスイッチ レベル コマンド。次のような ACL (コントラクト) 関連
のドロップおよびフロー関連情報を報告します。

•   VRF

•   VLAN-ID

•   送信元 MAC/Dest MAC

•   送信元 IP/宛先 IP

•   送信元ポート/宛先ポート

•   送信元   インターフェイス  

contract_parser
ID からの名前ルックアップを実行しながら、ゾーニング ルール、フィルタ、およびヒット
統計情報を相関させる出力を生成するオンデバイス Python スクリプト。このスクリプト
は、複数ステップのプロセスを実行し、特定の EPG/VRF または他のコントラクト関連の値
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leaf# contract_parser.py

Key:

[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]

[7:4131] [vrf:common:default] permit ip tcp tn-Prod1/ap-Services/epg-NTP(16410) tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg(25) eq 123   

[contract:uni/tn-Prod1/brc-external_to_ntp] [hit=0]

[7:4156] [vrf:common:default] permit ip tcp tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg(25) eq 123 tn-Prod1/ap-Services/epg-NTP(16410)   

[contract:uni/tn-Prod1/brc-external_to_ntp] [hit=0]

[12:4169] [vrf:common:default] deny,log any tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg(25) epg:any [contract:implicit] [hit=0]

[16:4167] [vrf:common:default] permit any epg:any tn-Prod1/bd-Services(32789) [contract:implicit] [hit=0]

にフィルタ処理できる単一のコマンドに変換するのに非常に役立ちます。

パケット分類の検証
ELAM
ドロップされたパケットの場合、廃棄の理由を示す、転送の詳細を確認するために使用
される ASIC レベル レポート。このセクションに関連する廃棄理由として、SECURITY_
GROUP_DENY (コントラクト ポリシーのドロップ) が挙げられます。

fTriage
APIC 上の Python ベースのユーティリティであり、ELAM でのエンドツーエンドのパケッ
トフローを追跡できます。

ELAM Assistant アプリ
さまざまな ASIC の複雑さを抽象化して、転送決定インスペクションをより簡単にし、ユー
ザー フレンドリにする APIC アプリケーション。

ELAM、fTriage、および ELAM Assistant の各ツールの詳細については、「ファブリッ
ク内フォワーディング」の項を参照してください。
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ポリシーの使用状況

リーフ単位でのポリシー CAM の使用状況は、ファブリックが正常な状態であることを確認
するためにモニタする重要なパラメータです。これをモニタする最も簡単な方法は、GUI 
内で「キャパシティ ダッシュボード」を使用し、「ポリシー Cam」列を明示的に確認する
方法です。

キャパシティ	ダッシュボードの	[リーフ	キャパシティー]	ビュー



セキュリティ ポリシー 169

leaf8# vsh_lc -c "show platform internal hal health-stats"
|Sandbox_ID: 0  Asic Bitmap: 0x0
|-------------------------------------
...

Policy stats:
=============
policy_count                  : 96
max_policy_count              : 65536
policy_otcam_count            : 175
max_policy_otcam_count            : 8192
policy_label_count                : 0
max_policy_label_count            : 0
============= 

「show platform internal hal health-stats」
このコマンドは、ポリシー CAM などのさまざまなリソース制限と使用状況を検証する場合
に役立ちます。このコマンドは vsh_lc でしか実行できないことに注意してください。その
ため、iBash から実行する場合は、「-c」フラグを使用してパスを渡します。
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EPG	ツー	EPG

一般的なポリシー ドロップの考慮事項

2 つのエンドポイント間の接続の問題をトラブルシューティングするには、さまざまな方法
があります。接続の問題が (コントラクトによりもたらされる) ポリシードロップの結果で
あるかどうかを迅速かつ効果的に特定するための出発点を提供します。

まず最初に確認すべき詳細事項

•   エンドポイントが同じまたは異なる EPG にあるかどうかを確認します。

-  異なる epgs (EPG 間) に存在する 2 つのエンドポイント間のトラフィックは暗
黙的に拒否され、通信を可能にするためにコントラクトが必要になります。

-  EPG 内分離が使用されている場合を除き、同じ EPG 内の 2 つのエンドポイ
ント間のトラフィック (EPG 内) は暗黙的に許可されます。

•   VRF が enforced モードか unenforced モードかを確認します。

-  VRF が enforced モードになっている場合: VRF 内では、2 つの異なる EPG の
エンドポイントが通信するためにコントラクトが必要です。

-  VRF が unenforced モードになっている場合: VRF 内では、適用されている 
ACI コントラクトに関係なく、強制されていない VRF に属する複数の EPG に
おいて、すべてのトラフィックが ACI ファブリックによって許可されます。

調査手法

利用可能なさまざまなツールを使用すると、影響を受けるフローに関する既知の情報のレ
ベルによっては、他のツールよりも適切に、簡単に開始できるものがあります。
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ACI ファブリック内のパケットのフルパス (入力リーフ、出力リーフ...) は判明しています
か？

回答が「はい」の場合、ELAM Assistant を使用して、送信元または宛先スイッチのドロッ
プ理由を特定する必要があります。

回答が「いいえ」の場合、可視性 & トラブルシューティング、fTriage、contract_parser、
テナントビューの [Operational] タブ、および iBash コマンドは、パケットのパスを絞り込
んだり、ドロップの理由をさらに可視化したりするのに役立ちます。

このセクションでは、fTriage ツールについて詳しく説明していないことに注意してく
ださい。
このツールの使用方法の詳細については、「ファブリック内フォワーディング」の章
を参照してください。

Visibility & Troubleshooting では、2 つのエンドポイント間でパケットがドロップされる場所
をすばやく可視化するのに役立ちますが、fTriage はさらにトラブルシューティングを行うた
めに詳細な情報を表示します。つまり、fTriage は、影響を受けるフローについて、インター
フェイス、ドロップ理由、およびその他の低レベルの詳細を特定するのに役立ちます。

このシナリオ例では、2 つのエンドポイント (192.168.21.11 と 192.168.23.11) 間のポリシード
ロップをトラブルシューティングする方法を示します。

この 2 つのエンドポイント間でパケットのドロップが発生していると想定して、次のトラブ
ルシューティングのワークフローを使用して、問題の根本原因を特定します。

トラフィックフローに関係する src/dst リーフを特定します。

1 可視性のトラブルシューティングを使用してパケットフローをトレースし、どのデバ
イスがパケットをドロップしているかを特定します。

2 選択したデバイスで「show logging ip access-list internal packet-log deny」コマン
ドを実行します。

-  対象の IP アドレスのいずれかを持つパケットが拒否され、ログに記録されて
いる場合、packet-log はヒットごとに関連するエンドポイントとコントラク
ト名を出力します。
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3 設定されたコントラクトのヒットカウントを観察するには、送信元と宛先のリーフで
コマンド「contract_parser .py--vrf <tenant>:<VRF>」を使用します。

-  パケットが送信元または宛先のいずれかのスイッチでコントラクトにヒット
している場合、関連するコントラクトのカウンタが増加します。

-  この方式は、多数のフローが同じルール (2 つの EPG 間の多くのエンドポイ
ント/フロー) にヒットする可能性がある状況での、IP アクセスリスト内部 
packet-log よりも粒度が低くなります。

上記の手順については、次のパラグラフで詳しく説明します。

例: トラブルシューティング シナリオ EPG から EPG

このシナリオ例では、2 つのエンドポイント間のポリシードロップをトラブルシューティン
グする方法について説明します。EPG-Web の 192.168.21.11 と EPG-DB の 192.168.23.11。

トポロジ
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パケット ドロップに関係する送信元と宛先のリーフ スイッチを特定
します。
Visibility & Troubleshooting
Visibility & Troubleshooting ツールは、特定の EP から EP へのフローでパケット ドロップ
が発生したスイッチを可視化し、パケットがドロップされる可能性がある場所を特定する
のに役立ちます。

Visibility	&	Troubleshooting	の設定

セッション名、送信元、および宛先エンドポイントを設定します。[Submit(送信)] または 
[Generate Report (レポートの生成)] をクリックします。

このツールは、ファブリック内のエンドポイントを自動的に検出し、その EP が属するテナ
ント、アプリケーション プロファイル、および EPG に関する情報を提供します。

この場合、EP はテナント Prod1 に属し、同じアプリケーション プロファイル「AppProf」
に属しており、別の EPG: 「Web」と「DB」に割り当てられていることがわかります。
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ドロップの特定

このツールは、トラブルシューティング シナリオのトポロジを自動的に可視化します。
この場合、2 つのエンドポイントは同じリーフ スイッチに接続されています。

Drop/Stats のサブメニューに移動すると、対象のリーフまたはスパインの一般的なドロッ
プをユーザーが確認できます。どのドロップが関係しているかを理解するための詳細につ
いては、このマニュアルの「ファブリック内フォワーディング」の章の「インターフェイ
ス ドロップ」の項を参照してください。

これらのドロップの多くは予想される動作であり、無視することができます。
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ドロップの詳細

スイッチの図の黄色の Packets dropped ボタンを使用して、ドロップの詳細をドリルダウ
ンすることで、ドロップされたフローに関する詳細を表示できます。
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コントラクトの詳細

Contracts サブメニューに移動すると、ユーザーは、EPG 間でポリシーのドロップが発
生している コントラクト を特定できます。この例では、Prod1/VRF1 の暗黙的拒否がいく
つかのヒットを示しています。これは、必ずしも指定されたフロー (192.168.21.11 および 
192.168.23.11) がこの暗黙の拒否に達していることを意味するわけではありません。コンテ
キストの暗黙拒否ルールのヒット数が増加している場合は、Prod1/DB と Prod1/Web の間
にコントラクトのいずれにもヒットしないトラフィックがあることを意味します。そのた
め、暗黙の拒否によってドロップされます。
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テナントのアプリケーション プロファイル トポロジ ビュー (Tenant > Application Pforile 
名を選択 > Topology) で、どのコントラクトが DB EPG に適用されているかを確認すること
ができます。このケースでは、EPG にはコントラクトが割り当てられていません。この場
合、EPG にはコントラクトが割り当てられません。

コントラクトの可視化

送信元と宛先の EPGs がわかっているので、次のような他の関連情報を特定することもでき
ます。

•   影響を受けるエンドポイントの EPG pcTag。PcTag は、ゾーニング ルールを使用し
て EPG を識別するために使用されるクラス ID です。

•   影響を受けるエンドポイントの src/dst VRF VNID (scope とも呼ばれる)。
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Class ID と scope は APIC GUI の Tenant > 左側の Tenant 名を選択 > Operational > 
Resource IDs > EPGs から簡単に確認できます。

Tenant	resource	ID	から	EPG	pcTag	と	scope	を確認

このケースでは、Class ID と Scope は次のようになります。

•   Web EPG pcTag 32778

•   Web EPG scope 2654209

•   DB EPG pcTag 49159

•   DB EPG scope 2654209
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leaf5# show logging ip access-list internal packet-log deny | grep 192.168.21.11

[2019-10-01T14:25:44.746528000+09:00]: CName: Prod1:VRF1(VXLAN: 2654209), VlanType: FD_VLAN, Vlan-Id: 114, SMac: 0xf6f26c4ec8d0, 

DMac:0x0022bdf819ff, SIP: 192.168.21.11, DIP: 192.168.23.11, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: Ethernet1/19, Proto: 1, PktLen: 126  

[2019-10-01T14:25:44.288653000+09:00]: CName: Prod1:VRF1(VXLAN: 2654209), VlanType: FD_VLAN, Vlan-Id: 116, SMac: 0x3e2593f0eded,  

DMac:0x0022bdf819ff, SIP: 192.168.23.11, DIP: 192.168.21.11, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: Ethernet1/19, Proto: 1, PktLen: 126

leaf5# contract_parser.py --vrf Prod1:VRF1   
Key:
[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]

[7:5159] [vrf:Prod1:VRF1] permit ip tcp tn-Prod1/ap-App1/epg-App(32771) eq 5000 tn-Prod1/ap-App1/epg-Web(32772)   
[contract:uni/tn-Prod1/brc-web_to_app] [hit=0]
[7:5156] [vrf:Prod1:VRF1] permit ip tcp tn-Prod1/ap-App1/epg-Web(32772) tn-Prod1/ap-App1/epg-App(32771) eq 5000   
[contract:uni/tn-Prod1/brc-web_to_app] [hit=0]
[16:5152] [vrf:Prod1:VRF1] permit any epg:any tn-Prod1/bd-Web(49154) [contract:implicit] [hit=0]
[16:5154] [vrf:Prod1:VRF1] permit arp epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[21:5155] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=38,+10]
[22:5153] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:implicit] [hit=0]

トラブルシューティング対象のトラフィック フローに適用されてい
るポリシーを確認します。
iBash
ACI リーフでドロップされたパケットを確認するための興味深いツールは、iBash コマンド
ライン「show logging ip access-list internal packet-log deny」です。

前の出力に従って、リーフ スイッチでは、192.168.21.11 に向けて EP 192.168.23.11 によって送
信された多数の ICMP パケットがドロップされていることがわかります。

Contract_parser ツールは、エンドポイントが関連付けられている VRF に適用されている
実際のポリシーを確認するのに役立ちます。



180 セキュリティ ポリシー

leaf5# show zoning-rule scope 2654209

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+----------+------------+----------+-------------------------+  

| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope   |    Name    |  Action  |         Priority        |  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+----------+------------+----------+-------------------------+  

|   5155  |   0    |   0    | implicit |    uni-dir     | enabled | 2654209  |            | deny,log |     any_any_any(21)     |

|   5159  | 32771  | 32772  |   411    | uni-dir-ignore | enabled | 2654209  | web_to_app |  permit  |      fully_qual(7)      |

|   5156  | 32772  | 32771  |   410    |     bi-dir     | enabled | 2654209  | web_to_app |  permit  |      fully_qual(7)      |  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+----------+------------+----------+-------------------------+

leaf5# vsh_lc
module-1# debug platform internal tah elam asic 0
module-1(DBG-elam)# trigger init in-select 6 out-select 0
module-1(DBG-elam)# trigger reset
module-1(DBG-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 192.168.21.11 dst_ip 192.168.23.11
module-1(DBG-elam-insel6)# start
module-1(DBG-elam-insel6)# status

ELAM STATUS
===========
Asic 0 Slice 0 Status Triggered
Asic 0 Slice 1 Status Armed

module-1(DBG-elam-insel6)# ereport | grep reason

これは、リーフでプログラムされたゾーニング ルールを使用して、スイッチによって適用
されるポリシーによって確認することもできます。

Visibility & Troubleshooting ツール、contract_parser ツール、およびゾーニング ルールに
よってすでに確認されているように、出力から送信元と宛先 EPG の間にコントラクトがな
いことが確認できます。ドロップされたパケットが暗黙の拒否ルール 5155 と一致している
と想定するのは簡単です。

ELAM キャプチャ
ELAM キャプチャは、ドロップされたパケットの場合は廃棄の理由を示す、転送の詳細を確
認するために使用される ASIC レベルのレポートを提供します。ドロップの理由がポリシー
ドロップの場合、このシナリオでは、ELAM キャプチャの出力は次のようになります。

ELAM キャプチャの設定の詳細については、この章では説明しません。「ファブリッ
ク内フォワーディング」の章を参照してください。
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RW drop reason                          : SECURITY_GROUP_DENY
LU drop reason                          : SECURITY_GROUP_DENY
    pkt.lu_drop_reason: 0x2D

上記の ELAM レポートは、ポリシー ドロップによってパケットがドロップされたことを明
確に示しています:「SECURITY_GROUP_DENY」

ELAM Assistant:
ELAM キャプチャの同様の結果は、APIC GUI の ELAM Assistant アプリケーションを通じ
て表示できます。

設定

通常、ユーザーは対象のフローの送信元と宛先の両方の詳細を設定します。この例では、
送信元 EPG とのコントラクト関係を持たない宛先 EPG 内のエンドポイントへのトラフィッ
クをキャプチャするために、src IP が使用されます。



182 セキュリティ ポリシー

Elam	Assistant	Express	レポート

ELAM Assistant で表示できる出力には 3 つのレベルがあります。これら
は、Express、Detail、Raw です。

Elam	Assistant	Express	レポート	(続き)

Express の結果では、drop Code reason SECURITY_GROUP_DENY は、ドロップがコント
ラクトのヒットの結果であったことを示します。
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(Contract)	Preferred	Group (Member)

(Contract) Preferred Group (Member)

(Contract) Preferred Group (Member) が設定されている VRF で、EPG に利用可能な policy 
enforcement には 2 種類あります。

•   Included EPG: EPG が (Contract) Preferred Group (Member) のメンバーシップを
持っている場合、EPG はコントラクトをせずにお互いに自由に通信できます。これ
は、source-any-destination-any-permit デフォルト ルールに基づくものです。

•   Excluded EPG: (Contract) Preferred Group (Member) のメンバーではない EPG 
は、相互に通信するためにコントラクトが必要です。それ以外の場合は、除外され
た EPG と any EPG の間の拒否ルールが適用されます。

(Contract) Preferred Group (Member) 機能では、VRF で EPG 間のより高度な通信の制御が
可能です。VRF の EPG のほとんどはオープン通信ですが、一部には他の EPG との制限があ
る場合、(Contract) Preferred Group (Member) とフィルタ付きのコントラクトの組み合わ
せを設定し、EPG 内の通信を正確に制御できます。

(Contract) Preferred Group (Member) から除外されている EPG は、source-any-
destination-any-deny デフォルト ルールを上書きするコントラクトがある場合にのみ、他 
EPG と通信できます。

(Contract) Preferred Group (Member) のプログラミング

基本的に、(Contract) Preferred Group (Member) は通常のコントラクトの逆です。通常の
コントラクトでは、明示的な許可ゾーニング ルールは、VRF スコープを持つ暗黙的な拒否
ゾーニング ルールを使用してプログラムされます。優先グループの場合、暗黙の許可ゾー
ニング ルールは最も高い数値のプライオリティ値を使用してプログラムされ、特定の拒否
ゾーニング ルールは、優先グループ メンバーではない EPG からのトラフィックを禁止する
ようにプログラムされます。その結果、拒否ルールが最初に評価され、フローがこれらの
ルールと一致しない場合、フローは暗黙的に許可されます。
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(Contract) Preferred Group (Member) 外のすべての EPG に対して、明示的な拒否ゾーニン
グ ルールのペアが常に存在します。

•   1 つは、non-Preferred Group member から any pcTag (value 0)

•   もう一つは any pcTag(value 0) から non-Preferred Group member

シナリオ

次の図は、EPG App、App2、および App3 がすべて (Contract) Preferred Group (Member) 
として設定されている論理トポロジを示しています。

VM-アプリケーションは EPG の一部であり、App2 は EPG の一部です。App と App2 EPG 
はどちらも Preferred Group の一部となる為、自由に通信できます。

VM-App は、TCP ポート 6000 のトラフィック フローを VM-App2 に対して開始しま
す。EPG-App と EPG-App2 の両方が VRF1 の一部として (Contract) Preferred Group 
(Member) となります。App2 は、TCP ポート 6000 でパケットを受信しません。
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トラブルシューティング	シナリオ
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fab3-leaf8# show zoning-rule scope 2654209

+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------+----------+----------------------------+   
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |   Dir   |  operSt |  Scope  | Name |  Action  |          Priority          |  
+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------+----------+----------------------------+  |   
4165  |   0    |   0    | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      |  permit  | grp_any_any_any_permit(20) |
|   4160  |   0    |   0    | implarp  | uni-dir | enabled | 2654209 |      |  permit  |     any_any_filter(17)     |
|   4164  |   0    |   15   | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log | grp_any_dest_any_deny(19)  |
|   4176  |   0    | 16386  | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      |  permit  |      any_dest_any(16)      |
|   4130  | 32770  |   0    | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log |  grp_src_any_any_deny(18)  |
|   4175  | 49159  |   0    | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log |  grp_src_any_any_deny(18)  |
|   4129  |   0    | 49159  | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log | grp_any_dest_any_deny(19)  |
|   4177  | 32778  |   0    | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log |  grp_src_any_any_deny(18)  |
|   4128  |   0    | 32778  | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log | grp_any_dest_any_deny(19)  |
|   4178  | 32775  |   0    | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log |  grp_src_any_any_deny(18)  |

ワークフロー

1. EPG APP とその VRF VNID/Scope の pcTag を検索します。

EPG	および	VRF	pcTags

2. 入力リーフで contract_parser.py を使用してコントラクトのプログラミングを確認しま
す。
contract_parser.py および/または「show zoning-rule」コマンドを使用して、VRF を指定
します。
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|   4179  |   0    | 32775  | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |      | deny,log | grp_any_dest_any_deny(19)  |  

+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------+----------+----------------------------+  

fab3-leaf8# contract_parser.py --vrf Prod1:VRF1

Key:

[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]  

[16:4176] [vrf:Prod1:VRF1] permit any epg:any tn-Prod1/bd-App(16386) [contract:implicit] [hit=0]

[16:4160] [vrf:Prod1:VRF1] permit arp epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]

[18:4130] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any tn-Prod1/vrf-VRF1(32770) epg:any [contract:implicit] [hit=?]

[18:4178] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:32775 epg:any [contract:implicit] [hit=?]

[18:4177] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:32778 epg:any [contract:implicit] [hit=?]

[18:4175] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:49159 epg:any [contract:implicit] [hit=?]

[19:4164] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:implicit] [hit=0]

[19:4179] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:32775 [contract:implicit] [hit=?]

[19:4128] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:32778 [contract:implicit] [hit=?]

[19:4129] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:49159 [contract:implicit] [hit=?]

[20:4165] [vrf:Prod1:VRF1] permit any epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=65]

上記の出力を調べると、暗黙の許可エントリ (ruleId 4165) が最も高い優先度 20 であること
が確認されます。この暗黙の許可ルールによって、トラフィック フローを拒否する優先度
が低い明示的な拒否ルールがない限り、すべてのトラフィック フローが許可されます。

さらに、EPG App2 の pcTag である pcTag 32775 について、2 つの明示的な拒否ルールが
確認できます。これらの 2 つの明示的な拒否ゾーニング ルールは、任意の EPG から EPG 
App2 へのトラフィックを拒否します。その逆も同様です。これらのルールは優先度 18 と 
19 であるため、デフォルトの許可ルールに優先します。

結論として、明示的な拒否ルールが見られる EPG App2 は Preferred Group Member では
ない事になります。

3. EPG (Contract) Preferred Group (Member) の設定の確認
APIC GUI に移動し、EPG App2 および EPG App (Contract) Preferred Group (Member) の
設定を確認します。
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次の図で EPG App2 が Preferred Group Member として設定されていないことを確認して
ください。

EPG	App2:	Preferred	Group	Member	設定	>	excluded
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EPG	App2:	Preferred	Group	Member	設定	>	included
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fab3-leaf8# contract_parser.py --vrf Prod1:VRF1   
Key:
[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count] 
[16:4176] [vrf:Prod1:VRF1] permit any epg:any tn-Prod1/bd-App(16386) [contract:implicit] [hit=0]
[16:4160] [vrf:Prod1:VRF1] permit arp epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[18:4175] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:16390 epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[18:4167] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:23 epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[18:4156] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any tn-Prod1/vrf-VRF1(32770) epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[18:4168] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:49159 epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[19:4164] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:implicit] [hit=0]
[19:4169] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:16390 [contract:implicit] [hit=0]
[19:4159] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:23 [contract:implicit] [hit=0]

4. Preferred Group Member になるように EPG App2 を設定します
App2 EPG の設定を変更して preferred group の一部として自由に通信できるように 
preferred group を 有効にします。

EPG	App2:	(Contract)	Preferred	Group (Member)	設定が含まれています。

5.: 送信元 EP が存在するリーフで contract_parser を使用して、コントラクトのプログラミ
ングを再確認します。
再度 contract_parser.py 使用し、VRF 名を指定して、EPG App2 の明示的な拒否ルールが消
えたかどうか確認します。
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[19:4174] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:49159 [contract:implicit] [hit=0]
[20:4165] [vrf:Prod1:VRF1] permit any epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=65]

EPG App2 とその pcTag 32775 の明示的な拒否ルールは、上記の出力では確認されなくなり
ました。これは、EPG App と EPG App2 の EP 間のトラフィックが、最も高い優先度 20 を
持つ暗黙の許可ルールに合致 する事を意味します。



192 セキュリティ ポリシー

vzAny	から	EPG

VzAny について

1 つまたは複数の EPG 間でコントラクトを設定する場合、コントラクトは消費または提供さ
れる関係として設定できます。EPG の数が増えると、EPG 間のコントラクトの量も増える
事になります。よくある使用例では、すべての EPG が特定の EPG と通信する必要がある場
合があります。そのようなケースとしては、同じ VRF 内である一つの EPG 配下の EP が提
供するサービス (例えば NTP や DNS 等)をその他全ての EPG が消費する必要がある場合等が
あります。vzAny を使用するとすべての EPG と他の全ての EPG に消費されるサービスを提
供する特定の EPG 間とのコントラクトを 設定する上で、運用上のオーバーヘッドを軽減す
る事ができます。さらに、vzAny では、vzAny コントラクトごと、2 つだけ、ゾーニング ル
ールが追加される為、セキュリティ ポリシー CAM の使用がより効率的になります。

シナリオ

次の図に、それぞれ EPG-Web、EPG-App 配下の VM-Web と VM-App が EPG-NTP 配下の 
VM-NTP から NTP サービスを消費する必要がある例を示します。EPG NTP で、提供するコ
ントラクトを設定する代わりに、また、それを消費するコントラクトを EPG Web と App で
設定する代わりに、vzAny を使用することで、VRF Prod: VRF1 の各 EPG が EPG NTP から 
NTP サービスを消費できるようになります。
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vzAny	—	VRF	Prod:	VRF1	の任意の	EPG	は	EPG	NTP	から	NTP	サービスを消費できます。
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コントラクトがない場合に NTP サービスを消費する EPG 間でドロップが見られるシナリオ
を考えてみます。

コントラクトがない場合トラフィックがドロップする
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ワークフロー

1. EPG NTP とその VRF VNID/Scope の pcTag を検索します。
「Tenant > Operational > Resource IDs > EPGs」は、pcTag と scope を検索できます

EPG	NTP	pcTag	とその	VRF	VNID/Scope
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2. コントラクトが vzAny の消費するコントラクトとして VRF で設定されているかどうか確
認します。
VRF に移動し、「EPG Collection for VRF」の下に vzAny として設定されている消費するコン
トラクトがあるかどうかを確認します。

消費する	vzAny	コントラクトとして設定されたコントラクト
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EPG	NTP	で、提供するコントラクトとして設定されたコントラクト

3. EPG NTP で提供するコントラクトと同じコントラクトが適用されているかどうかを確認
します。
コントラクト関係を確立するには、VRF 内の他の EPG に NTP サービスを提供する EPG 
NTP で提供するコントラクトと同じコントラクトを適用する必要があります。

4. contract_parser.py または「show zoning-rule」を使用した入力リーフでのゾーニング 
ルールの確認
EPG と EPG NTP の間で双方向のトラフィックフローを許可するには、入力リーフに 2 つの
ゾーニング ルールが必要です (コントラクトのサブジェクトが両方向を許可するように設定
されている場合)。「Any EPG」は、ゾーニング ルールのプログラミングで pcTag 0 として示
されます。

VRF を指定する際に、入力リーフで contract_parser.py または「show zoning-rule」コマ
ンドを使用すると、ゾーニング ルールがプログラミングされていることを確認できます。
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fab3-leaf8# contract_parser.py --vrf Prod1:VRF   
Key:
[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]

[13:4156] [vrf:Prod1:VRF1] permit ip tcp tn-Prod1/ap-Services/epg-NTP(49161) eq 123 epg:any  [contract:uni/tn-Prod1/
brc-any_to_ntp] [hit=0]

[14:4168] [vrf:Prod1:VRF1] permit ip tcp epg:any tn-Prod1/ap-Services/epg-NTP(49161) eq 123  [contract:uni/tn-Prod1/
brc-any_to_ntp] [hit=0]
[16:4176] [vrf:Prod1:VRF1] permit any epg:any tn-Prod1/bd-App(16386) [contract:implicit] [hit=0]
[16:4174] [vrf:Prod1:VRF1] permit any epg:any tn-Prod1/bd-Services(32776) [contract:implicit] [hit=0]
[16:4160] [vrf:Prod1:VRF1] permit arp epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[21:4165] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=65]
[22:4164] [vrf:Prod1:VRF1] deny,log any epg:any pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:implicit] [hit=0]

ゾーニング ルールは VRF present 内の EPG NTP からあるいは他の EPG から EPG NTP へ
のトラフィックを許可します。
Contract_parser.py と「show zoning-rule」を使用して、vzAny ベースのゾーニング ルー
ルの存在を確認します。

ここでは、次の 2 つのタイプのルールについて説明します。

1 ルール 4156 およびルール 4168 で、Any to NTP 及びその逆を許可します。優先度は 
13 および 14 です。

- - ゾーニング ルールは、any EPG (pctag 0) から EPG NTP (pctag 49161) へのト
ラフィック フローを許可するルールです。

-  ゾーニング ルールは、EPG NTP (pctag 46161) から他の EPG (pctag 0) へのト
ラフィック フローを許可するルールです。

2 ルール 4165 は、優先度 21 の any to any の拒否ルール (デフォルト) です。

最も低い優先度が採用されると、VRF のすべての EPG が NTP EPG にアクセスします。
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fab3-leaf8# show zoning-rule scope 2654209

+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------------+----------+----------------------+  

| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |   Dir   |  operSt |  Scope  |    Name    |  Action  |       Priority       |  

+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------------+----------+----------------------+  

|   4165  |   0    |   0    | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |            | deny,log |   any_any_any(21)    |

|   4160  |   0    |   0    | implarp  | uni-dir | enabled | 2654209 |            |  permit  |  any_any_filter(17)  |

|   4164  |   0    |   15   | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |            | deny,log | any_vrf_any_deny(22) |

|   4176  |   0    | 16386  | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |            |  permit  |   any_dest_any(16)   |

|   4174  |   0    | 32776  | implicit | uni-dir | enabled | 2654209 |            |  permit  |   any_dest_any(16)   |

|   4168  |   0    | 49161  |   424    | uni-dir | enabled | 2654209 | any_to_ntp |  permit  | any_dest_filter(14)  |

|   4156  | 49161  |   0    |   425    | uni-dir | enabled | 2654209 | any_to_ntp |  permit  |  src_any_filter(13)  |  

+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------------+----------+----------------------+
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EPG	への	Shared	L3Out

説明

Shared Layer 3 Out を使用する事で、1 つの VRF 内にいくつかのサービス (外部アクセス) 
を提供する L3Out と、この L3Out を使用する 1 つ以上の他の VRF を設定する事が可能で
す。Shared L3Out の詳細については、「外部ルーティング」の章を参照してください。

Shared L3Out を行う場合は、コントラクトのプロバイダーを Shared L3Out に設定
し、EPG をコントラクトのコンシューマに設定することが推奨されます。このシナリオに
ついては、この項で説明します。

反対に、EPG によって提供されるサービスを L3Out が消費する事は推奨されません。この
設定により、スケーラビリティが低下します。このシナリオはここでは示されません。

シナリオ: L3Out EPG での提供するコントラクトと EPG での消費す
るコントラクト
動機
L3Out と異なる VRF の EPG 間のトラフィック フローを必要とする場合の推奨設定は、外
部 EPG (l3extInstP) をプロバイダーとして設定し、EPG をコンシューマとして設定するこ
とです。この動作は、ゾーニング ルールがコンシューマ VRF にのみインストールされるこ
とを示しています。消費と提供の原則は、トラフィック フローが開始されるときを表しま
す。デフォルトの ingress policy enforcement では policy enforcement が コンシューマ
側で適用される事、より具体的にはイングレスリーフ (ノンボーダー リーフ) で適用される
事を意味します。イングレスリーフで policy enforcement を行うには、宛先の pcTag が必
要です。このシナリオでは、宛先は外部 EPG pcTag です。したがって、イングレスリーフ
が policy enforcement を行い、パケットをボーダー リーフに転送します。ボーダー リーフ
は、ルートルックアップ (LPM) を実行するファブリック リンク上でパケットを受信し、宛
先プレフィックスのアジャセンシーににパケットを転送します。
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:ボーダー リーフは宛先 EP にトラフィックを送信する際に policy enforcement は行いませ
ん。送信元 EP への戻りトラフィックに対しても同様に policy enforcement は行いません

その結果、イングレスのノンボーダー リーフのポリシー CAM のみがエントリーを (コン
シューマ VRF に) インストールし、ボーダー リーフのポリシー CAM には影響がありません。

1. コンシューマ EPG の EPG pcTag および VRF VNID/Scope を確認する
Shared L3Out では、ゾーニング ルールはコンシューマ VRF にのみインストールされます。
プロバイダーは、この pcTag をすべてのコンシューマ VRF で使用できるようにするため
に、グローバル pcTag (16k 以下) を持つ必要があります。このシナリオでは、プロバイダー
は外部 EPG であり、グローバル pcTag を持ちます。コンシューマ EPG は、通常どおりロー
カル pcTag を持ちます。

コンシューマ	EPG	の	pcTag
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2. プロバイダー L3Out EPG の pcTag および VRF VNID/Scope を確認します。
手順 1 で説明したように、プロバイダ L3Out EPG には、コンシューマ VRF にリークさ
れる L3Out からのプレフィックスとしてグローバル範囲の pcTag があります。そのた
め、L3Out EPG pcTag はグローバル pcTag の範囲内にあります。

プロバイダー外部	EPG	の	pcTag
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3. コンシューマ EPG に、インポートされたテナント スコープ コントラクトまたは設定され
たグローバル コントラクトが設定されている事を確認します。
EPG/BD で定義されたサブネットを持つコンシューマ EPG NTP は、「テナント」または 
「グローバル」スコープ コントラクトを消費します。

EPG	によって消費されるコントラクト

4. コンシューマ EPG の BD に、そのスコープが「Shared between VRFs」に設定されたサ
ブネットが設定されているかどうかを確認します。
EPG のサブネットはブリッジ ドメイン下で設定されますが、「shared between VRF」フラ
グ (ルートリークを許可するため) と「advertised externally」フラグ (L3Out へのアドバタ
イズを許可するため) を持つ必要があります。

5. プロバイダー L3Out EPGに、インポートされたテナント スコープ コントラクトまたは設
定されたグローバル コントラクトが設定されている事を確認します。
L3Out EPG には、テナント スコープ コントラクトまたは提供するコントラクトとして設定
されたグローバル コントラクトのいずれかが設定されている必要があります。
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プロバイダー	L3Out	でのコントラクト

6. プロバイダー L3Out EPG に、必要なスコープがオンになっているサブネットが設定され
ているかどうかを確認します
プロバイダーの L3Out EPG には、次のスコープで設定された、リークされるプレフィック
スが設定されている必要があります。

•   外部 EPG の外部のサブネット。

•   共有ルート コントロール サブネット。

•   共有セキュリティ インポート サブネット。

L3Out EPG のサブネット フラグの詳細については、「外部フォワーディング」の章を参照
してください。
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外部	EPG	サブネットの設定

外部	EPG	サブネット設定の拡張
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fab3-leaf8# vsh -c 'show system internal policy-mgr prefix' | egrep 'Vrf-Vni|= =|common:default'   
Vrf-Vni VRF-Id Table-Id Table-State  VRF-Name                    Addr                                Class Shared Remote Complete  
======= ======  =========== =======  ============================ ================================= ====== ====== ====== ========  
2818048 19     0x13          Up     common:default                                       0.0.0.0/0   15      False  False  False
2818048 19     0x80000013    Up     common:default                                            ::/0   15      False  False  False
2818048 19     0x13          Up     common:default                                   172.16.10.0/24  25      True   True   False

fab3-leaf8# show zoning-rule scope 2818048

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+-----------------+----------+-----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  |       Name      |  Action  |        Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+-----------------+----------+-----------------------+  
|   4174  |   0    |   0    | implarp  |    uni-dir     | enabled | 2818048 |                 |  permit  |   any_any_filter(17)  |
|   4168  |   0    |   15   | implicit |    uni-dir     | enabled | 2818048 |                 | deny,log |  any_vrf_any_deny(22) |
|   4167  |   0    | 32789  | implicit |    uni-dir     | enabled | 2818048 |                 |  permit  |    any_dest_any(16)   |
|   4159  |   0    |   0    | implicit |    uni-dir     | enabled | 2818048 |                 | deny,log |    any_any_any(21)    |
|   4169  |   25   |   0    | implicit |    uni-dir     | enabled | 2818048 |                 | deny,log | shsrc_any_any_deny(12)|
|   4156  |   25   | 16410  |   425    | uni-dir-ignore | enabled | 2818048 | external_to_ntp |  permit  |     fully_qual(7)     |
|   4131  | 16410  |   25   |   424    |     bi-dir     | enabled | 2818048 | external_to_ntp |  permit  |     fully_qual(7)     |
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+-----------------+----------+-----------------------+

fab3-leaf8# contract_parser.py  --vrf common:default
Key:
[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]

7. コンシューマ VRF のノンボーダー リーフの L3Out EPG サブネットの pcTag を確認します。
外部 EPG サブネットを宛先とするトラフィックがノンボーダー リーフに入力した場合、pcTag 
を決定するために、宛先プレフィックスに対してルックアップが実行されます。これを確認す
るには、ノンボーダー リーフで次のコマンドを使用します。

(注) この出力は、コンシューマ VRF VNI である 2818048 のスコープに対して取得されたも
のです。この表を見ると、コンシューマは同じ VRF 内にない場合でも、宛先の pcTag を見
つけることができます。

上記の出力は、L3Out EPG サブネットとそのグローバル pcTag 25 の組み合わせを示してい
ます。

8. コンシューマ VRF のノンボーダー リーフにプログラミングされたゾーニング ルールを確
認します。
「contract_parser.py」または「show zoning-rule」コマンドを使用して、VRF を指定します。

次のコマンド出力にて、コンシューマ EPG ローカル pcTag 16410 から L3Out EPG グローバ
ル pcTag 25 へのトラフィックを許可する 2 つのゾーニング ルールが確認できます。これは
コンシューマ VRF のスコープ 2818048 にあります。
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[7:4131] [vrf:common:default] permit ip tcp tn-Prod1/ap-Services/epg-NTP(16410) tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg(25) eq 123   
[contract:uni/tn-Prod1/brc-external_to_ntp] [hit=0]
[7:4156] [vrf:common:default] permit ip tcp tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg(25) eq 123 tn-Prod1/ap-Services/epg-NTP(16410)   
[contract:uni/tn-Prod1/brc-external_to_ntp] [hit=0]
[12:4169] [vrf:common:default] deny,log any tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg(25) epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[16:4167] [vrf:common:default] permit any epg:any tn-Prod1/bd-Services(32789) [contract:implicit] [hit=0]
[16:4174] [vrf:common:default] permit arp epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[21:4159] [vrf:common:default] deny,log any epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]
[22:4168] [vrf:common:default] deny,log any epg:any pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:implicit] [hit=0]

border-leaf# show zoning-rule scope 2719752

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+--------------+----------+----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  |     Name     |  Action  |       Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+--------------+----------+----------------------+  
|   4134  | 10937  |   24   | default  | uni-dir-ignore | enabled | 2719752 | vrf1_to_vrf2 |  permit  |    src_dst_any(9)    |
|   4135  |   24   | 10937  | default  |     bi-dir     | enabled | 2719752 | vrf1_to_vrf2 |  permit  |    src_dst_any(9)    |
|   4131  |   0    |   0    | implicit |    uni-dir     | enabled | 2719752 |              | deny,log |   any_any_any(21)    |
|   4130  |   0    |   0    | implarp  |    uni-dir     | enabled | 2719752 |              |  permit  |  any_any_filter(17)  |
|   4132  |   0    |   15   | implicit |    uni-dir     | enabled | 2719752 |              | deny,log | any_vrf_any_deny(22) |
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+--------------+----------+----------------------+  

border-leaf# contract_parser.py --vrf Prod1:VRF3
Key:
[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]

[9:4134] [vrf:Prod1:VRF3] permit any tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg2(10937) tn-Prod1/l3out-L3Out2/instP-extEpg2(24)  
[contract:uni/tn-Prod1/brc-vrf1_to_vrf2] [hit=0]

[9:4135] [vrf:Prod1:VRF3] permit any tn-Prod1/l3out-L3Out2/instP-extEpg2(24) tn-Prod1/l3out-L3Out1/instP-extEpg2(10937)  
[contract:uni/tn-Prod1/brc-vrf1_to_vrf2] [hit=0]

[16:4130] [vrf:Prod1:VRF3] permit arp epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]

[21:4131] [vrf:Prod1:VRF3] deny,log any epg:any epg:any [contract:implicit] [hit=0]

[22:4132] [vrf:Prod1:VRF3] deny,log any epg:any pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:implicit] [hit=0]

9. プロバイダ VRF のボーダー リーフでプログラムされたゾーニング ルールを確認します。
「contract_parser.py」または「show zoning-rule」コマンドを使用して、VRF を指定しま
す。次のコマンド出力は、これまでの説明の通り、プロバイダ VRF に特定のゾーニング ル
ールがないことを示しています。

これはプロバイダ VRF のスコープ 2719752 にあります。
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概要

この章では、Cisco ACI ファブリック内の一般的な転送パスについて説明します。パケット
がファブリックをどのように流れるかを理解するために、いくつかのトラブルシューティ
ング シナリオが示されています。通常、このトラブルシューティングは、エンドポイント
の接続に関して、パケットのドロップまたはファブリックの予期しない動作を特定するた
めに実行されます。

この章では、ACI ファブリック内の転送動作の詳細なアーキテクチャに焦点を当てません。
この詳細については、Cisco Live オンデマンド ライブラリにある Cisco Live セッション
「BRKACI-3545 マスタリング動作」などのその他のシスコのリソースを参照してください。

次の図は、この章の対象となるエンドポイント A とエンドポイント B との間の転送シナリオ
の簡単な例を示しています。

ACI	転送動作の概要
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このシナリオでは、EP A はシングル ホーム ホストで実行されている VM です。EP B 
は、ACI ファブリックにデュアルホーム接続されたホスト上に存在します。上記のシナリオ
の EP がまだフローを確立していないと仮定した場合、パケットが送信元から宛先リーフに
流れるときに、ACI ファブリックで次のことが発生します。

1 送信元リーフは、エンドポイントとしてのトラフィックの送信元を学習します。

2 送信元リーフは、トラフィックの宛先 IP または MAC に基づいて、送信先を決定し
ます。

3 送信元リーフは次のいずれかになります。

:  ローカル エンドポイントにパケットを転送します。

-  VXLAN (および後続の Eth/IP) ヘッダーを使用してパケットをカプセル化し、
スパインを介して宛先リーフに転送します。

4 パケットは、VRF overlay-1 で、外部ヘッダー内の TEP IP (VPC リーフ ペアの場合
は VPC VIP) に基づいてルーティング テーブルを使用してルーティングされます。

5 パケットが宛先リーフに到達する。

-  宛先リーフは、内部 Eth/IP ヘッダーに基づいて送信元 EP を学習します。

-  宛先リーフは、内部ヘッダーの宛先 IP/MAC (元のパケット) に基づいて転送の
決定を行います。

6 パケットがファブリックから送信されます。

宛先が不明な場合 (つまり、エンドポイントの学習がまだ行われていない場合)、ファブリッ
クは異なる動作をします。この詳細については、この章のトラブルシューティング シナリ
オの例とともに説明します。

次の章では、次のトラブルシューティング シナリオについて詳しく説明します。

•  レイヤ 2 転送: ユニキャスト ルーティングを使用しない同じ BD 内の 2 つの EP。

•  不明なレイヤ 2 ユニキャスト トラフィック: フラッドモードの BD。
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•  不明なレイヤ 2 ユニキャスト トラフィック: ハードウェア プロキシモードの BD。

•  レイヤ 3 転送: 異なる BD の EP。

•  レイヤ 3 転送: 不明な EP IP。

•  ACI マルチポッド転送。

•  断続的なドロップ。

•  インターフェイスのドロップ。
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ツール

ACI の観点からの転送の問題をトラブルシューティングするには、次のことを理解しておく
必要があります。

1 どのスイッチがフローを受信していますか。

2 スイッチはどのような転送を決定しますか。

3 スイッチがドロップしていますか。

ACI にはいくつかのツールが含まれているため、ユーザーは特定のフローに対して何が起き
ているかを詳細に把握できます。次のいくつかのセクションではこれらのツールについて
詳しく説明しており、ここでは概要のみを紹介します。

SPAN および ERSPAN

SPAN と ERSPAN はどちらも、特定のロケーションで受信したすべてのトラフィックまたは
一部のトラフィックを別のロケーションに複製できるようにするツールです。複製された
トラフィックが送信されるエンドデバイスは、何らかのタイプのパケット スニファー/アナ
ライザアプリケーションを実行していることが想定されています。従来の SPAN には、1 つ
のポートで受信され、別のポートを通過するトラフィックの複製が含まれます。ACI 
は、ERSPAN に加えてこれをサポートします。

ERSPAN は、ローカル ポートからのトラフィックの複製を除き、同じ概念に従います。複
製されたトラフィックは GRE でカプセル化され、リモート接続先に送信されます。ACI で
は、この ERSPAN 宛先はレイヤ 3 エンドポイントとしてのみ学習され、任意の VRF 内の任
意の EPG にすることができます。

通常は、SPAN 宛先をファブリックに接続して、トラブルシューティング中の準備時間を最
小限に抑え、迅速な ERSPAN セッションの設定とキャプチャを可能にすることをお勧めし
ます。
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ELAM
概要
Embedded Logic Analyzer Module (ELAM) は、ユーザーがハードウェアの条件を設定し、
設定された条件に一致する最初のパケットまたはフレームをキャプチャできるようにする
ツールです。キャプチャが成功すると、ELAM ステータスが「トリガー」として表示されま
す。トリガーされると、ELAM は無効になり、スイッチ ASIC がそのパケット/フレームに対
して実行している大量の転送決定を分析するためにダンプを収集できます。ELAM は ASIC 
レベルで実装され、スイッチ上の CPU やその他のリソースには影響しません。

このマニュアルの転送例では、フローで何が起こっているかを確認する手段として ELAM 
を使用します。例では、リーフ CLI バージョンと ELAM Assistant アプリの両方が表示され
ます。

このガイドでは、第 １ 世代リーフ スイッチ (EX、FX、または FX2 などが型番に含ま
れないスイッチ) での ELAM の使用については説明しません。

このツールを使用する前に、コマンド構文の構造を理解しておくことが重要です。

リーフ CLI の例:

• vsh_lc  [このコマンドは、ELAM が実行されているライン カードシェルに入る]

• debug platform internal <asic> elam asic 0  [ASIC テーブルを参照]

トリガーする条件を設定する

• trigger reset  [既存のトリガーが実行されていないことを確認する]

•  trigger init in-select <number> out-select <number>  [パケットに関する情報が表示され、どの
条件を設定できるかを決定する]

•  set outer/inner  [条件を設定する]



スイッチ/ライン カード ファミリ ASIC ファミリ

-EX スイッチ/LC TAH

-FX (P) スイッチ/LC ROC

-FX2 スイッチ/LC HEA

C スイッチ (9364C、9364C) ROC
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• start  [トリガーを開始する]

• status  [パケットがキャプチャされているかどうかを確認する]

パケット分析を含むダンプを生成する

• ereport  [パケットの詳細な転送決定を表示する]

トリガーの状態を表示するには、「status」を継続的に実行する必要があります。定義され
た条件に一致するパケットが ASIC で検出されると、「status」の出力に「トリガー」と表
示されます。ELAM がトリガーされると、スイッチ転送の決定の詳細を「ereport」で表示
できます。ACI バージョン 4.2 より前のバージョンでは、「レポート」を使用する必要があ
ります。

ASIC
ELAM 構文内では、ASIC を指定する必要があることに注意してください。ASIC はスイッチ
モデルに依存しているため、次の表を使用して、どの ASIC を指定するかを決定できます。

ASIC	テーブル

ELAM トリガー in-select
CLI から実行するときに理解する必要がある ELAM のその他のコンポーネントは、「in-
select」です。「in-select」は、パケット/フレームに含める必要があるヘッダーと、一致
するヘッダーを定義します。
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leaf1# vsh_lc

module-1# debug platform internal tah elam asic 0
module-1(DBG-elam)# trigger reset
module-1(DBG-elam)# trigger init in-select ?
 10  Outerl4-innerl4-ieth
 13  Outer(l2|l3|l4)-inner(l2|l3|l4)-noieth
 14  Outer(l2(vntag)|l3|l4)-inner(l2|l3|l4)-ieth
 15  Outer(l2|l3|l4)-inner(l2|l3|l4)-ieth   
 6   Outerl2-outerl3-outerl4
 7   Innerl2-innerl3-innerl4
 8   Outerl2-innerl2-ieth
 9   Outerl3-innerl3

たとえば、VXLAN カプセル化されていないダウンリンク ポートからのパケットは、外部レ
イヤ 2、レイヤ 3、およびレイヤ 4 ヘッダーのみが含まれます。

VXLAN カプセル化されたフロントパネル (ダウンリンク) ポートからのパケット (VXLAN モ
ードでの Cisco ACI 仮想エッジなど) またはアップストリーム スパインからの着信パケット
は、VXLAN カプセル化を行っています。これは、外部および内部レイヤ 2、レイヤ 3、およ
びレイヤ 4 ヘッダーの両方が存在する可能性があることを意味します。

次に、すべてのオプションを示します。

「in-select 6」が選択されている場合、唯一のオプションは、外部レイヤ 2、 3、または 4 
ヘッダーから条件を設定し、ヘッダーを表示することです。「in-select14」が選択されてい
る場合のみ、の条件を設定し、外部および内部レイヤ 2、 3、および 4 ヘッダーの詳細を表
示することができます。

ベストプラクティスの注記:

ダウンリンク ポートで VLAN カプセル化を使用して着信したパケットをキャプチャす
るには、「in-select 6」を使用します。

VXLAN カプセル化を使用してパケットをキャプチャするには (スパインまたは VXLAN 
カプセル化による vleaf からのいずれか)、「in-select 14」を使用します。
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set outer arp source-ip-address 10.0.0.1 target-ip-address 10.0.0.2

set outer l2 src_mac aaaa.bbbb.cccc dst_mac cccc.bbbb.aaaa

set inner ipv4 src_ip 10.0.0.1 dst_ip 10.0.0.2

ELAM トリガー out-select
「out-select」では、ELAM レポートに表示される検索結果を制御することができます。ル
ックアップの結果がパケット/フレームをドロップするかどうかを通知する「drop vector」
を含むほとんどの情報が含まれているため、ほとんど実際的な目的では「out-select 0」を
使用する必要があります。

「ereport」または「report detail」の代わりに「report」を使用して ELAM の結果
を取得した場合、「drop vector」は「out-select 1」でのみ表示されることに注意し
てください。ただし、「out-select 0」を使用して、常に「ereport」または「report 
detail」を実行する必要があります。

ELAM 設定条件
ELAM は、パケット内を検索するために、大量のレイヤ 2、3、および 4 の条件をサポート
しています。「inner」と「outer」を指定すると、内部ヘッダー (VXLAN カプセル化パケッ
ト) または外部ヘッダーで条件をチェックする必要があるかどうかが判断されます。

ARP の例:

MAC アドレスの例:

内部ヘッダーの IP アドレスの例:
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module-1(DBG-elam-insel6)# status  
ELAM STATUS
===========
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Triggered

module-1# debug platform internal tah elam asic 0   
module-1(DBG-elam)# trigger reset
module-1(DBG-elam)# trigger init in-select 6 out-select 0
module-1(DBG-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 10.0.0.1 dst_ip 10.0.0.2
module-1(DBG-elam-insel6)# start
module-1(DBG-elam-insel6)# status
module-1(DBG-elam-insel6)# ereport

ELAM レポートの表示
ELAM が次の ステータス でトリガーされたことを確認します。

「ereport」を使用すると、ELAM の結果をわかりやすい形式で表示できます。ELAM レ
ポートは、スイッチの「/var/log/dme/log/」フォルダに保存されることに注意してくださ
い。このフォルダの下に ELAM の 2 つのファイルがあります。

•  elam_<timestamp>.txt

•  pretty_elam_<timestamp>.txt

完全な ELAM の例
次の例では、-EX スイッチのダウンリンク ポートから受信した非 VXLAN カプセル化トラフ
ィック (外側のヘッダーに一致) をキャプチャします。

ELAM Assistant アプリケーション

このマニュアルのトラブルシューティング例では、Cisco DC App Center 
(https://dcappcenter.cisco.com) を介してダウンロードできる ELAM Assistant アプリの使
用方法についても説明します。このツールは、APIC の GUI を使用して、ELAM の導入と解
釈を自動化します。
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次の例は、node-101 ダウンリンク ポートの特定の送信元および宛先 IP に一致する ELAM の
展開を示しています。

Elam Assistant

Elam Assistant	の詳細

また、ELAM Assistant では、送信元インターフェイスまたは VXLAN 値など、より複雑な一
致パラメータを簡単に使用できます。
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ftriage route -ii LEAF:104 -dip 10.0.2.1 -sip 10.0.1.1

ftriage bridge -ii LEAF:104 -dmac 02:02:02:02:02:02

fTriage

fTriage は、ELAM の設定と解釈をエンドツーエンドで自動化することを目的とした APIC 
CLI ベースのツールです。このツールの前提は、ユーザーが特定のフローとフローを開始す
るリーフを定義できることです。その後、ツールは各ノードの ELAMs を 1 つずつ実行し、
転送フローを調べます。これは、パケットがどのパスを通過するかが不明確な大規模なト
ポロジで特に役立ちます。

fTriage は、実行された各コマンドの出力を含む大規模なログファイルを生成します。この
ファイルの名前は、fTriage 出力の最初の数行に表示されます。

fTriage の完了には最大 15 分かかることがあります。

例
リーフ 104 で始まる 10.0.1.1 と 10.0.2.1 と間のルーテッド通信のフローをマッピングします。

リーフ 104 で始まるレイヤ 2 フローをマッピングします。

完全な fTriage のヘルプは、APIC で「ftriage --help」を実行することによって確認できま
す。

Tcpdump

Tcpdump は、ACI スイッチで利用して、コントロール プレーンとの間で送受信されるトラ
フィックをキャプチャすることができます。Tcpdump キャプチャでは、スイッチの CPU 
に送信される コントロール プレーン トラフィックのみを監視できることに注意してくださ
い。ルーティング プロトコル、LLDP/CDP、LACP、ARP などの例を示します。データ プ
レーン (およびコントロール プレーン) トラフィックをキャプチャするには、SPAN または 
ELAM を使用します。
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leaf205# tcpdump -ni kpm_inb icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode   
listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:24:12.921981 IP 10.0.2.100 > 10.0.2.1: ICMP echo request, id 62762, seq 4096, length 64
20:24:12.922059 IP 10.0.2.1 > 10.0.2.100: ICMP echo reply, id 62762, seq 4096, length 64
20:24:13.922064 IP 10.0.2.100 > 10.0.2.1: ICMP echo request, id 62762, seq 4352, length 64
20:24:13.922157 IP 10.0.2.1 > 10.0.2.100: ICMP echo reply, id 62762, seq 4352, length 64
20:24:14.922231 IP 10.0.2.100 > 10.0.2.1: ICMP echo request, id 62762, seq 4608, length 64
20:24:14.922303 IP 10.0.2.1 > 10.0.2.100: ICMP echo reply, id 62762, seq 4608, length 64

CPU 上でキャプチャするには、指定する必要があるインターフェイスが kpm_inb になりま
す。ほとんどの従来の tcpdump オプションとフィルタを使用できます。

次に、リーフ スイッチで SVI 宛ての ICMP をキャプチャする例を示します。

さらに、「-w」オプションを使用すると、tcpdump は PCAP ファイルにパケット キャプ
チャを書き込み、Wireshark などのツールで開くことができます。

スイッチのアウトオブバンド管理インターフェイスである eth0 インターフェイスで tcpdump 
を使用する場合。これは、スイッチのアウトオブバンド管理物理ポートを通過するすべてのト
ラフィックの接続をトラブルシューティングするのに役立ちます。これは主に、SSH、SNMP 
などのコントロール プレーン ベースのトラフィックです。

Enhanced Endpoint Tracker アプリ

これは、エンドポイントのモニタリングと管理に追加の機能を追加する Cisco DC App 
Center から入手可能なアプリケーションです。断続的なパケット損失、完全なパケット損
失、または予期しない学習ロケーションなど、エンドポイントの移動の症状を示すユーザ
ーには、そのインストールを強くお勧めします。

オンデマンド アトミック カウンタ

オンデマンド アトミック カウンタは、特定のフロー内のパケットに対し、リーフ アップリ
ンク上から送信され、別のリーフ ファブリック ポートで受信した数をカウントすることを
目的としています。パケットが消失したか、超過しているかについて、いくつかの粒度を
許容します。
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L2	転送:	同じ	BD	内の	2 つのエンドポイント:	
ユニキャスト	ルーティングなし

ここでは、同じブリッジドメインと同じサブネット内のエンドポイントが相互に通信でき
ない場合のトラブルシューティング例について説明します。次の図は、BD にサブネットが
なく、ユニキャスト ルーティングが無効になっているトポロジを示しています。

通常、エンドポイント接続を使用してトラフィック フローをトラブルシューティングする場
合は、エンドポイントのペアの識別を開始することを推奨します。EP A および B の下のトポ
ロジを参照してください。これらにはそれぞれ、IP アドレス 10.1.1.1/24 および 10.1.1.2/24 が割
り当てられます。MAC アドレスはそれぞれ 00:00:10:01:01:01 および 00:00:10:01:01:02 です。

同じ	BD	内と同じサブネットのエンドポイント	(L2	BD)
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ここでは、次の 3 つのシナリオについて説明します。

1 既知のレイヤ 2 ユニキャスト フロー。

2 フラッド モードの BD を持つ不明なレイヤ 2 ユニキャスト フロー。

3 ハードウェア プロキシ モードの BD を使用した不明なレイヤ 2 ユニキャスト  
フロー。

従うべきトラブルシューティング フローは、次のスキームで要約できます。

•  レベル 1 チェック: 設定、フォルト、およびエンドポイント学習の GUI 検証。

•  レベル 2 チェック: リーフ スイッチの CLI:

-  送信元と宛先のリーフ スイッチがエンドポイントを学習しているかどうか
を確認します。

-  スパイン ノードが COOP でエンドポイントを学習するかどうかを確認し 
ます。

•  レベル 3 チェック: パケット キャプチャ:

- フレームがあることを検証するための Elam (Elam Assistant または CLI)。

- フローを追跡するための fTriage。

GUI チェック

トラブルシューティングの最初のレベルは、エンドポイント MAC が正しく学習されたこと
を GUI から検証しています。これは、エンドポイントが置かれている EPG の [操作] タブか
ら実行できます。
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「EPG	Operational」タブ	>	「Client	End-Points」タブ

このシナリオでは、エンドポイント A と B の両方が GUI に表示されます。GUI には、MAC 
アドレス、それらがファブリックに接続されているインターフェイス、およびカプセル化  
(この場合は両方とも encap VLAN 2501) が表示されます。

ユニキャスト ルーティングが BD レベルで無効になっているため、IP アドレスが ACI ファ
ブリックから学習されていないことが想定されています。

上記のスクリーンショットの「Learining Source」の列を参照してください。「learned (学
習済み)」と示されている場合、ACI リーフ スイッチはエンドポイントから少なくとも 1 つ
のパケットを受信しています。

この場合、エンドポイントは ACI ファブリックから学習されるため、既知のレイヤ 2 ユニキ
ャスト トラフィックについて次のトラブルシューティングのケースに進みます。



ファブリック内フォワーディング 225

leaf1# show endpoint  mac  0000.1001.0101  
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged  
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span  
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface  
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info  
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
4/Prod:VRF1                               vlan-2501    0000.1001.0101 L                      eth1/3

既知のレイヤ 2 ユニキャスト トラフィックのトラブルシューティン
グのワークフロー
入力リーフソース EP MAC ラーニング
同じ BD 内のレイヤ 2 フォワーディングの場合、ACI は送信元 MAC だけを学習し、宛先 
MAC に基づいて転送します。MAC アドレスは BD の範囲内で学習されます。

最初に、エンドポイントが学習されているかどうかを確認します。

この出力には次の情報が表示されます。

•  MAC アドレス 0000.1001.0101 は、vrf Prod: VRF1 のカプセル化 vlan-2501 のポート 
イーサネット 1/3 でローカルに学習されます (ローカルのフラグは L)。

•  上記の出力の「VLAN/ドメイン」列を参照してください。リストされている VLAN 
ID には内部 VLAN があります。
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leaf1# show endpoint mac 0000.1001.0102
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
7/Prod:VRF1                          vxlan-16351141    0000.1001.0102                       tunnel4

leaf1# show interface  tunnel  4  
Tunnel4 is up
   MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit
   Transport protocol is in VRF "overlay-1"
   Tunnel protocol/transport is ivxlan
   Tunnel source 10.0.88.95/32 (lo0)
   Tunnel destination 10.0.96.66
   Last clearing of "show interface" counters never   
   Tx
   0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec   
   Rx
   0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

入力リーフ宛先 MAC エンドポイントのルックアップ
宛先 MAC が既知であることを前提としています (既知のユニキャスト)。

上記の出力には次の情報が表示されます。

•  MAC アドレス 0000.1001.0102 はローカルで学習されません。

•  インターフェイス トンネル 4 から学習されます。

•  これは、ブリッジ ドメインの BD_VNID (VXLAN Network ID) に対応するカプセル
化 VXLAN-16351141 で学習されています。

次に、「show interface tunnel <x>」コマンドを使用して、トンネル インターフェイスの
宛先を確認します。

したがって、パケットは送信元 TEP IP 10.0.88.95 (loopback0 に割り当てられた) で VXLAN 
にカプセル化され、宛先 TEP IP 10.0.96.66 に送信されます。
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leaf1# show ip interface loopback 0 vrf overlay-1
IP Interface Status for VRF "overlay-1"
lo0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: ptep
  IP address: 10.0.88.95, IP subnet: 10.0.88.95/32
  IP broadcast address: 255.255.255.255
  IP primary address route-preference: 0, tag: 0

送信元 IP を確認します。

宛先 TEP IP 10.0.96.66 は、次のいずれかになります。

•  別のリーフの PTEP アドレス (acidiag fnvread を使用して確認できます)

•  VPC VIP (「GUI > Fabric > Access Policies > Policies > Switch > Virtual Port Channel 
default」に表示されることがあります (以下のスクリーンショットを参照)。

•  スパイン スイッチ上の一部のループバック IP。このことを確認するには、スパイン 
スイッチで show ip interface vrf overlay-1' コマンドを使用します。

Explicit	VPC	Protection	Groups



228 ファブリック内フォワーディング

leaf1# show ip route 10.0.96.66 vrf overlay-1
IP Route Table for VRF "overlay-1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.96.66/32, ubest/mbest: 4/0
   *via 10.0.88.65, Eth1/49.10, [115/3], 2w5d, isis-isis_infra, isis-l1-int
   *via 10.0.88.94, Eth1/50.128, [115/3], 2w5d, isis-isis_infra, isis-l1-int

spine1# show ip route 10.0.96.66 vrf overlay-1
IP Route Table for VRF "overlay-1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.96.66/32, ubest/mbest: 2/0
   *via 10.0.88.91, eth1/3.35, [115/2], 02w05d, isis-isis_infra, isis-l1-int
   *via 10.0.88.90, eth1/4.39, [115/2], 02w05d, isis-isis_infra, isis-l1-int
 spine1# show lldp neighbors | egrep "1\/3 |1\/4 "
leaf3             Eth1/3          120        BR          Eth1/49
leaf4             Eth1/4          120        BR          Eth1/49

スパイン スイッチに送信する入力リーフ スイッチ
入力リーフは、前の「show interface tunnel 4」コマンドでリストされているトンネル宛
先 IP である 10.0.96.66 に設定された外部宛先 IP を使用して VXLAN にフレームをカプセル
化します。前の「show endpoint mac 0000.1001.0102」コマンド出力に示されているよう
に、ブリッジ ドメイン VXLAN-16351141 の VNID を使用して VXLAN にカプセル化します。

VRF オーバーレイ内の IS-IS ルートに基づいて、送信先を決定します。

したがって、接続先への ECMP (equal cost multipath) ルーティングは、スパイン スイッチ
へのファブリック アップリンクである eth1/49 および1/50 を使用しています。

スパイン転送
スパインの VRF overlay-1 ルーティング テーブルには、ホスト ルート 10.0.96.66 が leaf3 ま
たは leaf4 のいずれかを介して到達可能であることが示されています。これは、 10.0.96.66 
がリーフ スイッチ 103 および 104 の VPC VIP であると想定されています。
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leaf3# show endpoint  mac 0000.1001.0101
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
136/Prod:VRF1                        vxlan-16351141    0000.1001.0101                      tunnel26

leaf3# show interface tunnel 26
Tunnel26 is up
   MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit
   Transport protocol is in VRF "overlay-1"
   Tunnel protocol/transport is ivxlan
   Tunnel source 10.0.88.91/32 (lo0)
   Tunnel destination 10.0.88.95
   Last clearing of "show interface" counters never
   Tx
   0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec
   Rx
   0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

leaf3# acidiag fnvread | egrep "10.0.88.95"
    101        1                leaf1      FDO20160TPA      10.0.88.95/32    leaf         active   0

出力リーフ リモート EP MAC ラーニング
この場合、宛先 TEP は VPC ペアであるため、パケットは leaf3 または leaf4 のいずれかに
到着します。次のコマンド出力を参照してください。Leaf4 は同様の出力を表示するはずで
す。これらが同じ VPC ペアの一部である場合、すべてのエンドポイントが2つのリーフ ス
イッチ間で同期されます。

出力リーフでのレイヤ 2 トラフィックのエンドポイント学習は、受信したパケットの VNID 
に対応する BD で学習された送信元 MAC アドレスに基づいています。これは、エンドポイ
ント テーブルで確認できます。

送信元 MAC アドレスは、VXLAN-16351141 の tunnel 26 の背後にあります。

tunnel 26 は、leaf1 である TEP IP 10.0.88.95 に到達します。
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leaf3# show endpoint mac 0000.1001.0102
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
135/Prod:VRF1                             vlan-2501    0000.1001.0102 LpV                       po1

spine1# show coop internal info repo ep key 16351141 00:00:10:01:01:01

Repo Hdr Checksum : 24197
Repo Hdr record timestamp : 10 01 2019 10:16:50 278195866
Repo Hdr last pub timestamp : 10 01 2019 10:16:50 283699467
Repo Hdr last dampen timestamp : 01 01 1970 00:00:00 0
Repo Hdr dampen penalty : 0
Repo Hdr flags : IN_OBJ EXPORT ACTIVE
EP bd vnid : 16351141 &#10
EP mac : 00:00:10:01:01:01
flags : 0x80

出力リーフ宛先 MAC ルックアップ
「Show endpoint」コマンドは、宛先 MAC がポート チャネル 1 の背後で学習され、カプセ
ル化 VLAN-2501 を使用することを確認します。

これは、フレームが encap VLAN ID 2501 の leaf3 インターフェイス ポート チャネル 1 の 
ACI ファブリックから出ていることを示します。BD VNID は、GUI の [Tenant Operational] 
タブで確認できます。

スパイン スイッチの COOP EP リポジトリで両方のエンドポイントが正しく学習されて
いることを確認します。
COOP EP リポジトリは、すべてのスパイン ノードで同期する必要があります。COOP EP 
リポジトリは、BD VNID をキーとして使用してチェックし、EP MAC アドレスを入力する
ことができます。BD VNID は、GUI の [Tenant Operational] タブで確認できます。

このフローの送信元 MAC アドレスは、leaf1 の TEP IP であるトンネル ネクスト ホップ 
10.0.88.95 から学習されます。さらに、コマンド出力には、正しいブリッジ ドメインに対応
する VNID 16351141 が表示されます。
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repo flags : 0x122
Vrf vnid : 2097154
Epg vnid : 0
EVPN Seq no : 0
Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0
Snapshot timestamp: 10 01 2019 10:16:50 278195866
Tunnel nh : 10.0.88.95
MAC Tunnel  : 10.0.88.95
IPv4 Tunnel : 10.0.88.95
IPv6 Tunnel : 10.0.88.95
ETEP Tunnel : 0.0.0.0

spine1# show coop internal info repo ep key 15302583 00:00:10:01:01:02

Repo Hdr Checksum : 16897
Repo Hdr record timestamp : 10 01 2019 11:05:46 351360334
Repo Hdr last pub timestamp : 10 01 2019 11:05:46 352019546
Repo Hdr last dampen timestamp : 01 01 1970 00:00:00 0
Repo Hdr dampen penalty : 0
Repo Hdr flags : IN_OBJ EXPORT ACTIVE
EP bd vnid : 16351141
  EP mac :  00:00:10:01:01:02
flags : 0x90
repo flags : 0x122
Vrf vnid : 2097154
Epg vnid : 0
EVPN Seq no : 0
Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0
Snapshot timestamp: 10 01 2019 11:05:46 351360334
Tunnel nh : 10.0.96.66
MAC Tunnel  : 10.0.96.66
IPv4 Tunnel : 10.0.96.66
IPv6 Tunnel : 10.0.96.66
ETEP Tunnel : 0.0.0.0

このフローの宛先 MAC は、leaf3 および leaf4 の VPC VIP 10.0.96.66 に対して学習されま
す。EP BD VNID 16351141 も、正しい BD に対応するようにリストされています。

ELAM Assistant を使用した ELAM 出力
ELAM Assistant は、ACI ファブリックでの ELAM キャプチャの実行を簡素化できる強力な 
ACI アプリケーションです。

ELAM Assistant トリガーは、複数のリーフノードで同時に開始できます。その結果、特定
のパケットを leaf1、leaf3、および leaf4 で並行してチェックすることができます。
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次に示すように、設定済みの ELAM キャプチャが表示されます。観測されたように、パ
ケットは leaf1 (ノード 101) および leaf3 (ノード-103) で確認できます。

ELAM	Assistant:	パラメータ

Leaf1 (node-101) のレポートには、次のものが表示されます。

キャプチャされたパケット情報の出力により、パケットが eth1/3 で入力され、正しい MAC 
および IP 情報を持っていることが確認されます。

パケット転送情報には、eth1/49 で TEP IP 10.0.96.66 に転送されたことが示されます。
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ELAM	Assistant:	leaf1	(node-101):	キャプチャされたパケット情報
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ELAM	Assistant:	leaf1	(node-101):	パケット転送情報

出力リーフ上の leaf3 (node-103) では、次のことが確認されます。

Leaf3 のキャプチャされたパケット情報では、eth1/49 から入力します。外部 IP アドレス
は、次のことを確認します。

•  送信元 TEP: 10.0.88.95

•  宛先 TEP: 10.0.96.66

•  VNID: 16351141 (BD VNID)
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ELAM	Assistant:	leaf3	(node-103):	キャプチャされたパケット情報
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パケット転送情報は、トラフィックがポート チャネル 1 および具体的にはイーサネット 1/12 
で転送されることを示しています。

ELAM	Assistant:	leaf1	(node-103):	パケット転送情報

CLI を使用した入力リーフ ELAM
ELAM のキャプチャを実行する操作を簡素化するため、ELAM Assistant を使用することを
お勧めします。ただし、ACI スイッチで CLI コマンドを使用して、ELAM レポートを生成す
ることもできます。これを実行する方法の例を以下に示します。

表示されたトリガー シーケンスを使用して、入力リーフ上のパケットをキャプチャしま
す。ELAM オプションに関する詳細については、「ツール」の項を参照してください。

•  この例では、ASIC はリーフ (部品番号の末尾に「-EX」) として「tah」です。

•  VXLAN encap なしでダウンリンク ポートから着信するパケットをキャプチャする
には、[in select 6] を使用します。
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module-1# debug platform internal tah elam asic 0
module-1(DBG-elam)# trigger init in-select ?
 10  Outerl4-innerl4-ieth
 13  Outer(l2|l3|l4)-inner(l2|l3|l4)-noieth
 14  Outer(l2(vntag)|l3|l4)-inner(l2|l3|l4)-ieth
 15  Outer(l2|l3|l4)-inner(l2|l3|l4)-ieth
 6   Outerl2-outerl3-outerl4
 7   Innerl2-innerl3-innerl4
 8   Outerl2-innerl2-ieth
 9   Outerl3-innerl3

module-1(DBG-elam)# trigger init in-select 6 out-select 1
module-1(DBG-elam-insel6)# reset
module-1(DBG-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 10.1.1.1 dst_ip 10.1.1.2  
module-1(DBG-elam-insel6)# start

module-1(DBG-elam-insel6)# status  
ELAM STATUS
===========
Asic 0 Slice 0 Status Triggered  
Asic 0 Slice 1 Status Armed

•  「out-select 1」は、ドロップ ベクトルも表示されることを保証します (パケッ
ト ドロップの場合)。

•  以前のトリガーが消去されていることを確認するには、「reset」コマンドが必
要です。

•  ブリッジド フローの場合でも、elam は IP ヘッダーを可視化しています。

-  その結果、「ipv4 src_ip」と「dst_ip」を使用してトリガーを設定でき
ます。

パケットが受信されたかどうかを確認するには、ELAM ステータスを確認します。トリガー
がある場合は、条件に一致するパケットが検出されたことを意味します。

次の出力は、「ereport」コマンドを使用してレポートが表示されることを示しています。
出力は非常に長いため、ここには最初だけが貼り付けられます。ただし、すべてのレポー
トは、後でリーフ ファイル システム内の場所で分析するために保存されることに注意して
ください。ファイル名には、ELAM が取得されたときのタイムスタンプも含まれています。
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leaf1# ls -al /var/log/dme/log/elam_2019-09-30-03m-23h-14s.txt
-rw-rw-rw- 1 root root 699106 Sep 30 23:03 /var/log/dme/log/elam_2019-09-30-03m-23h-14s.txt

module-1(DBG-elam-insel6)# ereport
Python available. Continue ELAM decode with LC Pkg
ELAM REPORT 

===========================================================================================================
                                                       Trigger/Basic Information
===========================================================================================================
ELAM Report File                        : /tmp/logs/elam_2019-09-30-03m-23h-14s.txt
In-Select Trigger                       : Outerl2-outerl3-outerl4( 6 )
Out-Select Trigger                      : Pktrw-sideband-drpvec( 1 )
ELAM Captured Device                    : LEAF
Packet Direction                        : ingress
Triggered ASIC type                     : Sugarbowl
Triggered ASIC instance                 : 0
Triggered Slice                         : 0
Incoming Interface                      : 0x24( 0x24 )
( Slice Source ID(Ss) in "show plat int hal l2 port gpd" )

===========================================================================================================
                                                           Captured Packet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outer Packet Attributes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Outer Packet Attributes       : l2uc ipv4 ip ipuc ipv4uc
Opcode                        : OPCODE_UC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outer L2 Header
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Destination MAC               : 0000.1001.0102
Source MAC                    : 0000.1001.0101
802.1Q tag is valid           : yes( 0x1 )
CoS                           : 0( 0x0 )
Access Encap VLAN             : 2501( 0x9C5 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outer L3 Header
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
L3 Type                       : IPv4
IP Version                    : 4
DSCP                          : 0
IP Packet Length              : 84 ( = IP header(28 bytes) + IP payload )
Don't Fragment Bit            : not set

「ereport」は、パケットが受信されたことを検証し、情報が予想どおりであることを確認
します (送信元と宛先の MAC、送信元、宛先 IP など)。
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TTL                           : 255
IP Protocol Number            : ICMP
IP CheckSum                   : 51097( 0xC799 )
Destination IP                : 10.1.1.2
Source IP                     : 10.1.1.1

===========================================================================================================
                                                               Forwarding Lookup ( FPB )
===========================================================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destination MAC (Lookup Key)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dst MAC Lookup was performed            : yes
Dst MAC Lookup BD                       : 522( 0x20A )
( Hw BDID in "show plat int hal l2 bd pi" )
Dst MAC Address                         : 0000.1001.0102

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destination MAC (Lookup Result)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dst MAC is Hit                          : yes
Dst MAC is Hit Index                    : 6443( 0x192B )
( phy_id in "show plat int hal objects ep l2 mac (MAC) extensions" )
or ( HIT IDX in "show plat int hal l3 nexthops" for L3OUT/L3 EP)
.....

apic1# ftriage bridge -ii LEAF:101 -sip 10.1.1.1 -dip 10.1.1.2
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "InProgress", "pid": "12181", "apicId": "1", "id":  
"0"}}}
Starting ftriage
Log file name for the current run is: ftlog_2019-10-01-18-53-24-125.txt
2019-10-01 18:53:24,129 INFO     /controller/bin/ftriage bridge -ii LEAF:101 -sip 10.1.1.1 -dip 10.1.1.2
2019-10-01 18:53:49,280 INFO     ftriage:     main:1165 Invoking ftriage with default password and default  
username: apic#fallback\\admin
2019-10-01 18:54:10,204 INFO     ftriage:     main:839  L2 frame Seen on leaf1 Ingress: Eth1/3 Egress: Eth1/49  
Vnid: 15302583

フローに従うための fTriage の使用
fTriage は APIC CLI から実行され、ACI ファブリックを通過するパケットパスを追うために
使用できます。少なくとも入力リーフ (node-101)、送信元 IP および宛先 IP を指定します。
この特定のケースでは、ブリッジされた (Layer 2) フローであるため、fTriage ブリッジオプ
ションを使用します。

fTriage は、現在のディレクトリにログファイルを生成することに注意してください。こ
のログファイルには、収集されたすべてのログと ELAM レポートが含まれます。これによ
り、すべてのホップでパケットをキャプチャできるようになります。出力の短縮版は次の
とおりです。
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2019-10-01 18:54:10,422 INFO     ftriage:     main:242  ingress encap string vlan-2501
2019-10-01 18:54:10,427 INFO     ftriage:     main:271  Building ingress BD(s), Ctx
2019-10-01 18:54:12,288 INFO     ftriage:     main:294  Ingress BD(s) Prod:BD1
2019-10-01 18:54:12,288 INFO     ftriage:     main:301  Ingress Ctx: Prod:VRF1
2019-10-01 18:54:12,397 INFO     ftriage:   pktrec:490  leaf1: Collecting transient losses snapshot for LC  
module: 1
2019-10-01 18:54:30,079 INFO     ftriage:     main:933  SMAC 00:00:10:01:01:01 DMAC 00:00:10:01:01:02
2019-10-01 18:54:30,080 INFO     ftriage:  unicast:973  leaf1: < - is ingress node
2019-10-01 18:54:30,320 INFO     ftriage:  unicast:1215 leaf1: Dst EP is remote
2019-10-01 18:54:31,155 INFO     ftriage:     misc:659  leaf1: L2 frame getting bridged in SUG
2019-10-01 18:54:31,380 INFO     ftriage:     misc:657  leaf1: Dst MAC is present in SUG L2 tbl
2019-10-01 18:54:31,826 INFO     ftriage:     misc:657  leaf1: RwDMAC DIPo(10.0.96.66) is one of dst TEPs  
['10.0.96.66']
2019-10-01 18:56:16,249 INFO     ftriage:     main:622  Found peer-node spine1 and IF: Eth1/1 in candidate list
2019-10-01 18:56:21,346 INFO     ftriage:     node:643  spine1: Extracted Internal-port GPD Info for lc: 1
2019-10-01 18:56:21,348 INFO     ftriage:     fcls:4414 spine1: LC trigger ELAM with IFS: Eth1/1 Asic :0 Slice:  
0 Srcid: 32
2019-10-01 18:56:54,424 INFO     ftriage:     main:839  L2 frame Seen on spine1 Ingress: Eth1/1 Egress: LC-1/0  
FC-24/0 Port-0 Vnid: 15302583
2019-10-01 18:56:54,424 INFO     ftriage:   pktrec:490  spine1: Collecting transient losses snapshot for LC  
module: 1
2019-10-01 18:57:15,093 INFO     ftriage:      fib:332  spine1: Transit in spine
2019-10-01 18:57:21,394 INFO     ftriage:  unicast:1252 spine1: Enter dbg_sub_nexthop with Transit inst: ig  
infra: False glbs.dipo: 10.0.96.66
2019-10-01 18:57:21,508 INFO     ftriage:  unicast:1417 spine1: EP is known in COOP (DIPo = 10.0.96.66)
2019-10-01 18:57:25,537 INFO     ftriage:  unicast:1458 spine1: Infra route 10.0.96.66 present in RIB
2019-10-01 18:57:25,537 INFO     ftriage:     node:1331 spine1: Mapped LC interface: LC-1/0 FC-24/0 Port-0 to FC  
interface: FC-24/0 LC-1/0 Port-0
2019-10-01 18:57:30,616 INFO     ftriage:     node:460  spine1: Extracted GPD Info for fc: 24
2019-10-01 18:57:30,617 INFO     ftriage:     fcls:5748 spine1: FC trigger ELAM with IFS: FC-24/0 LC-1/0 Port-0  
Asic :0 Slice: 2 Srcid: 0
2019-10-01 18:57:49,611 INFO     ftriage:  unicast:1774 L2 frame Seen on FC of node: spine1  with Ingress: FC-
24/0 LC-1/0 Port-0  Egress: FC-24/0 LC-1/0 Port-0 Vnid: 15302583
2019-10-01 18:57:49,611 INFO     ftriage:   pktrec:487  spine1: Collecting transient losses snapshot for FC  
module: 24
2019-10-01 18:57:53,110 INFO     ftriage:     node:1339 spine1: Mapped FC interface: FC-24/0 LC-1/0 Port-0 to LC  
interface: LC-1/0 FC-24/0 Port-0
2019-10-01 18:57:53,111 INFO     ftriage:  unicast:1474 spine1: Capturing Spine  Transit pkt-type L2 frame on  
egress LC on Node: spine1 IFS: LC-1/0 FC-24/0 Port-0
2019-10-01 18:57:53,530 INFO     ftriage:     fcls:4414 spine1: LC trigger ELAM with IFS: LC-1/0 FC-24/0 Port-0  
Asic :0 Slice: 0 Srcid: 64
2019-10-01 18:58:26,497 INFO     ftriage:  unicast:1510 spine1: L2 frame Spine egress  Transit pkt Seen on  
spine1 Ingress: LC-1/0 FC-24/0 Port-0 Egress: Eth1/3 Vnid: 15302583
2019-10-01 18:58:26,498 INFO     ftriage:   pktrec:490  spine1: Collecting transient losses snapshot for LC  
module: 1
2019-10-01 18:59:28,634 INFO     ftriage:     main:622  Found peer-node leaf3 and IF: Eth1/49 in candidate list
2019-10-01 18:59:39,235 INFO     ftriage:     main:839  L2 frame Seen on leaf3 Ingress: Eth1/49 Egress: Eth1/12  
(Po1) Vnid: 11364
2019-10-01 18:59:39,350 INFO     ftriage:   pktrec:490  leaf3: Collecting transient losses snapshot for LC  
module: 1
2019-10-01 18:59:54,373 INFO     ftriage:     main:522  Computed egress encap string vlan-2501
2019-10-01 18:59:54,379 INFO     ftriage:     main:313  Building egress BD(s), Ctx
2019-10-01 18:59:57,152 INFO     ftriage:     main:331  Egress Ctx Prod:VRF1
2019-10-01 18:59:57,153 INFO     ftriage:     main:332  Egress BD(s): Prod:BD1
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2019-10-01 18:59:59,230 INFO     ftriage:  unicast:1252 leaf3: Enter dbg_sub_nexthop with Local inst: eg infra:  
False glbs.dipo: 10.0.96.66
2019-10-01 18:59:59,231 INFO     ftriage:  unicast:1257 leaf3: dbg_sub_nexthop invokes dbg_sub_eg for vip
2019-10-01 18:59:59,231 INFO     ftriage:  unicast:1784 leaf3: < - is egress node
2019-10-01 18:59:59,377 INFO     ftriage:  unicast:1833 leaf3: Dst EP is local
2019-10-01 18:59:59,378 INFO     ftriage:     misc:657  leaf3: EP if(Po1) same as egr if(Po1)
2019-10-01 18:59:59,378 INFO     ftriage:     misc:659  leaf3: L2 frame getting bridged in SUG
2019-10-01 18:59:59,613 INFO     ftriage:     misc:657  leaf3: Dst MAC is present in SUG L2 tbl
2019-10-01 19:00:06,122 INFO     ftriage:     main:961  Packet is Exiting fabric with peer-device: n3k-3 and  
peer-port: Ethernet1/16

leaf1# show endpoint mac 0000.1001.0102  
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged  
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span  
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface  
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info  
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

不明なレイヤ 2 ユニキャスト トラフィックのトラブルシューティン
グ ワークフロー: フラッド モードの BD

この例では、宛先 MAC は不明です。入力リーフの宛先 MAC ルックアップには出力が表示
されません。

BD が L2 不明なユニキャストに「Flood」に設定されている場合は、次のような状況が発生
します。

1 入力リーフは、パケット ヘッダーにハッシュを付けて、FTAG の 1 つ (0 ~ 15) に割
り当てます。

2 入力リーフは、BD VNID を使用して VXLAN パケットにフレームをカプセル化しま
す。外部宛先 IP は BD GIPo + FTAG になります。

3 これは、ツリートポロジに従ってファブリック内でフラッドし、BD が展開されて
いるすべてのリーフノードに到達する必要があります。
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このセクションでは、チェック対象を強調表示します。

BD GIPo の検索
GUI は、マルチ宛先トラフィック用に BD によって使用されるマルチキャスト グループ 
225.1.5.48 を識別します。

BD	GIPo

ELAM: 入力リーフ: フラッド トラフィック
ELAM Assistant を使用して、入力リーフの ELAM レポートがチェックされます。これは、
フレームが BD 内でフラッドし、すべてのファブリック アップリンクで出力されていること
を示しています (ここでは eth1/49、1/50、1/51 および 1/52)。
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 sug_lu2ba_sb_info.mc_info.mc_info_nopad.ftag: 0xC

ELAM	Assistant-入力リーフ	-	パケット転送情報

入力リーフによって選択された FTAG 値を検索するには、ELAM Assistant の raw レポート
に移動します。

0xC の 16 進数値を 10 進数に変換すると、FTAG 12 になります。
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spine1# show isis internal mcast routes ftag
IS-IS process: isis_infra
 VRF : default
FTAG Routes
====================================

FTAG ID:  12  [Enabled] Cost:(   2/  11/   0)
----------------------------------
   Root port: Ethernet1/4.39
   OIF List:
     Ethernet1/11.11
     Ethernet1/12.12

admin@apic1:tmp> python aci_ftag_viewer.py --ftag 12 --pod 1
################################################################################
#  Pod 1 FTAG 12
#  Root spine-204
#  active nodes: 8, inactive nodes: 1
################################################################################
spine-204
 +- 1/1 -------- 1/52 leaf-101
 +- 1/2 -------- 1/52 leaf-102

FTAG トポロジの描画
FTAG トポロジは、IS-IS によって計算されます。各 FTAG 値に対してツリー トポロジが作
成され、最適なロード拡散トポロジを可能にするルートおよび出力インターフェイス リス
トが使用されます。

次のコマンドを使用して、ローカル FTAG トポロジを表示します。次の例では、spine1 で 
FTAG ID 12 トポロジを使用しています。

大規模な ACI ファブリックでフル FTAG トポロジを描画すると、長時間にわたって複雑な
タスクであることが証明されます。「Aci ftag-viewer」Python スクリプト (https://github.
com/agccie/aci-ftag-viewer) は、APIC にコピーできます。これにより、ファブリックの完
全な FTAG トポロジが単一のパスで生成されます。

次の出力には、マルチポッド ファブリックの Pod1 の FTAG 12 ツリーが表示され、IPN デバ
イス全体に FTAG トポロジが含まれています。

これは、トラフィックが leaf101 から ACI ファブリックに入ると、次のスクリプトの出力に
リストされている次のパスを通過することを示しています。
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 +- 1/1 -------- 1/52 leaf-101
 +- 1/2 -------- 1/52 leaf-102
 +- 1/3 -------- 1/52 leaf-103
 +- 1/4 -------- 1/52 leaf-104
                        +- 1/49 -------- 1/4 spine-201
                        |                      +- 1/11 ...... (EXT) Eth2/13 n7706-01-Multipod-A1
                        |                      +- 1/12 ...... (EXT) Eth2/9 n7706-01-Multipod-A2
                        |
                        +- 1/50 -------- 1/4 spine-202
                        |                      +- 1/11 ...... (EXT) Eth2/14 n7706-01-Multipod-A1
                        |                      +- 1/12 ...... (EXT) Eth2/10 n7706-01-Multipod-A2
                        |
                        +- 1/51 -------- 2/4 spine-203
                                               +- 2/11 ...... (EXT) Eth2/15 n7706-01-Multipod-A1
                                               +- 2/12 ...... (EXT) Eth2/11 n7706-01-Multipod-A2
 +- 1/11 ...... (EXT) Eth2/16 n7706-01-Multipod-A1
 +- 1/12 ...... (EXT) Eth2/12 n7706-01-Multipod-A2

module-1# debug platform internal tah elam asic 0
module-1(DBG-elam)# trigger reset
module-1(DBG-elam)# trigger init in-select 14 out-select 1
module-1(DBG-elam-insel14)# set inner ipv4 src_ip 10.1.1.1 dst_ip 10.1.1.2
module-1(DBG-elam-insel14)# start

module-1(DBG-elam-insel14)# ereport | egrep vpc.*df   
sug_lub_latch_results_vec.lub4_1.vpc_df: 0x1

ELAM: 出力リーフ: フラッド トラフィック
この場合、フラッド トラフィックは、ACI ファブリック内のすべてのリーフに到達しま
す。これにより、VPC ペアである leaf3 と leaf4 の両方に到達します。両方のリーフ ノー
ドには、宛先への VPC があります。重複パケットを回避するために、VPC ペアは、フラッ
ド トラフィックを宛先に転送するために1つのリーフだけを選定します。選択されたリーフ
は、VPC DF リーフ (VPC 指定フォワーダー リーフ) と呼ばれます。

これは、両方のリーフノードで次のトリガーを使用して、ELAM で確認できます。

leaf3 の出力:
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module-1(DBG-elam-insel14)# ereport | egrep vpc.*df   
 sug_lub_latch_results_vec.lub4_1.vpc_df: 0x0

spine1# show coop internal info repo ep key 15302583 00:00:10:01:01:02

Repo Hdr Checksum : 16897
Repo Hdr record timestamp : 10 01 2019 11:05:46 351360334
Repo Hdr last pub timestamp : 10 01 2019 11:05:46 352019546
Repo Hdr last dampen timestamp : 01 01 1970 00:00:00 0
Repo Hdr dampen penalty : 0
Repo Hdr flags : IN_OBJ EXPORT ACTIVE
EP bd vnid : 16351141
  EP mac :  00:00:10:01:01:02
flags : 0x90
repo flags : 0x122
Vrf vnid : 2097154
Epg vnid : 0
EVPN Seq no : 0
Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0
Snapshot timestamp: 10 01 2019 11:05:46 351360334
Tunnel nh : 10.0.96.66
MAC Tunnel  : 10.0.96.66
IPv4 Tunnel : 10.0.96.66
IPv6 Tunnel : 10.0.96.66
ETEP Tunnel : 0.0.0.0

leaf4 の出力:

上記の出力では、leaf3 の値は「0x1」に設定されており、「vpc_df」フィールドに対して 
leaf4 が「0x0」に設定されており、「vpc_df」フィールドに設定されています。したがっ
て、指定されたフォワーダーは leaf3 になります。leaf3 は、その VPC リンク上のフラッド 
パケットを宛先 EP に転送します。

不明なレイヤ 2 ユニキャスト トラフィック (ハードウェア プロキシの 
BD) のトラブルシューティングのワークフロー

リストされている現在のシナリオは、ハードウェア プロキシモードの BD を持つレイヤ 2 の
不明な ユニキャスト トラフィックのものです。このシナリオでは、入力リーフが宛先 MAC 
アドレスを認識していない場合、パケットは spine anycast proxy-mac アドレスに転送され
ます。スパインは、宛先 MAC の COOP ルックアップを実行します。

次に示すようにルックアップが成功すると、スパインは外部宛先 IP をトンネル宛先 (ここで
は 10.0.96.66) にリライトし、leaf3 leaf4 VPC ペアに送信します。
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spine1# show coop internal info repo ep key 15302583 00:00:10:01:01:02  
Key not found in repo

ルックアップが失敗した場合 (ACI ファブリックでエンドポイントが不明な場合)、スパイン
は不明なユニキャストをドロップします。

要約

次の図は、ACI ファブリックのレイヤ 2 トラフィックに対して考えられる転送動作をまとめ
たものです。
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ACI	ファブリック	レイヤ	2	転送の動作



ファブリック内フォワーディング 249

L3	転送:	異なる	BD	の	2	つのエンドポイント

この章では、さまざまなブリッジドメイン内のエンドポイントが相互に通信できない場合
のトラブルシューティング例について説明します。これは、ACI ファブリックによってルー
ティングされるフローです。図 1 は、トポロジを示します。

Dierent	ブリッジ	ドメイン内のエンドポイント
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高レベルのトラブルシューティングのワークフロー

一般的なトラブルシューティング手順と検証コマンドを次に示します。

•  最初のチェック: プログラミングを検証します。

-    BD の広範にわたるゲートウェイをリーフノードにプッシュする必要がありま
す。

-   宛先 BD サブネットへのルートをリーフノードにプッシュする必要がありま
す。

-  ホストのデフォルト ゲートウェイの ARP を解決する必要があります。

•  2 番目のチェック: リーフ ノードで CLI を使用して学習およびテーブルのエントリを
検証します。

-  送信元リーフ ノードと宛先リーフ ノードがエンドポイントを学習し、宛先
エンドポイントを学習するかどうかを確認します。

-  エンドポイント テーブル: 「show endpoint」。

-  TEP 宛先: 「show interface tunnel <x>」。

-  「show ip route <TEP address> vrf vrf overlay-1」コマンドで TEP 
宛先を特定します。

-  スパイン ノードがエンドポイントを学習することを確認します。

-  「show coop internal info」

•  3 番目のチェック: パケットを取得し、転送の決定を分析します。

-  Elam (elam Assistant または CLI) を使用してフレームを検証します。

-  またはフローを追跡するための ftriage を使用します。
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leaf1# show ip interface vrf Prod:VRF1
IP Interface Status for VRF "Prod:VRF1"
vlan7, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 106, mode: pervasive
 IP address: 10.1.1.254, IP subnet: 10.1.1.0/24
 IP broadcast address: 255.255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

leaf3# show ip interface  vrf Prod:VRF1
IP Interface Status for VRF "Prod:VRF1"
vlan1, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 159, mode: pervasive
 IP address: 10.1.2.254, IP subnet: 10.1.2.0/24
 IP broadcast address: 255.255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

leaf4# show ip interface  vrf Prod:VRF1
IP Interface Status for VRF "Prod:VRF1"
vlan132, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 159, mode: pervasive   
IP address: 10.1.2.254, IP subnet: 10.1.2.0/24

既知のエンドポイントのトラブルシューティング ワークフロー
BD の分散ゲートウェイを確認する
この例では、次の送信元と宛先のエンドポイントが使用されます。

• leaf1 下の EP A 10.1.1.1。 

•  [VPC pair leaf3 and leaf4] の下の EP B 10.1.2.1。 

次の分散ゲートウェイが表示されます。

•  leaf1 上の BD1 ゲートウェイの 10.1.1.254/24。

•  leaf3 および leaf4 上の BD2 ゲートウェイの場合は 10.1.2.254/24。

これは、リーフノードで「show ip interface vrf <vrf name>」を使用して確認できます。

leaf1

leaf3 および 4:
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IP broadcast address: 255.255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

leaf1# show ip route 10.1.2.0/24 vrf Prod:VRF1
IP Route Table for VRF "Prod:VRF1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.1.2.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive
   *via 10.0.8.65%overlay-1, [1/0], 00:22:37, static, tag 4294967294   
        recursive next hop: 10.0.8.65/32%overlay-1

leaf1# show isis  dteps  vrf overlay-1 | egrep 10.0.8.65
10.0.8.65          SPINE   N/A             PHYSICAL,PROXY-ACAST-V4
bdsol-aci32-leaf1#

leaf3 と leaf4 は同じ分散ゲートウェイアドレスを持ち、SVI に対して異なる VLAN カプセル
化が見られる可能性があることにご注意ください。

•  leaf3 は VLAN 1 を使用します。

•  leaf4 は VLAN 132 を使用します。

これは、VLAN 1 または VLAN 132 がリーフ上のローカル VLAN であることが想定されてい
ます。

分散ゲートウェイの IP アドレスがリーフにプッシュされない場合は、APIC GUI 
で、VLAN が展開されないようにする障害がないことを確認します。

リーフのルーティング テーブルの確認
Leaf1 には、サブネット 10.1.2.0/24 のエンドポイントはありませんが、到達するためにはそ
のサブネットへのルートが必要です。

「pervasive」および「drect」でフラグが立てられたルートには、10.0.8.65 の次のホップ
があることに注意してください。これは、すべてのスパインに存在する anycast-v4 ループ
バック アドレスです。
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leaf3# show ip route 10.1.1.1 vrf Prod:VRF1
IP Route Table for VRF "Prod:VRF1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.1.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive
   *via 10.0.8.65%overlay-1, [1/0], 00:30:25, static, tag 4294967294
        recursive next hop: 10.0.8.65/32%overlay-1

leaf1# show ip arp internal event-history event  | egrep 10.1.1.1
   [116] TID 26571:arp_handle_arp_request:6135: log_collect_arp_pkt; sip = 10.1.1.1; dip = 10.1.1.254;interface
= Vlan7; phy_inteface = Ethernet1/3; flood = 0; Info = Sent ARP response.
    [116] TID 26571:arp_process_receive_packet_msg:8384: log_collect_arp_pkt; sip = 10.1.1.1; dip =  
10.1.1.254;interface = Vlan7; phy_interface = Ethernet1/3;Info = Received arp request

同様に、leaf3 と leaf4 は 10.1.1.0/24 のルートを持っている必要があります。

これらのルートがない場合は、BD1 内の EPG と BD2 内の EPG の間にコントラクトが
存在しない可能性があります。リーフの下に BD1 にローカル エンドポイントが存在
しない場合、BD1 の分散ゲートウェイはリーフにプッシュされません。BD1 内の別の 
EPG とのコントラクトがある EPG にローカル エンドポイントがある場合、BD1 サブ
ネットはリーフ上で学習されます。

デフォルト ゲートウェイ IP の ARP 解決
ローカル エンドポイントが存在するリーフには分散ゲートウェイが必要であるため、分散
ゲートウェイの ARP 要求は常にローカル リーフによって解決される必要があります。これ
は、次のコマンドを使用してローカル リーフで確認できます。

入力リーフ送信元 IP と MAC エンドポイントの学習
レイヤ 3 転送の場合、ACI はレイヤ 3 送信元 IP ラーニングと宛先 IP ルックアップを実行し
ます。学習された IP アドレスの範囲は VRF です。

これは、EPG の [Operational] タブで GUI で確認できます。ここでは、IP と MAC の両方が
学習されていることに注意してください。
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leaf1# show endpoint ip 10.1.1.1
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
46                                        vlan-2501    0000.1001.0101 L                      eth1/3  
Prod:VRF1                                 vlan-2501          10.1.1.1 L                      eth1/3

EPG	動作エンドポイント

EPG	運用エンドポイント:	詳細

ローカルのリーフでローカル エンドポイントが学習されていることを確認します。ここ
で、IP 10.1.1.1 が学習された leaf1 を確認します。

上記のように、エンドポイントの内容は次のとおりです。

•  EPG (vlan-2501) の VLAN カプセル化と eth1/3 で学習した MAC アドレスを持つ BD 
(BD の内部 VLAN は 46)

•  VRF (Prod: VRF1) と IP 10.1.1.1
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leaf1# show ip arp vrf Prod:VRF1
Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router
       + - Adjacencies synced via CFSoE
       # - Adjacencies Throttled for Glean
       D - Static Adjacencies attached to down interface    IP ARP Table for context Prod:VRF1
Total number of entries: 0
Address         Age       MAC Address     Interface    < NO ENTRY >

leaf1# show endpoint ip 10.1.2.1
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
Prod:VRF1                                                    10.1.2.1 p                     tunnel4

これは、従来のネットワークの ARP エントリと同等であると理解できます。ACI は、
エンドポイントの ARP テーブルに ARP 情報を保存しません。エンドポイントは、エ
ンドポイントテーブルにのみ表示されます。

リーフ上の ARP テーブルは、L3Out ネクストホップにのみ使用されます。

入力リーフ宛先 IP ルックアップ: 既知のリモート エンドポイント
宛先 IP が既知 (既知のユニキャスト) であると仮定すると、宛先 IP 10.1.2.1 の「show 
endpoint」出力が次のようになります。これは、leaf1 上に存在しないため、特にローカル
で学習されるトンネル インターフェイス (tunnel 4) を指しているため、リモート学習です。

リモート エンドポイントには、IP または MAC のいずれかのみが含まれ、両方とも同じエン
トリに含まれません。同じエンドポイントの MAC アドレスと IP アドレスは、エンドポイン
トがローカルで学習された場合にのみ発生します。
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leaf1# show interface tunnel 4
Tunnel4 is up
   MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit
   Transport protocol is in VRF "overlay-1"
   Tunnel protocol/transport is ivxlan
   Tunnel source 10.0.88.95/32 (lo0)
   Tunnel destination 10.0.96.66
   Last clearing of "show interface" counters never
   Tx
   0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec
   Rx
   0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

leaf1# show ip route 10.0.96.66 vrf overlay-1
IP Route Table for VRF "overlay-1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
10.0.96.66/32, ubest/mbest: 4/0
   *via 10.0.88.65, eth1/49.10, [115/3], 02w06d, isis-isis_infra, isis-l1-int
   *via 10.0.128.64, eth1/51.8, [115/3], 02w06d, isis-isis_infra, isis-l1-int
   *via 10.0.88.64, eth1/52.126, [115/3], 02w06d, isis-isis_infra, isis-l1-int
   *via 10.0.88.94, eth1/50.128, [115/3], 02w06d, isis-isis_infra, isis-l1-int

leaf1# show system internal epm endpoint ip 10.1.2.1
MAC : 0000.0000.0000 ::: Num IPs : 1
IP# 0 : 10.1.2.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No  
Vlan id : 0 ::: Vlan vnid : 0 ::: VRF name : Prod:VRF1
BD vnid : 0 ::: VRF vnid : 2097154
Phy If : 0 ::: Tunnel If : 0x18010004
Interface : Tunnel4
Flags : 0x80004420 ::: sclass : 32771 ::: Ref count : 3
EP Create Timestamp : 10/01/2019 13:53:16.228319
EP Update Timestamp : 10/01/2019 14:04:40.757229
EP Flags : peer-aged|IP|sclass|timer|  
::::

宛先 TEP は、leaf3 と 4 つの VPC ペアのエニーキャスト TEP であり、スパインへのアップ
リンクを介して学習されます。

IP 10.1.2.1 の追加のエンドポイント情報は、「show system internal epm endpoint ip < ip >
」コマンドを使用して収集できます。
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leaf3# show endpoint ip 10.1.1.1
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
Prod:VRF1                                                    10.1.1.1 p                    tunnel26

leaf3# show interface tunnel 26
Tunnel26 is up
   MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit
   Transport protocol is in VRF "overlay-1"
   Tunnel protocol/transport is ivxlan

この出力チェックでは、次のようになります。

•  VRF vnid が入力されている: これは、VXLAN のフレームをファブリックにカプセル
化するために使用される vnid です。

•  Mac アドレスはリモート IP エントリに入力されないため、mac アドレスは
0000.0000.0000 ます。

•  BD vnid はルーテッド フレームの場合は不明であり、入力リーフはルータとして機
能し、MAC リライトを行います。これは、リモート リーフが、宛先の BD に対する
可視性を持たないことを意味します。VRF のみです。

フレームは、VRF の VNID である VXLAN id 2097154 を使用して、リモート TEP 10.0.96.66 
に移行する VXLAN フレームにカプセル化されるようになりました。これは、オーバーレ
イ 1 ルーティング テーブル (IS-IS ルート) でルーティングされ、宛先 TEP に到達します。
ここで、10.0.96.66 は leaf3 および leaf4 VPC ペアのエニーキャスト TEP アドレスであるた
め、leaf3 または leaf4 のいずれかに到達します。

出力リーフでの送信元 IP ラーニング
ここでの出力は leaf3 から取得されますが、leaf4 に似ています。パケットが leaf3 (宛先リー
フと TEP のオーナー) に到達すると、リーフは VRF 内のパケットの送信元 IP を学習します。



258 ファブリック内フォワーディング

Tunnel source 10.0.88.91/32 (lo0)
   Tunnel destination 10.0.88.95
   Last clearing of "show interface" counters never
   Tx
   0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec
   Rx
   0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec
The destination TEP 10.0.88.95 is the TEP address of leaf1 and is learned via all uplinks to spine.

leaf3# show endpoint ip 10.1.2.1  
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+  
2                                         vlan-2502    0000.1001.0201 LpV                       po1  
Prod:VRF1                                 vlan-2502          10.1.2.1 LpV                       po1

出力リーフでの宛先 IP ルックアップ
最後のステップは、出力リーフが宛先 IP を参照することです。10.1.2.1 については、エンド
ポイントテーブルを参照してください。

これにより、次の情報が得られます。

•  出力リーフは宛先 10.1.2.1 (ルーティング テーブルの/32 ホストルートと同様) を認識
し、ルートは正しい VRF で学習されます。

•  出力リーフは MAC 0000.1001.0201 (エンドポイント情報) を認識しています。

•  出力リーフは、10.1.2.1 宛てのトラフィックを vlan 2502 にカプセル化し、ポート チ
ャネル 1 (po1) で送信する必要があることを認識しています。

データ パスに従うための fTriage
APIC で fTriage を使用して、データ パスフローに従います。FTriage は ELAM に依存して
いるため、実際のデータフローが必要であることに注意してください。これにより、パケ
ットが leaf3 ポート1/16 上のファブリックから出ることを確認して、完全なデータ パスを確
認できます。
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apic1# ftriage route -ii LEAF:101 -sip 10.1.1.1 -dip 10.1.2.1
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "InProgress", "pid": "6888", "apicId": "1", "id": "0"}}}  
Starting ftriage
Log file name for the current run is: ftlog_2019-10-01-21-17-54-175.txt
2019-10-01 21:17:54,179 INFO     /controller/bin/ftriage route -ii LEAF:101 -sip 10.1.1.1 -dip 10.1.2.1
2019-10-01 21:18:18,149 INFO     ftriage:     main:1165 Invoking ftriage with default password and default username:  
apic#fallback\\admin
2019-10-01 21:18:39,194 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on bdsol-aci32-leaf1 Ingress: Eth1/3 Egress: Eth1/51 Vnid:
2097154
2019-10-01 21:18:39,413 INFO     ftriage:     main:242  ingress encap string vlan-2501
2019-10-01 21:18:39,419 INFO     ftriage:     main:271  Building ingress BD(s), Ctx
2019-10-01 21:18:41,240 INFO     ftriage:     main:294  Ingress BD(s) Prod:BD1
2019-10-01 21:18:41,240 INFO     ftriage:     main:301  Ingress Ctx: Prod:VRF1
2019-10-01 21:18:41,349 INFO     ftriage:   pktrec:490  bdsol-aci32-leaf1: Collecting transient losses snapshot for LC module: 1
2019-10-01 21:19:05,747 INFO     ftriage:     main:933  SIP 10.1.1.1 DIP 10.1.2.1
2019-10-01 21:19:05,749 INFO     ftriage:  unicast:973  bdsol-aci32-leaf1: < - is ingress node
2019-10-01 21:19:08,459 INFO     ftriage:  unicast:1215 bdsol-aci32-leaf1: Dst EP is remote
2019-10-01 21:19:09,984 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf1: DMAC(00:22:BD:F8:19:FF) same as RMAC(00:22:BD:F8:19:FF)
2019-10-01 21:19:09,984 INFO     ftriage:     misc:659  bdsol-aci32-leaf1: L3 packet getting routed/bounced in SUG
2019-10-01 21:19:10,248 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf1: Dst IP is present in SUG L3 tbl
2019-10-01 21:19:10,689 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf1: RwDMAC DIPo(10.0.96.66) is one of dst TEPs  
['10.0.96.66']
2019-10-01 21:20:56,148 INFO     ftriage:     main:622  Found peer-node bdsol-aci32-spine3 and IF: Eth2/1 in candidate list
2019-10-01 21:21:01,245 INFO     ftriage:     node:643  bdsol-aci32-spine3: Extracted Internal-port GPD Info for lc: 2
2019-10-01 21:21:01,245 INFO     ftriage:     fcls:4414 bdsol-aci32-spine3: LC trigger ELAM with IFS: Eth2/1 Asic :0 Slice: 0  
Srcid: 32
2019-10-01 21:21:33,894 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on bdsol-aci32-spine3 Ingress: Eth2/1 Egress: LC-2/0 FC-22/0 
Port-1 Vnid: 2097154
2019-10-01 21:21:33,895 INFO     ftriage:   pktrec:490  bdsol-aci32-spine3: Collecting transient losses snapshot for LC module: 2
2019-10-01 21:21:54,487 INFO     ftriage:      fib:332  bdsol-aci32-spine3: Transit in spine
2019-10-01 21:22:01,568 INFO     ftriage:  unicast:1252 bdsol-aci32-spine3: Enter dbg_sub_nexthop with Transit inst: ig infra:  
False glbs.dipo: 10.0.96.66
2019-10-01 21:22:01,682 INFO     ftriage:  unicast:1417 bdsol-aci32-spine3: EP is known in COOP (DIPo = 10.0.96.66)
2019-10-01 21:22:05,713 INFO     ftriage:  unicast:1458 bdsol-aci32-spine3: Infra route 10.0.96.66 present in RIB
2019-10-01 21:22:05,713 INFO     ftriage:     node:1331 bdsol-aci32-spine3: Mapped LC interface: LC-2/0 FC-22/0 Port-1 to FC  
interface: FC-22/0 LC-2/0 Port-1
2019-10-01 21:22:10,799 INFO     ftriage:     node:460  bdsol-aci32-spine3: Extracted GPD Info for fc: 22
2019-10-01 21:22:10,799 INFO     ftriage:     fcls:5748 bdsol-aci32-spine3: FC trigger ELAM with IFS: FC-22/0 LC-2/0 Port-1 Asic  
:0 Slice: 2 Srcid: 24
2019-10-01 21:22:29,322 INFO     ftriage:  unicast:1774 L3 packet Seen on FC of node: bdsol-aci32-spine3  with Ingress: FC-22/0  
LC-2/0 Port-1  Egress: FC-22/0 LC-2/0 Port-1 Vnid: 2097154
2019-10-01 21:22:29,322 INFO     ftriage:   pktrec:487  bdsol-aci32-spine3: Collecting transient losses snapshot for FC module: 22
2019-10-01 21:22:31,571 INFO     ftriage:     node:1339 bdsol-aci32-spine3: Mapped FC interface: FC-22/0 LC-2/0 Port-1 to LC  
interface: LC-2/0 FC-22/0 Port-1
2019-10-01 21:22:31,572 INFO     ftriage:  unicast:1474 bdsol-aci32-spine3: Capturing Spine  Transit pkt-type L3 packet on egress  
LC on Node: bdsol-aci32-spine3 IFS: LC-2/0 FC-22/0 Port-1
2019-10-01 21:22:31,991 INFO     ftriage:     fcls:4414 bdsol-aci32-spine3: LC trigger ELAM with IFS: LC-2/0 FC-22/0 Port-1 Asic  
:0 Slice: 1 Srcid: 0
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2019-10-01 21:22:48,952 INFO     ftriage:  unicast:1510 bdsol-aci32-spine3: L3 packet Spine egress  Transit pkt Seen on bdsol-
aci32-spine3 Ingress: LC-2/0 FC-22/0 Port-1 Egress: Eth2/3 Vnid: 2097154
2019-10-01 21:22:48,952 INFO     ftriage:   pktrec:490  bdsol-aci32-spine3: Collecting transient losses snapshot for LC module: 2
2019-10-01 21:23:50,748 INFO     ftriage:     main:622  Found peer-node bdsol-aci32-leaf3 and IF: Eth1/51 in candidate list
2019-10-01 21:24:05,313 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on bdsol-aci32-leaf3 Ingress: Eth1/51 Egress: Eth1/12 (Po1)  
Vnid: 11365
2019-10-01 21:24:05,427 INFO     ftriage:   pktrec:490  bdsol-aci32-leaf3: Collecting transient losses snapshot for LC module: 1
2019-10-01 21:24:24,369 INFO     ftriage:     nxos:1404 bdsol-aci32-leaf3: nxos matching rule id:4326 scope:34 filter:65534
2019-10-01 21:24:25,698 INFO     ftriage:     main:522  Computed egress encap string vlan-2502
2019-10-01 21:24:25,704 INFO     ftriage:     main:313  Building egress BD(s), Ctx
2019-10-01 21:24:27,510 INFO     ftriage:     main:331  Egress Ctx Prod:VRF1
2019-10-01 21:24:27,510 INFO     ftriage:     main:332  Egress BD(s): Prod:BD2
2019-10-01 21:24:30,536 INFO     ftriage:  unicast:1252 bdsol-aci32-leaf3: Enter dbg_sub_nexthop with Local inst: eg infra: False  
glbs.dipo: 10.0.96.66
2019-10-01 21:24:30,537 INFO     ftriage:  unicast:1257 bdsol-aci32-leaf3: dbg_sub_nexthop invokes dbg_sub_eg for vip
2019-10-01 21:24:30,537 INFO     ftriage:  unicast:1784 bdsol-aci32-leaf3: < - is egress node
2019-10-01 21:24:30,684 INFO     ftriage:  unicast:1833 bdsol-aci32-leaf3: Dst EP is local
2019-10-01 21:24:30,685 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: EP if(Po1) same as egr if(Po1)
2019-10-01 21:24:30,943 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: Dst IP is present in SUG L3 tbl
2019-10-01 21:24:31,242 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: RW seg_id:11365 in SUG same as EP segid:11365
2019-10-01 21:24:37,631 INFO     ftriage:     main:961  Packet is Exiting fabric with peer-device: bdsol-aci32-n3k-3 and peer-port: 
Ethernet1/12

ELAM Assistant アプリを使用した出力リーフでのパケットキャプチャ

次に、スパインからの leaf3 で ELAM Assistant アプリでキャプチャされたパケットを示し
ます。これは次のように表示されます。

•  外部レイヤ 4 情報 (vnid は 2097154) からの vnid。

•  外部 L3 ヘッダー ソース tep と宛先 tep。
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ELAM	Assistant:	L3	o	出力リーフ	(パート	1)
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ELAM	Assistant:	L3	o	出力リーフ	(パート	2)
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leaf1# show endpoint ip 10.1.2.1
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged  
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service

パケット転送情報セクションは、ポート チャネル1で取得されたことを証明します。

ELAM	Assistant:	L3	出力リーフ:	パケット転送情報

Troubleshooting workflow for unknown endpoints

ここでは、入力リーフが宛先 IP を認識していない場合の違いを示します。

入力リーフ宛先 IP ルックアップ
最初のステップは、宛先 IP のエンドポイントの学習があるかどうかを確認することです。
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+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+------------+   <NO ENTRY>

leaf1# show ip route 10.1.2.1 vrf Prod:VRF1
IP Route Table for VRF "Prod:VRF1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.1.2.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive
   *via 10.0.8.65%overlay-1, [1/0], 01:40:18, static, tag 4294967294
        recursive next hop: 10.0.8.65/32%overlay-1

spine1# show coop internal info ip-db key 2097154 10.1.1.1 
IP address : 10.1.1.1
Vrf : 2097154
Flags : 0
EP bd vnid : 15302583
EP mac :  00:00:10:01:01:01
Publisher Id : 10.0.88.95
Record timestamp : 10 01 2019 14:16:50 522482647

宛先のエンドポイントテーブルには何も含まれていないため、次に、宛先までの最長プレ
フィックス一致ルートを検索するルーティング テーブルを確認します。

/24 BD サブネット 10.1.2.0/24 を使用することは、リーフが宛先 TEP 10.0.8.65 (スパインのエ
ニーキャスト-v4) を使用して VXLAN 内のフレームをカプセル化することを意味します。フ
レームは、VRF VNID である VXLAN id を使用します。

スパインでの COOP ルックアップ: 宛先 IP が既知
パケットは、IP データベース内での COOP ルックアップを実行するスパインの 1 つに到達
します。ソースを確認する必要があります。また、宛先 IP は、COOP データベースから正
しく学習する必要があります。

COOP データベース内の IP を検索するには、キーが VRF VNID (この例では 2097154) にな
ります。

次の出力から、COOP データベースが TEP 10.0.88.95 (leaf1) からの送信元 IP のエントリを
正しく確認していることが確認されています。
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Publish timestamp : 10 01 2019 14:16:50 532239332
Seq No: 0
Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0
URIB Tunnel Info
Num tunnels : 1
       Tunnel address : 10.0.88.95
       Tunnel ref count : 1

spine1# show coop internal info ip-db key 2097154 10.1.2.1 
IP address : 10.1.2.1
Vrf : 2097154
Flags : 0
EP bd vnid : 15957974
EP mac :  00:00:10:01:02:01
Publisher Id : 10.0.88.90
Record timestamp : 10 01 2019 14:52:52 558812544
Publish timestamp : 10 01 2019 14:52:52 559479076
Seq No: 0
Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0
URIB Tunnel Info
Num tunnels : 1
       Tunnel address : 10.0.96.66
       Tunnel ref count : 1

次の出力は、COOP データベースに、TEP 10.0.96.66 (leaf3 および 4 VPC ペアのエニーキャ
スト TEP) からの宛先 IP のエントリが正しく表示されていることを示しています。

ここでのシナリオでは、VXLAN パケット内の外部 IP ヘッダーの宛先 IP を 10.0.96.66 に書
き換え、次に leaf3 または leaf4 に送信します (ECMP ハッシングによって異なる)。VXLAN 
フレームの送信元 IP は変更されないため、まだ leaf1 PTEP になっていることに注意してく
ださい。

スパイン-宛先 IP での COOP ルックアップが不明です
宛先 IP の COOP エントリが入力されていない場合 (サイレント エンドポイントまたは期
限切れの場合)、スパインはそれを解決するために ARP glean を生成します。詳細について
は、「マルチポッド フォーワーディング」セクションを参照してください。
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要約

次の図は、レイヤ 2 およびレイヤ 3 の使用例の ACI 転送をまとめたものです。

ACI	転送の概要
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マルチポッド転送

マルチポッド転送の概要

この章では、マルチポッド環境のポッド間で接続が正しく機能していないシナリオをトラ
ブルシューティングする方法について説明します。

特定のトラブルシューティング例を確認する前に、高レベルでマルチポッド コンポーネン
トを理解するために、少し時間が必要です。

マルチポッド	コンポーネント

従来の ACI ファブリックと同様に、マルチポッド ファブリックは単一の ACI ファブリック
と見なされ、管理用に単一の APIC クラスタに依存します。

各ポッド内で、ACI は、オーバーレイ内の同じプロトコルを従来のファブリックとして活用
します。これには、TEP 情報の交換に加えて、マルチキャスト発信インターフェイス (OIF) 
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の選択、グローバル エンドポイントリポジトリのための COOP、およびファブリックを介
した外部ルータの配布のための BGP VPNv4 が含まれます。

マルチポッドは、各ポッドを同時に接続する必要があるため、これらのコンポーネント上
に構築されます。

•  リモートポッドの TEP に関するルーティング情報を交換するには、OSPF を使用し
て、IPN を介してサマリー TEP プールをアドバタイズします。

•  あるポッドから別のポッドに学習した外部ルートを交換するために、BGP VPNv4 ア
ドレス ファミリはスパイン ノード間で拡張されます。各ポッドは、個別のルート 
リフレクタ クラスタになります。

•  ポッド間での COOP に保存されている他の情報とともにエンドポイントを同期する
には、BGP EVPN アドレス ファミリがスパイン ノード間で拡張されます。

•  最後に、ポッド間のブロードキャスト、未知のユニキャスト、およびマルチキャス
ト (BUM) トラフィックのフラッディングを処理するために、各ポッドのスパイン 
ノードは IGMP ホストとして動作し、IPN ルータは双方向 PIM を介してマルチキャ
スト ルーティング情報を交換します。

マルチポッドのトラブルシューティング シナリオとワークフローの大部分は、単一のポッ
ド ACI ファブリックに似ています。このマルチポッドのセクションでは、主に、単一のポ
ッドとマルチポッド転送の違いに焦点を当てます。

マルチポッド転送のトラブルシューティングのワークフロー

シナリオのトラブルシューティングと同様に、予想される状態を理解することが重要で
す。次のトポロジは、以下の例で使用されます。
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マルチポッドのトポロジの例
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上位レベルのワークフローは次のとおりです。

1 フローはユニキャストまたは複数の宛先ですか。フローが動作状態のユニキャストで
あると予想される場合でも、ARP が解決されない場合は、複数宛先のフローであるこ
とに注意してください。

2 フローはルーティングまたはブリッジされていますか。従来、ACI の観点からのルー
テッドフローは、宛先 MAC アドレスが ACI で設定されたゲートウェイによって所有
されているルータ MAC アドレスであるフローです。さらに、ARP フラッディングが
無効になっている場合、入力リーフはターゲット IP アドレスに基づいてルーティン
グされます。宛先 MAC アドレスが ACI によって所有されていない場合、スイッチは 
MAC アドレスに基づいて転送するか、ブリッジ ドメインに設定されている「不明な
ユニキャスト」動作に従います。

3 入力リーフはフローをドロップしていますか。これを確認するには、fTriage と ELAM 
が最適なツールです。

フローがレイヤ 3 ユニキャストの場合は、次のようになります。

1 入力リーフは、送信元 EPG と同じ VRF 内の宛先 IP のエンドポイントを学習していま
すか。その場合、これは学習したルートよりも常に優先されます。リーフは、エンド
ポイントが学習されるトンネルアドレスまたは出力インターフェイスに直接転送され
ます。

2 エンドポイントの学習がない場合、入力リーフに「Pervasive」フラグが設定されて
いる宛先へのルートがあるかどうかを確認します。これは、宛先サブネットがブリッ
ジ ドメイン サブネットとして設定され、次のホップがローカル ポッドのスパイン プ
ロキシであることを示します。

3 Pervasive ルートがない場合、最後の手段として、L3Out を通じて学習されたルート
があります。この部分は、単一のポッド L3Out 転送と同じです。
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module-1# debug platform internal tah elam asic 0
module-1(DBG-elam)# trigger reset
module-1(DBG-elam)# trigger init in-select 6 out-select 1
module-1(DBG-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 10.0.2.100 dst_ip 10.0.1.100  
module-1(DBG-elam-insel6)# start
module-1(DBG-elam-insel6)# stat
ELAM STATUS
===========
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Triggered

フローがレイヤ 2 ユニキャストの場合は、次のようになります。

1 入力リーフは、送信元 EPG と同じブリッジドメイン内の宛先 MAC アドレスについ
て、エンドポイントを学習しますか。その場合、リーフは、リモート トンネル IP に
転送されるか、またはエンドポイントが学習されたローカル インターフェイスに転
送されます。

2 送信元ブリッジ ドメインに宛先 MAC アドレスの学習がない場合、リーフは、BD が
設定されている「unknown-unicast」動作に基づいて転送されます。「Flood」に設
定されている場合、リーフはブリッジ ドメインに割り当てられた GIPo マルチキャス
ト グループにフラッドします。ローカルおよびリモート ポッドは、フラッドしたコ
ピーを取得する必要があります。「Hardware Proxy」に設定されている場合は、フ
レームがスパインに送信されてプロキシ ルックアップが行われ、スパインの COOP 
エントリに基づいて転送されます。

トラブルシューティングの出力は、BUM と比較した場合のユニキャストと大きく異なります。
そのため、ユニキャストの動作出力とシナリオは、その前に考慮され、BUM に移動します。

マルチポッド ユニキャスト トラブルシューティングのワークフロー

トポロジに従って、leaf205 の 10.0.2.100 から leaf101 の 10.0.1.100 までウォークスルーします。

ここでは、先に進む前に、ゲートウェイ (ルーテッド方式の場合) または宛先 MAC ア
ドレス (ブリッジ型の場合) に対して送信元が ARP を解決しているかどうかを確認する
ことが重要です。

1. 入力リーフがパケットを受信していることを確認します。「ツール」の項に示されている 
ELAM CLI ツールを使用し、4.2 で使用可能な ereport 出力を使用します。ELAM Assistant 
アプリも使用されます。



272 ファブリック内フォワーディング

===========================================================================================================
                                                           Captured Packet

===========================================================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outer Packet Attributes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Outer Packet Attributes       : l2uc ipv4 ip ipuc ipv4uc
Opcode                        : OPCODE_UC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outer L2 Header
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Destination MAC               : 0022.BDF8.19FF
Source MAC                    : 0000.2222.2222
802.1Q tag is valid           : yes( 0x1 )
CoS                           : 0( 0x0 )
Access Encap VLAN             : 1021( 0x3FD )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outer L3 Header
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L3 Type                       : IPv4
IP Version                    : 4
DSCP                          : 0
IP Packet Length              : 84 ( = IP header(28 bytes) + IP payload )
Don't Fragment Bit            : not set
TTL                           : 255
IP Protocol Number            : ICMP
IP CheckSum                   : 10988( 0x2AEC )
Destination IP                : 10.0.1.100
Source IP                     : 10.0.2.100

パケットが入力スイッチで受信されたことを確認する ELAM がトリガーされることに注意
してください。次に、出力が広範囲に及ぶため、レポートのいくつかのフィールドを確認
します。

パケットの宛先については、ereport により多くの情報がありますが、このデータを解釈す
るには、ELAM Assistant アプリが現在より便利です。このフローの ELAM Assistant の出力
は、この章の後半で示しています。
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a-leaf205# show endpoint ip 10.0.1.100 detail
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+-----------------------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface     Endpoint Group
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info                       Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+-----------------------------+

a-leaf205# show ip route 10.0.1.100 vrf Prod:Vrf1
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive
   *via 10.0.120.34%overlay-1, [1/0], 01:55:37, static, tag 4294967294
        recursive next hop: 10.0.120.34/32%overlay-1

a-leaf205# show isis dtep vrf overlay-1 | grep 10.0.120.34  
10.0.120.34        SPINE   N/A             PHYSICAL,PROXY-ACAST-V4

2. 入力リーフは、宛先を入力 VRF のエンドポイントとして学習しますか。存在しない場合
は、ルートがありますか。

上記のコマンドの出力は、宛先 IP が学習されていないことを意味します。次に、ルーティ
ング テーブルを確認します。

上記の出力では、これがブリッジ ドメイン サブネット ルートであることを示す、pervasive 
フラグが立てられています。次のホップは、スパインの anycast プロキシ アドレスである
必要があります。

エンドポイントがトンネルまたは物理インターフェイスで学習された場合は、これが優先
されるため、パケットがそこに直接転送されることに注意してください。詳細について
は、このマニュアルの「外部転送」の章を参照してください。

ELAM Assistant を使用して、上記の出力に表示される転送の決定を確認します。
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ELAM	Assistant	の設定

転送の決定の検証

上記の出力は、入力リーフがパケットを IPv4 スパイン プロキシ アドレスに転送しているこ
とを示しています。これが発生すると予想されます。
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a-spine4# show coop internal info ip-db | grep -B 2 -A 15 "10.0.1.100"

------------------------------
IP address : 10.0.1.100
Vrf : 2392068 < --This vnid should correspond to vrf where the IP is learned. Check operational tab of the tenant  
vrfs
Flags : 0x2
EP bd vnid : 15728642
EP mac :  00:00:11:11:11:11
Publisher Id : 192.168.1.254
Record timestamp : 12 31 1969 19:00:00 0
Publish timestamp : 12 31 1969 19:00:00 0
Seq No: 0
Remote publish timestamp: 09 30 2019 20:29:07 9900483
URIB Tunnel Info
Num tunnels : 1
       Tunnel address : 10.0.0.34 < --When learned from a remote pod this will be an External Proxy TEP. We'll  
cover this more
       Tunnel ref count : 1

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

Query COOP for l2 entry:
moquery -c coopEpRec -f 'coop.EpRec.mac=="00:00:11:11:22:22"

Query COOP for l3 entry and get parent l2 entry:
moquery -c coopEpRec -x rsp-subtree=children 'rsp-subtree-filter=eq(coopIpv4Rec.addr,"1.1.1.1")' rsp-subtree-
include=required

Query COOP for l3 entry only:
moquery -c coopIpv4Rec -f 'coop.Ipv4Rec.addr=="1.1.1.1"'

3. プロキシ要求が機能するように、宛先 IP が COOP に存在することをスパインで確認し
ます。

スパインでの COOP 出力を取得するには、次のように複数の方法があります。たとえば、
「show coop internal info ip-db」コマンドを使用して確認します。

スパインで実行するその他のコマンドは次のとおりです。

複数の moquery については、APIC で直接実行することもできます。また、ユーザーは、そ
のレコードが COOP であるすべてのスパインを表示できます。
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a-apic1# moquery -c ipv4Addr -f 'ipv4.Addr.addr=="10.0.0.34"' | grep dn
dn               : topology/pod-1/node-1002/sys/ipv4/inst/dom-overlay-1/if-[lo9]/addr-[10.0.0.34/32]
dn               : topology/pod-1/node-1001/sys/ipv4/inst/dom-overlay-1/if-[lo2]/addr-[10.0.0.34/32]

a-apic1# moquery -c ipv4If -x rsp-subtree=children 'rsp-subtree-filter=eq(ipv4Addr.addr,"10.0.0.34")' rsp-
subtree-include=required

...
# ipv4.If   
mode         : anycast-v4,external
# ipv4.Addr
 addr             : 10.0.0.34/32
 dn               : topology/pod-1/node-1002/sys/ipv4/inst/dom-overlay-1/if-[lo9]/addr-[10.0.0.34/32]

4. マルチポッド スパイン プロキシ転送の決定
スパインの COOP エントリがローカルポッドのトンネルをポイントしている場合、転送は
従来の ACI 動作に基づいて行われます。

APIC から実行することによって、TEP の所有者がファブリック内に存在するか確認可
能であることに注意してください。
moquery -c ipv4Addr -f 'ipv4.Addr.addr=="<tunnel address>"'

上記のプロキシ シナリオでは、トンネルの次のホップは 10.0.0.34 です。この IP アドレスの
所有者は次のうちどれですか。

この IP は、Pod 1の両方のスパイン ノードによって所有されています。これは、外部プロキ
シアドレスと呼ばれる特定の IP です。ACI がポッド内のスパイン ノードによって所有され
ているプロキシ アドレスを持つ方法と同じです (この項のステップ 2 を参照してください)。
また、ポッド自体にもプロキシ アドレスが割り当てられています。このインターフェイス 
タイプは、次のように実行することで確認できます。

「external」フラグは、これが外部プロキシ TEP であることを示します。



ファブリック内フォワーディング 277

a-spine4# show bgp l2vpn evpn 10.0.1.100 vrf overlay-1
Route Distinguisher: 1:16777199
BGP routing table entry for [2]:[0]:[15728642]:[48]:[0000.1111.1111]:[32]:[10.0.1.100]/272, version 689242 dest  
ptr 0xaf42a4ca
Paths: (2 available, best #2)
Flags: (0x000202 00000000) on xmit-list, is not in rib/evpn, is not in HW, is locked
Multipath: eBGP iBGP

 Path type: internal 0x40000018 0x2040 ref 0 adv path ref 0, path is valid, not best reason: Router Id, remote  
nh not installed
 AS-Path: NONE, path sourced internal to AS
   192.168.1.254 (metric 7) from 192.168.1.102 (192.168.1.102)
     Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 0
     Received label 15728642 2392068
     Received path-id 1
     Extcommunity:
         RT:5:16
         SOO:1:1
         ENCAP:8
         Router MAC:0200.0000.0000

           Advertised path-id 1
 Path type: internal 0x40000018 0x2040 ref 1 adv path ref 1, path is valid, is best path, remote nh not  
installed
 AS-Path: NONE, path sourced internal to AS
   192.168.1.254 (metric 7) from 192.168.1.101 (192.168.1.101)
     Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 0
     Received label 15728642 2392068
     Received path-id 1
     Extcommunity:
         RT:5:16
         SOO:1:1
         ENCAP:8
         Router MAC:0200.0000.0000

           Path-id 1 not advertised to any peer

5. スパインでの BGP EVPN を確認する
COOP エンドポイント レコードは、スパインの BGP EVPN からインポートする必要があり
ます。次のコマンドは、EVPN にあることを確認するために使用できます (ただし、すでに
リモート ポッド外部プロキシ TEP の次のホップを使用している場合は、EVPN から送信さ
れたものと見なすことができます)。
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a-spine2# show coop internal info ip-db | grep -B 2 -A 15 "10.0.1.100"

------------------------------
IP address : 10.0.1.100
Vrf : 2392068
Flags : 0
EP bd vnid : 15728642
EP mac :  00:50:56:81:3E:E6
Publisher Id : 10.0.72.67
Record timestamp : 10 01 2019 15:46:24 502206158
Publish timestamp : 10 01 2019 15:46:24 524378376
Seq No: 0
Remote publish timestamp: 12 31 1969 19:00:00 0
URIB Tunnel Info
Num tunnels : 1
       Tunnel address : 10.0.72.67
       Tunnel ref count : 1

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

a-apic1# moquery -c ipv4Addr -f 'ipv4.Addr.addr=="10.0.72.67"'
Total Objects shown: 1

# ipv4.Addr
addr             : 10.0.72.67/32
childAction      :
ctrl             :
dn               : topology/pod-1/node-101/sys/ipv4/inst/dom-overlay-1/if-[lo0]/addr-[10.0.72.67/32]  
ipv4CfgFailedBmp :
ipv4CfgFailedTs  : 00:00:00:00.000

上記のコマンドは、MAC アドレスに対しても実行できることに注意してください。

192.168.1.254 は、マルチポッド セットアップ中のデータプレーン TEP です。ただ
し、BGP で NH としてアドバタイズされている場合でも、実際のネクストホップは外
部プロキシ TEP になります。

192.168.1.101 および 102 は、このパスをアドバタイズするポッド 1 スパイン ノード
です。

6. 宛先ポッドのスパインに関する COOP を確認します。
以前と同じコマンドを使用できます。

APIC で次のコマンドを実行して、トンネル アドレスを所有しているユーザーを確認します。
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ipv4CfgState     : 0
lcOwn            : local
modTs            : 2019-09-30T18:42:43.262-04:00  
monPolDn         : uni/fabric/monfab-default  
operSt           : up
operStQual       : up
pref             : 0
rn               : addr-[10.0.72.67/32]
status           :
tag              : 0
type             : primary
vpcPeer          : 0.0.0.0

a-leaf101# show endpoint ip 10.0.1.100 detail
Legend:
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr
L - local            E - shared-service

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+-----------------------------+
     VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface     Endpoint Group
     Domain                          VLAN            IP Address        IP Info                       Info
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+-----------------------------+  
341                                       vlan-1075    0000.1111.1111 LV                        po5                  Prod:ap1:epg1  
Prod:Vrf1                                 vlan-1075        10.0.1.100 LV                        po5

上記のコマンドは、leaf101 からのトンネルがあることを示しています。これは、leaf101 に
宛先エンドポイントのローカル学習が必要であることを意味します。

7. 出力リーフにローカル学習があることを確認します。
これは、「show endpoint」コマンドを使用して実行できます。

エンドポイントが学習されていることに注意してください。パケットは、VLAN タグ 
1075 が設定されたポート チャネル 5 に基づいて転送される必要があります。
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a-apic1# ftriage route -ii LEAF:205 -dip 10.0.1.100 -sip 10.0.2.100
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "InProgress", "pid": "7297", "apicId": "1", "id": "0"}}}
Starting ftriage
Log file name for the current run is: ftlog_2019-10-01-16-04-15-438.txt
2019-10-01 16:04:15,442 INFO     /controller/bin/ftriage route -ii LEAF:205 -dip 10.0.1.100 -sip 10.0.2.100
2019-10-01 16:04:38,883 INFO     ftriage:     main:1165 Invoking ftriage with default password and default username:  
apic#fallback\\admin
2019-10-01 16:04:54,678 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on a-leaf205 Ingress: Eth1/31  Egress: Eth1/53 Vnid:  
2392068
2019-10-01 16:04:54,896 INFO     ftriage:     main:242  ingress encap string vlan-1021
2019-10-01 16:04:54,899 INFO     ftriage:     main:271  Building ingress BD(s), Ctx
2019-10-01 16:04:56,778 INFO     ftriage:     main:294  Ingress BD(s) Prod:Bd2
2019-10-01 16:04:56,778 INFO     ftriage:     main:301  Ingress Ctx: Prod:Vrf1
2019-10-01 16:04:56,887 INFO     ftriage:   pktrec:490  a-leaf205: Collecting transient losses snapshot for LC module: 1
2019-10-01 16:05:22,458 INFO     ftriage:     main:933  SIP 10.0.2.100 DIP 10.0.1.100
2019-10-01 16:05:22,459 INFO     ftriage:  unicast:973  a-leaf205: < - is ingress node
2019-10-01 16:05:25,206 INFO     ftriage:  unicast:1215 a-leaf205: Dst EP is remote
2019-10-01 16:05:26,758 INFO     ftriage:     misc:657  a-leaf205: DMAC(00:22:BD:F8:19:FF) same as RMAC(00:22:BD:F8:19:FF)
2019-10-01 16:05:26,758 INFO     ftriage:     misc:659  a-leaf205: L3 packet getting routed/bounced in SUG
2019-10-01 16:05:27,030 INFO     ftriage:     misc:657  a-leaf205: Dst IP is present in SUG L3 tbl
2019-10-01 16:05:27,473 INFO     ftriage:     misc:657  a-leaf205: RwDMAC DIPo(10.0.72.67) is one of dst TEPs ['10.0.72.67']
2019-10-01 16:06:25,200 INFO     ftriage:     main:622  Found peer-node a-spine3 and IF: Eth1/31 in candidate list
2019-10-01 16:06:30,802 INFO     ftriage:     node:643  a-spine3: Extracted Internal-port GPD Info for lc: 1
2019-10-01 16:06:30,803 INFO     ftriage:     fcls:4414 a-spine3: LC trigger ELAM with IFS: Eth1/31 Asic :3 Slice: 1 Srcid: 24
2019-10-01 16:07:05,717 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on a-spine3 Ingress: Eth1/31 Egress: LC-1/3 FC-24/0 Port-1  
Vnid: 2392068
2019-10-01 16:07:05,718 INFO     ftriage:   pktrec:490  a-spine3: Collecting transient losses snapshot for LC module: 1
2019-10-01 16:07:28,043 INFO     ftriage:      fib:332  a-spine3: Transit in spine
2019-10-01 16:07:35,902 INFO     ftriage:  unicast:1252 a-spine3: Enter dbg_sub_nexthop with Transit inst: ig infra: False
glbs.dipo: 10.0.72.67
2019-10-01 16:07:36,018 INFO     ftriage:  unicast:1417 a-spine3: EP is known in COOP (DIPo = 10.0.72.67)
2019-10-01 16:07:40,422 INFO     ftriage:  unicast:1458 a-spine3: Infra route 10.0.72.67 present in RIB
2019-10-01 16:07:40,423 INFO     ftriage:     node:1331 a-spine3: Mapped LC interface: LC-1/3 FC-24/0 Port-1 to FC interface: FC-

fTriage を使用したエンドツーエンド フローの確認

この章の「ツール」の項で説明したように、fTriage を使用して、既存のフローをエンドツ
ーエンドでマッピングし、パス内のすべてのスイッチがパケットをどのように処理してい
るかを理解することができます。これは、マルチポッドなどのより大規模で複雑な展開で
特に役立ちます。

FTriage が完全に実行されるまでに少し時間がかかることに注意してください (約 15 分)。

フローの例で fTriage を実行している場合は、次のようになります。
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24/0 LC-1/3 Port-1
2019-10-01 16:07:46,059 INFO     ftriage:     node:460  a-spine3: Extracted GPD Info for fc: 24
2019-10-01 16:07:46,060 INFO     ftriage:     fcls:5748 a-spine3: FC trigger ELAM with IFS: FC-24/0 LC-1/3 Port-1 Asic :0 Slice: 1   
Srcid: 40
2019-10-01 16:08:06,735 INFO     ftriage:  unicast:1774 L3 packet Seen on FC of node: a-spine3  with Ingress: FC-24/0 LC-1/3 Port-1  
Egress: FC-24/0 LC-1/3 Port-1 Vnid: 2392068
2019-10-01 16:08:06,735 INFO     ftriage:   pktrec:487  a-spine3: Collecting transient losses snapshot for FC module: 24
2019-10-01 16:08:09,123 INFO     ftriage:     node:1339 a-spine3: Mapped FC interface: FC-24/0 LC-1/3 Port-1 to LC interface: LC-
1/3 FC-24/0 Port-1
2019-10-01 16:08:09,124 INFO     ftriage:  unicast:1474 a-spine3: Capturing Spine  Transit pkt-type L3 packet on egress LC on  
Node: a-spine3 IFS: LC-1/3 FC-24/0 Port-1
2019-10-01 16:08:09,594 INFO     ftriage:     fcls:4414 a-spine3: LC trigger ELAM with IFS: LC-1/3 FC-24/0 Port-1 Asic :3 Slice: 1   
Srcid: 48
2019-10-01 16:08:44,447 INFO     ftriage:  unicast:1510 a-spine3: L3 packet Spine egress  Transit pkt Seen on a-spine3 Ingress:  
LC-1/3 FC-24/0 Port-1 Egress: Eth1/29 Vnid: 2392068
2019-10-01 16:08:44,448 INFO     ftriage:   pktrec:490  a-spine3: Collecting transient losses snapshot for LC module: 1
2019-10-01 16:08:46,691 INFO     ftriage:  unicast:1681 a-spine3: Packet is exiting the fabric through {a-spine3: ['Eth1/29']}  
Dipo 10.0.72.67 and filter SIP 10.0.2.100 DIP 10.0.1.100
2019-10-01 16:10:19,947 INFO     ftriage:     main:716  Capturing L3 packet Fex: False on node: a-spine1 IF: Eth2/25
2019-10-01 16:10:25,752 INFO     ftriage:     node:643  a-spine1: Extracted Internal-port GPD Info for lc: 2
2019-10-01 16:10:25,754 INFO     ftriage:     fcls:4414 a-spine1: LC trigger ELAM with IFS: Eth2/25 Asic :3 Slice: 0 Srcid: 24
2019-10-01 16:10:51,164 INFO     ftriage:     main:716  Capturing L3 packet Fex: False on node: a-spine2 IF: Eth1/31
2019-10-01 16:11:09,690 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on a-spine2 Ingress: Eth1/31 Egress: Eth1/25 Vnid: 2392068
2019-10-01 16:11:09,690 INFO     ftriage:   pktrec:490  a-spine2: Collecting transient losses snapshot for LC module: 1
2019-10-01 16:11:24,882 INFO     ftriage:      fib:332  a-spine2: Transit in spine
2019-10-01 16:11:32,598 INFO     ftriage:  unicast:1252 a-spine2: Enter dbg_sub_nexthop with Transit inst: ig infra: False  glbs.
dipo: 10.0.72.67
2019-10-01 16:11:32,714 INFO     ftriage:  unicast:1417 a-spine2: EP is known in COOP (DIPo = 10.0.72.67)
2019-10-01 16:11:36,901 INFO     ftriage:  unicast:1458 a-spine2: Infra route 10.0.72.67 present in RIB
2019-10-01 16:11:47,106 INFO     ftriage:     main:622  Found peer-node a-leaf101 and IF: Eth1/54 in candidate list
2019-10-01 16:12:09,836 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on a-leaf101 Ingress: Eth1/54 Egress: Eth1/30 (Po5) Vnid:  
11470
2019-10-01 16:12:09,952 INFO     ftriage:   pktrec:490  a-leaf101: Collecting transient losses snapshot for LC module: 1
2019-10-01 16:12:30,991 INFO     ftriage:     nxos:1404 a-leaf101: nxos matching rule id:4659 scope:84 filter:65534
2019-10-01 16:12:32,327 INFO     ftriage:     main:522  Computed egress encap string vlan-1075
2019-10-01 16:12:32,333 INFO     ftriage:     main:313  Building egress BD(s), Ctx
2019-10-01 16:12:34,559 INFO     ftriage:     main:331  Egress Ctx Prod:Vrf1
2019-10-01 16:12:34,560 INFO     ftriage:     main:332  Egress BD(s): Prod:Bd1
2019-10-01 16:12:37,704 INFO     ftriage:  unicast:1252 a-leaf101: Enter dbg_sub_nexthop with Local inst: eg infra: False  glbs.
dipo: 10.0.72.67
2019-10-01 16:12:37,705 INFO     ftriage:  unicast:1257 a-leaf101: dbg_sub_nexthop invokes dbg_sub_eg for ptep
2019-10-01 16:12:37,705 INFO     ftriage:  unicast:1784 a-leaf101: < - is egress node
2019-10-01 16:12:37,911 INFO     ftriage:  unicast:1833 a-leaf101: Dst EP is local
2019-10-01 16:12:37,912 INFO     ftriage:     misc:657  a-leaf101: EP if(Po5) same as egr if(Po5)
2019-10-01 16:12:38,172 INFO     ftriage:     misc:657  a-leaf101: Dst IP is present in SUG L3 tbl
2019-10-01 16:12:38,564 INFO     ftriage:     misc:657  a-leaf101: RW seg_id:11470 in SUG same as EP segid:11470  
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "Idle", "pid": "0", "apicId": "0", "id": "0"}}}  
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "Idle", "pid": "0", "apicId": "0", "id": "0"}}}
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ftriage bridge -ii LEAF:205 -dmac 00:00:11:11:22:22

fTriage には大量のデータがあります。最も重要なフィールドの一部が強調表示されていま
す。パケットのパスが「leaf205 (Pod 2) > spine3 (Pod 2) > spine2 (Pod 1) > leaf101 (Pod 1)」
であったことに注意してください。この方法で行われたすべての転送決定とコントラクト
ルックアップも表示されます。

これがレイヤ 2 フローであった場合は、fTriage の構文を次のように設定する必要があるこ
とに注意してください。

EP が COOP ではないプロキシ要求
特定の障害シナリオを検討する前に、マルチポッドでのユニキャスト転送に関連する 1 つの
要素があります。宛先エンドポイントが不明で、要求がプロキシされており、エンドポイ
ントが COOP でない場合はどうなりますか。

このシナリオでは、パケット/フレームがスパインに送信され、ARP glean が生成されます。

スパインが glean を生成すると、元のパケット情報は保持されますが、パケットは glean 用に
予約されたカスタム Ethertype である ethertype 0xfff2 となります。このため、Wireshark な
どのパケット キャプチャ ツールでこれらのメッセージを簡単に解釈することはできません。

外部レイヤ 3 宛先は、glean メッセージ専用の予約済みマルチキャスト グループである 
239.255.255.240 にも設定されます。これらはファブリック全体でフラッドする必要があ
り、展開された glean 要求の宛先サブネットを持つ出力リーフ スイッチは、宛先を解決す
るための ARP 要求を生成します。これらの ARP は、設定された BD サブネット IP アドレス
から送信されます (したがって、ブリッジ ドメインでユニキャスト ルーティングが無効にな
っている場合、プロキシ要求はサイレントまたは不明なエンドポイントの場所を解決でき
ません)。

出力リーフでの収集メッセージの受信と、それ以降に生成された ARP 応答と受信 ARP 応答
は、次のコマンドを使用して確認できます。
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a-leaf205# show ip arp internal event-history event | grep -F -B 1 192.168.21.11
73) Event:E_DEBUG_DSF, length:127, at 316928 usecs after Wed May  1 08:31:53 2019
Updating epm ifidx: 1a01e000 vlan: 105 ip: 192.168.21.11, ifMode: 128 mac: 8c60.4f02.88fc   <<<エンドポイントが
学習され
75) Event:E_DEBUG_DSF, length:152, at 316420 usecs after Wed May  1 08:31:53 2019
log_collect_arp_pkt; sip = 192.168.21.11; dip = 192.168.21.254; interface = Vlan104;info = Garp Check adj:(nil)   
<<< 応答を受信
77) Event:E_DEBUG_DSF, length:142, at 131918 usecs after Wed May  1 08:28:36 2019
log_collect_arp_pkt; dip = 192.168.21.11; interface = Vlan104;iod = 138; Info = Internal Request Done    <<<ARP 
要求がリーフにより生成
78) Event:E_DEBUG_DSF, length:136, at 131757 usecs after Wed May  1 08:28:36 2019   <<< 収集を受信、Dst IP が BD 
サブネットにあり
log_collect_arp_glean;dip = 192.168.21.11;interface = Vlan104;info = Received pkt Fabric-Glean: 1
79) Event:E_DEBUG_DSF, length:174, at 131748 usecs after Wed May  1 08:28:36 2019
log_collect_arp_glean; dip = 192.168.21.11; interface = Vlan104; vrf = CiscoLive2019:vrf1; info = Address in  
PSVI subnet or special VIP   <<< 収集受信、Dst IP が BD サブネットにあります。

収集	ARP	の認証

参照のために、239.255.255.240 に送信される収集メッセージは、このグループが IPN の双
方向 PIM グループ範囲に含まれている必要がある理由です。
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マルチポッドのトラブルシューティングのシナリオ #1

次のトポロジでは、EP B は EP A と通信できません。

トポロジのトラブルシューティング

マルチポッド転送に関して見られる問題の多くは、単一のポッドで発生した問題と同
じであることに注意してください。このため、複数のポッドに関連する問題に焦点を
当てています。

前に説明したユニキャスト トラブルシューティングのワークフローに従うと、要求はプロ
キシされますが、ポッド 2 のスパイン ノードには、COOP の宛先 IP がないことに注意して
ください。
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a-spine4# show bgp l2vpn evpn 10.0.1.100 vrf overlay-1  
<no output>

a-spine1# show bgp l2vpn evpn 10.0.1.100 vrf overlay-1
Route Distinguisher: 1:16777199    (L2VNI 1)
BGP routing table entry for [2]:[0]:[15728642]:[48]:[0050.5681.3ee6]:[32]:[10.0.1.100]/272, version 11751 dest  
ptr 0xafbf8192
Paths: (1 available, best #1)
Flags: (0x00010a 00000000) on xmit-list, is not in rib/evpn
Multipath: eBGP iBGP

 Advertised path-id 1
 Path type: local 0x4000008c 0x0 ref 0 adv path ref 1, path is valid, is best path
 AS-Path: NONE, path locally originated
   0.0.0.0 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.168.1.101)
     Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 32768
     Received label 15728642 2392068
     Extcommunity:
         RT:5:16

           Path-id 1 advertised to peers:

原因：
前述したように、リモート ポッド エンドポイントの COOP エントリは、BGP EVPN 情報か
ら入力されます。そのため、次のことを決定することが重要です。

a.) ソース ポッド (Pod 2) のスパインに EVPN があるかどうかを確認します。

b.) リモート ポッド (Pod 1) のスパインに EVPN があるかどうかを確認します。

Pod 1 スパインにはそれがあり、次のホップ IP は 0.0.0.0 です。これは、ローカルでの 
COOP からエクスポートされたことを意味します。ただし、「Advertised to peers」セク
ションには Pod 2 スパイン ノードが含まれていないことに注意してください。
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a-spine4# show bgp l2vpn evpn summ vrf overlay-1

Neighbor            V      AS   MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd  
192.168.1.101   4 65000       57380    66362            0     0      0  00:00:21  Active
192.168.1.102   4 65000       57568    66357            0     0      0  00:00:22  Active

c.) ポッド間で BGP EVPN がアップしていますか。

上記の出力では、BGP EVPN ピアリングがポッド間でダウンしていることに注意してくだ
さい。State/PfxRcd 列の数値以外のすべての値は、隣接関係がアップしていないことを示
しています。Pod 1 EP は EVPN で学習されず、COOP にインポートされません。

この問題が表示された場合は、次のことを確認してください。

1 スパイン ノードと接続された IPN の間で OSPF がアップしていますか。

2 スパイン ノードは、リモート スパイン IP の OSPF を通じて学習したルートを持っ
ていますか。

3 IPN 全体のフルパスはジャンボ MTU をサポートしていますか。

4 すべてのプロトコルの隣接関係は安定していますか。

その他の考えられる原因
エンドポイントが任意のポッドの COOP データベースに存在せず、宛先デバイスがサイレ
ント ホスト (ファブリック内のリーフ スイッチで学習されていない) の場合は、ファブリッ
ク glean プロセスが正常に動作していることを確認します。これを機能させるには、次のよ
うにします。

•  ユニキャスト ルーティングを BD で有効にする必要があります。

•  接続先は BD サブネット内にある必要があります。

•  IPN は、239.255.255.240 グループに対してマルチキャスト ルーティングサービス
を提供する必要があります。

マルチキャストの部分については、次のセクションで詳しく説明します。
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マルチポッド ブロードキャスト、未知のユニキャスト、およびマル
チキャスト (BUM) 転送の概要

ACI では、多くの異なるシナリオで、トラフィックはオーバーレイ マルチキャスト グルー
プによってフラッドします。たとえば、次の場合にフラッドが発生します。

•  マルチキャストとブロードキャスト トラフィック 。

•  フラッドする必要がある不明なユニキャスト。

•  ファブリック ARP glean メッセージ。

•  EP announce メッセージ。

多くの特長と機能は、BUM 転送に依存しています。

ACI 内では、すべてのブリッジ ドメインに、グループ IP 外部 (または GIPo) アドレスと呼ば
れるマルチキャスト アドレスが割り当てられます。ブリッジ ドメイン内でフラッディング
する必要があるすべてのトラフィックは、この GIPo でフラッドします。
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a-apic1# moquery -c fvBD -f 'fv.BD.name=="Bd1"'  
Total Objects shown: 1

# fv.BD
name                     : Bd1  
OptimizeWanBandwidth     : no
annotation               :
arpFlood                 : yes
bcastP                   : 225.1.53.64  
childAction              :
configIssues             :
descr                    :

オブジェクトは、APIC の 1 つで直接問い合わせることができます。

Moquery の BD GIPo

GUI	の	BD	GIPo
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dn                       : uni/tn-Prod/BD-Bd1
epClear                  : no
epMoveDetectMode         :
extMngdBy                :
hostBasedRouting         : no
intersiteBumTrafficAllow : no
intersiteL2Stretch       : no
ipLearning               : yes
ipv6McastAllow           : no
lcOwn                    : local
limitIpLearnToSubnets    : yes
llAddr                   : ::
mac                      : 00:22:BD:F8:19:FF
mcastAllow               : no
modTs                    : 2019-09-30T20:12:01.339-04:00  
monPolDn                 : uni/tn-common/monepg-default  
mtu                      : inherit
multiDstPktAct           : bd-flood
nameAlias                :
ownerKey                 :
ownerTag                 :
pcTag                    : 16387
rn                       : BD-Bd1
scope                    : 2392068
seg                      : 15728642
status                   :
type                     : regular
uid                      : 16011
unicastRoute             : yes
unkMacUcastAct           : proxy
unkMcastAct              : flood
v6unkMcastAct            : flood
vmac                     : not-applicable

GIPo のフラッドに関する上記の情報は、マルチポッドが使用されているかどうかに関係な
く当てはまります。マルチポッドに関連するその他の部分は、IPN でのマルチキャスト ル
ーティングです。

IPN マルチキャスト ルーティングには、次のものが含まれます。

•  スパイン ノードは、マルチキャストホスト (IGMP のみ) として機能します。PIM は
実行されません。

•  BD がポッドに展開されている場合、そのポッドからの 1 つのスパインは、その IPN 
側インターフェイスのいずれかで IGMP join を送信します。この機能は、多数のグル
ープに対してすべてのスパイン ノードと IPN 側インターフェイスで実行されます。
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•  IPN はこれらの結合を受信し、双方向 PIM RP に対して PIM join を送信します。

•  PIM Bidir が使用されているため、(S,G) ツリーはありません。PIM Bidir では (*,G) 
ツリーのみが使用されます。

•  GIPo に送信されるすべてのデータ プレーン トラフィックは、RP を通過します。

IPN	マルチキャスト	コントロール	プレーン
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IPN	マルチキャスト	データ	プレーン

PIM Bidir での RP 冗長性の唯一の手段は、ファントムを使用することです。これについて
は、このマニュアルのマルチポッド ディスカバリの部分で詳しく説明します。概要につい
ては、Phantom RP を使用することに注意してください。

•  すべての IPNs は、同じ RP アドレスを使用して設定する必要があります。

•  正確な RP アドレスは、どのデバイスにも存在してはなりません。

•  複数のデバイスが、Phantom RP の IP アドレスを含むサブネットに到達可能性をア
ドバタイズします。アドバタイズされたサブネットは、すべてのルータが RP に最
適なパスをアドバタイズしているユーザーに対して合意するように、サブネットの
長さが異なる必要があります。このパスが失われた場合、コンバージェンスは IGP 
に依存します。
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Phantom	RP	の設定

マルチポッド ブロードキャスト、未知のユニキャスト、およびマル
チキャスト (BUM) のトラブルシューティングのワークフロー

•  フローが実際にファブリックによってマルチ宛先として処理されているかどうかを
確認します。次の一般的な例では、このフローが BD でフラッドします。

•  フレームは ARP ブロードキャストであり、この BD では ARP フラッディング
が有効になっています。

•  フレームはマルチキャスト グループを宛先としています。IGMP スヌーピン
グが有効になっている場合でも、トラフィックは常に GIPo のファブリック
にフラッディングされることに注意してください。

•  トラフィックは、ACI がマルチキャスト ルーティング サービスを提供するマ
ルチキャスト グループを宛先としています。

•  フローはレイヤ 2 (ブリッジド フロー) であり、宛先 MAC アドレスは不明で
あり、BD 上の不明なユニキャスト動作は「フラッド」に設定されています。
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どの転送決定が行われるかを判断する最も簡単な方法は、ELAM です。

入力リーフでの	ELAM	ARP

•  パケットが BD 内でフラッディングされることを特定したら、BD GIPo を特定し
ます。これについては、この章の前のセクションを参照してください。スパイン 
ELAM は、ELAM Assistant アプリを使用して実行し、フラッディングされたトラ
フィックが受信されていることを確認することもできます。

•  GIPo が認識されると、最後の残りの部分 (宛先にフラッディングされたトラフィッ
クがない場合) は、その GIPo の IPN 上のマルチキャスト ルーティング テーブルを
確認することになります。これを行うための出力は、使用されている IPN プラット
フォームによって異なりますが、高いレベルでは次のようになります。

•  すべての IPN ルータは RP に同意する必要があり、この gipo の RPF はこのツ
リーをポイントする必要があります。

•  各ポッドに接続された 1 つの IPN ルータは、グループの IGMP 参加を取得す
る必要があります。
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マルチポッドのトラブルシューティングのシナリオ #2
このシナリオでは、マルチポッドまたは BUM のシナリオ (未知のユニキャストなど) で ARP 
が解決されないというシナリオについて説明します。

ここでは、いくつかの一般的な原因が考えられます。

考えられる原因 1: 複数のルータが PIM RP アドレスを所有している
このシナリオでは、入力リーフがトラフィックをフラッディングし (ELAM で確認)、送信元ポ
ッドがトラフィックを受信してフラッディングしますが、リモートポッドはそれを取得しま
せん。一部の BD では、フラッディングは機能しますが、他のユーザーには適用されません。

IPN で、GIPo の「show ip mroute <GIPo address>」を実行して、RPF ツリーが複数の異
なるルータをポイントしていることを確認します。

この場合、このケースは次のチェックを行います。

•  実際の PIM RP アドレスがどこにも設定されていないことを確認します。その実際
の RP アドレスを所有しているデバイスは、そのアドレスのローカル/32 ルートを認
識します。

•  ファントム RP のシナリオでは、複数の IPN ルータが RP に対して同じプレフィック
ス長をアドバタイズしていないことを確認します。

考えられる原因 2: IPN ルータが RP アドレスのルートを学習しない
最初に考えられる原因と同じように、フラッディングされたトラフィックが IPN から脱退
することはありません。各 IPN ルータでの「show ip route <rp address>」の出力には、他
のルータがアドバタイズしているものではなく、ローカルに設定されたプレフィックス長
のみが表示されます。

その結果、実際の RP の IP アドレスがどこでも設定されていない場合でも、各デバイスが 
RP であると見なします。

この場合、このケースは次のチェックを行います。

•  ルーティングの隣接関係が IPN ルータ間で確立されていることを確認します。ルー
トが実際のプロトコル データベース (OSPF データベースなど) に含まれていることを
確認します。



ファブリック内フォワーディング 295

•  候補 RP であると想定されるすべてのループバックが OSPF ポイントツーポイント 
ネットワーク タイプとして設定されていることを確認します。このネットワーク タ
イプが設定されていない場合、実際に設定されているものに関係なく、各ルータは
常に/32 プレフィックス長をアドバタイズします。

考えられる原因 3: IPN ルータが GIPo ルートをインストールしていないか、または RPF が 
ACI にポイントしていない
前述したように、ACI は IPN 側のリンクで PIM を実行しません。これは、RP への IPN のベ
ストパスが ACI をポイントしてはならないことを意味します。これが発生する可能性があ
るシナリオは、複数の IPN ルータが同じスパインに接続されており、より適切な OSPF メ
トリックが IPN ルータ間の直接ではなくスパインを介して認識される場合です。

ACI	への	RPF	インターフェイス
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この問題を解決する手順は、次のとおりです。

•  IPN ルータ間のルーティング プロトコルの隣接関係が確立されていることを確認し
ます。

•  スパイン ノード上の IPN に面したリンクの OSPF コスト メトリックを、そのメト
リックを IPN から ipn へのリンクよりも優先させない値に増やします。

その他の参考資料

ACI ソフトウェア 4.0 よりも前では、外部デバイスによる COS 6 の使用に関していくつかの
課題が発生していました。これらの問題のほとんどは 4.0 の拡張機能によって対処されてい
ますが、詳細については、CiscoLive セッション 「BRKACI-2934-マルチポッドのトラブル
シューティング」および「Quality of Service」の項を参照してください。
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[EP-A ~]$ ping 10.1.2.1 -c 10
PING 10.1.2.1 (10.1.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=1 ttl=231 time=142 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=2 ttl=231 time=141 ms   
                                   < -- missing icmp_seq=3

64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=4 ttl=231 time=141 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=5 ttl=231 time=141 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=6 ttl=231 time=141 ms   
                                    < -- missing icmp_seq=7

64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=8 ttl=231 time=176 ms

断続的なドロップ

この章では、断続的なトラフィック ドロップのトラブルシューティング例について説明し
ます。

トポロジの例

この例では、EP A (10.1.1.1) から EP B (10.1.2.1) への ping で断続的なドロップが発生してい
ます。
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64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=9 ttl=231 time=141 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=10 ttl=231 time=141 ms

--- 10.1.2.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 8 received, 20% packet loss, time 9012ms

[admin@EP-B ~]$ tcpdump -ni eth0 icmp
11:32:26.540957 IP 10.1.1.1 > 10.1.2.1: ICMP echo request, id 3569, seq 1, length 64
11:32:26.681981 IP 10.1.2.1 > 10.1.1.1: ICMP echo reply, id 3569, seq 1, length 64
11:32:27.542175 IP 10.1.1.1 > 10.1.2.1: ICMP echo request, id 3569, seq 2, length 64
11:32:27.683078 IP 10.1.2.1 > 10.1.1.1: ICMP echo reply, id 3569, seq 2, length 64
11:32:28.543173 IP 10.1.1.1 > 10.1.2.1: ICMP echo request, id 3569, seq 3, length 64   < ---
11:32:28.683851 IP 10.1.2.1 > 10.1.1.1: ICMP echo reply, id 3569, seq 3, length 64     < ---
11:32:29.544931 IP 10.1.1.1 > 10.1.2.1: ICMP echo request, id 3569, seq 4, length 64
11:32:29.685783 IP 10.1.2.1 > 10.1.1.1: ICMP echo reply, id 3569, seq 4, length 64
11:32:30.546860 IP 10.1.1.1 > 10.1.2.1: ICMP echo request, id 3569, seq 5, length 64   
...

トラブルシューティング ワークフロー

1. 断続的なドロップの原因となっている方向を特定します。
宛先ホスト (EP B) でパケット キャプチャ (tcpdump、Wireshark など) を実行します。ICMP 
の場合は、パケットが断続的にドロップされたことを確認するためにシーケンス番号に焦
点を当てます。

•  パターン 1: EP B パケット キャプチャですべてのパケットが観測されます。

ドロップは ICMP エコー応答 (EP B から EP A) にする必要があります。

•  Pattern 2: 一時的なドロップが EP B パケット キャプチャで観測されます。

ドロップは ICMP エコー (ep A から EP B) にする必要があります。

2. 同じ送信元/宛先 IP を持つ別のプロトコルに同じ問題があるかどうかを確認します。
可能な場合は、2 つのエンドポイント間のコントラクト (ssh、telnet、http,.. など) によって許
可されている別のプロトコルを使用して、2 つのエンドポイント間の接続をテストします。

•  パターン 1: その他のプロトコルは、断続的にドロップされます。

この問題は、次に示すように、エンドポイント フラッピングまたはキューイング/バッファ
リングで発生する可能性があります。
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[EP-A ~]$ ping 10.1.2.1 -c 10 -i 5 -- Increase it to 5 sec
[EP-A ~]$ ping 10.1.2.1 -c 10 -i 0.2 -- Decrease it to 0.2 msec

•  パターン 2: ICMP には断続的なドロップがあります。

転送テーブル (エンドポイントテーブルなど) は、MAC および IP に基づいて転送されるた
め、問題はありません。キューイング/バッファリングは、他のプロトコルに影響を与える
可能性があるため、その理由ではありません。ACI がプロトコルに基づいて異なる転送の決
定を行う唯一の理由は、この例として、このようなケースです。

いずれかのスパイン ノードで問題が発生している可能性があります。プロトコルが異なって
いる場合、同じ送信元と宛先を持つパケットは、入力リーフによって別のアップリンク/フ
ァブリックポート (つまり、別のスパイン) にロード バランシングされる可能性があります。

アトミックカウンタは、パケットがスパイン ノードでドロップされず、出力リーフに到
達することを保証するために使用できます。パケットが出力リーフに到達しなかった場合
は、入力リーフの ELAM をチェックして、パケットが送信されるファブリック ポートを確
認します。特定のスパインに対する問題を切り分けるために、リーフ アップリンクをシャ
ットダウンして、別のスパインへのトラフィックを強制することができます。

3. エンドポイントの学習の問題に関連しているかどうかを確認します。
ACI はエンドポイントテーブルを使用して、あるエンドポイントから別のエンドポイントに
パケットを転送します。断続的な到達可能性の問題は、エンドポイントのフラッピングに
よって発生する可能性があります。これは、不適切なエンドポイント情報によってパケッ
トが誤った宛先に送信されるか、またはコントラクトのドロップが発生する可能性がある
誤った EPG に分類されるためです。宛先がエンドポイント グループではなく L3Out である
と想定されている場合でも、IP がすべてのリーフ スイッチで同じ VRF 内のエンドポイント
として学習されていないことを確認します。

エンドポイントフラッピングのトラブルシューティング方法の詳細については、この項の
「エンドポイント フラッピング」の項を参照してください。

4. トラフィックの頻度を変更することによって、バッファリングの問題に関連しているかど
うかを確認します。
ping の間隔を増減して、ドロップ率が変化するかどうかを確認します。間隔の差は十分に
大きくする必要があります。

Linux では、[-i] オプションを使用して間隔 (秒) を変更できます。
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[EP-B ~]$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  
       inet 10.1.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.1.2.255  
       ether 00:00:10:01:01:02  txqueuelen 1000  (Ethernet)  
       RX packets 101105  bytes 1829041
       RX errors 0  dropped 18926930  overruns 0  frame 0
       TX packets 2057  bytes 926192
       TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

間隔が短くなるとドロップ率が増加する場合は、エンドポイントまたはスイッチでのキュ
ーイングまたはバッファリングに関連している可能性があります。

考慮すべき廃棄率は、(ドロップ数/時間) ではなく、(ドロップ数/送信パケット数) です。

このようなシナリオでは、次のことを確認します。

1 スイッチ インターフェイスのドロップ カウンタが ping とともに増加しているかどう
かを確認します。詳細については、「ファブリック内転送」の章の「インターフェイ
ス ドロップ」の項を参照してください。

2 Rx カウンタが宛先エンドポイントのパケットとともに増加しているかどうかを確認
します。送信パケットと同じ数の Rx カウンタが増加している場合、パケットはエン
ドポイント自体でドロップされている可能性があります。これは、TCP/IP スタック
のエンドポイント バッファリングが原因である可能性があります。

たとえば、100000 回の ping ができるだけ短い間隔で送信される場合、エンドポイントの 
Rx カウンタは、100000 によって増加していることが確認できます。

5. ACI がパケットを送信しているか、または宛先がパケットを受信しているかどうかを確認
します。
上記のいずれもこのシナリオに該当しない場合は、リーフ スイッチの出力ポートで SPAN
キャプチャを実行して、トラブルシューティングパスから ACI ファブリックを排除します。

宛先の Rx カウンタは、前述のバッファリングの手順に示されているように、ネットワーク
スイッチ全体をトラブルシューティング パスから除外する場合にも役立ちます。
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エンドポイント フラッピング

ここでは、エンドポイント フラッピングを短時間で確認する方法について説明します。 
詳細については、次の 2 つのドキュメントを参照してください。

•  www.cisco.com の「ACI Fabric Endpoint Learning Whitepaper」 

•  「Cisco Live BRKACI-2641 ACI のトラブルシューティング: エンドポイント」  
(www.ciscolive.com)

ACI が複数の場所で同じ MAC または IP アドレスを学習した場合、そのうちの1つがスプー
フィング デバイスまたは誤った設定によって引き起こされていても、エンドポイントが移
動しているかのように見えます。このような動作は、エンドポイント フラッピングと呼ば
れます。このようなシナリオでは、移動/フラッピング エンドポイント (ブリッジされたト
ラフィックの MAC アドレス、ルーテッド トラフィックの IP アドレス) へのトラフィックが
断続的に失敗します。

エンドポイント フラッピングを検出する最も効果的な方法は、Enhanced Endpoint Tracker 
アプリを使用することです。このアプリケーションは、ACI AppCenter アプリケーション
として、または大規模なファブリックを管理する必要がある場合に備えて、外部サーバ上
のスタンドアロン アプリケーションとして実行できます。

Enhanced	Endpoint	Tracker	アプリ
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上の図は、AppCenter の Enhanced Endpoint Tracker アプリを示しています。次に、 
Enhanced Endpoint Tracker アプリを使用してフラッピング エンドポイントを検索する方
法の例を示します。

エンドポイントのその他の例

この例では、IP 10.1.2.1 は、MAC 0000.1001.0102 を使用して EP B に属している必要があり
ます。ただし、MAC 0000.1001.9999 を使用する EP X は、設定ミスまたは IP スプーフィン
グのために IP 10.1.2.1 を使用してトラフィックを送信します。
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Enhanced	Endpoint	Tracker	アプリの出力:	移動

Enhanced Endpoint Tracker アプリは、IP 10.1.2.1 が学習された時期と場所を示します。
上記のスクリーンショットに示すように、10.1.2.1 は、MAC 0000.1001.0102 (予測) と 
0000.1001.9999 (予期されない) の 2 つのエンドポイント間でフラッピングます。これによ
り、IP 10.1.2.1 に対する到達可能性の問題が発生します。これは、誤った MAC アドレスで学
習された場合、パケットが誤ったインターフェイスを介して誤ったデバイスに送信される
ためです。これを解決するには、予期しない VM が不適切な IP アドレスを使用してトラフ
ィックを送信しないようにするための手順を実行します。
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次に、不適切な設定によるエンドポイント フラッピングの一般的な例を示します。

エンドポイントの問題を引き起こす可能性のあるトポロジの例

サーバまたは VM が VPC なしで 2 つのインターフェイスを介して ACI リーフ ノードに接続
されている場合、サーバはアクティブ/スタンバイ NIC チーミングを使用する必要がありま
す。それ以外の場合、パケットは両方のアップリンクにロードバランシングされ、ACI リー
フ スイッチの観点から 2 つのインターフェイス間でエンドポイントがフラッピングされて
いるかのように見えます。この場合、アクティブ/スタンバイまたは同等の NIC チーミング
モードが必要です。または、ACI 側の VPC だけを使用します。
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インターフェイスのドロップ

この章では、入力インターフェイスのドロップに関連するメジャー カウンタを確認する方
法について説明します。

ハードウェア ドロップ カウンタのタイプ

ACI モードで動作する Nexus 9000 スイッチには、ASIC での入力インターフェイスのドロ
ップの原因に関する主要なハードウェア カウンタが 3 つあります。

転送
これが発生する主な理由は次のとおりです。

•  SECURITY_GROUP_DENY: 通信を許可するコントラクトの欠如が原因のドロップ。

•  VLAN_XLATE_MISS: 不適切な VLAN によるドロップ。たとえば、フレームは 
802.1Q VLAN 10 とファブリックを入力します。スイッチのポートに VLAN 10 が
あれば、その内容を確認し、宛先 MAC に基づいて転送の判断を行います。ただ
し、VLAN 10 がポートにない場合は、ドロップされ VLAN_XLATE_MISS に分類さ
れます。

•  ACL_DROP: SUP-TCAM によるドロップ。ACI のスイッチの SUP-TCAM には、通常
の L2/L3 転送の判断に加えて適用する特殊なルールが含まれます。SUP-TCAM ルー
ルは組み込み型でユーザー設定はできません。SUP-TCAM ルールの目的は主に一部
の例外やコントロール プレーン トラフィックを処理することにあり、ユーザーが
チェックしたりモニタしたりするようには意図されていません。パケットが SUP-
TCAM ルールに抵触していて、パケットをドロップするルールである場合、ドロッ
プされたパケットは ACL_DROP としてカウントされ、転送ドロップ カウンタでカ
ウントされます。

転送ドロップは、基本的に、有効な既知の理由でドロップされたパケットです。通常
は無視して、実際のデータ trac ドロップとは異なり、パフォーマンスの低下を引き起
こすことはありません。
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ACI-LEAF# vsh_lc;
module-1# show platform internal counters port 31;
Stats for port 31;
(note: forward drops includes sup redirected packets too);
IF          LPort                    Input                       Output;
                              Packets       Bytes          Packets    Bytes;  
eth-1/31    31  Total          400719   286628225      2302918    463380330;
                   Unicast     306610   269471065       453831     40294786;
                   Multicast        0           0      1849091    423087288;
                   Flood        56783     8427482            0            0;
                Total Drops     37327                        0;
                   Buffer           0                        0;
                   Error            0                        0;
                   Forward      37327;
                   LB               0;
                   AFD RED                                   0;
...

エラー
スイッチが無効なフレームを受信すると、エラーとしてドロップされます。この例とし
て、FCS や CRC エラーのフレームなどがあります。詳細については、後の「CRC: FCS: 
カットスルー スイッチング」の項を参照してください。

バッファ
スイッチがフレームを受信し、入出力のいずれかで使用できるバッファがない場合は、フ
レームは「バッファ」でドロップされます。これは、ネットワークのどこかで輻輳が発生
していることを示唆しています。エラーを示すリンクが満杯だったり、宛先を含むリンク
が輻輳しているかもしれません。

CLI でのドロップ状態表示

障害が認められるか、CLI を使用してインターフェイスのパケット ドロップを確認する場
合は、これを行うための最良の方法はハードウェアのプラットフォーム カウンタを表示す
ることです。「show interface」を使用してすべてのカウンタが表示されるわけではありま
せん。3 つの主要なドロップの原因はプラットフォーム カウンタを使用してのみ表示できま
す。これらを表示するには、次の手順を実行します。

リーフ
リーフに SSH 接続し、次のコマンドを実行します。この例は、イーサネット 1/31 を対象と
しています。
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ACI-SPINE# vsh
ACI-SPINE# attach module 2
module-2# show platform internal counters port 1
Stats for port 1
(note: forward drops include sup redirected packets too)
IF          LPort                    Input                       Output
                              Packets       Bytes          Packets    Bytes
eth-2/1      1  Total        85632884  32811563575     126611414   25868913406
                   Unicast   81449096  32273734109     104024872   23037696345
                   Multicast  3759719   487617769     22586542   2831217061
                   Flood            0           0            0            0
                Total Drops         0                        0
                   Buffer           0                        0
                   Error            0                        0
                   Forward          0
                   LB               0
                   AFD RED                                   0
...

ACI-LEAF# show queuing interface ethernet 1/5
================================================================================  
                 Queuing stats for ethernet 1/5
================================================================================
================================================================================
                 Qos Class level1
================================================================================  
Rx Admit Pkts :  0                      Tx Admit Pkts :  0
Rx Admit Bytes:  0                      Tx Admit Bytes:  0
Rx Drop Pkts  :  0                      Tx Drop Pkts  :  0
Rx Drop Bytes :  0                      Tx Drop Bytes :  0

================================================================================
                 Qos Class level2

スパイン
固定スパイン (N9K N9K-C9332C および N9K C9364C) は、リーフ スイッチと同じ方法で
チェックできます。

モジュール型スパイン (N9K N9k-c9504-fm-r など) の場合は、プラットフォーム カウンタを
表示する前にライン カードを接続する必要があります。スパインに SSH 接続して、次のコ
マンドを実行します。この例は、イーサネット 2/1 を対象としています。

キューイング統計カウンタは、「show queuing interface」を使用して表示されます。この
例は、イーサネット 1/5 を対象としています。
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================================================================================  
Rx Admit Pkts :  0                      Tx Admit Pkts :  0
Rx Admit Bytes:  0                      Tx Admit Bytes:  0
Rx Drop Pkts  :  0                      Tx Drop Pkts  :  0
Rx Drop Bytes :  0                      Tx Drop Bytes :  0

================================================================================
                 Qos Class level3
================================================================================  
Rx Admit Pkts :  1756121                Tx Admit Pkts :  904909
Rx Admit Bytes:  186146554              Tx Admit Bytes:  80417455
Rx Drop Pkts  :  0                      Tx Drop Pkts  :  22
Rx Drop Bytes :  0                      Tx Drop Bytes :  3776

...
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GUI での統計情報の表示

ロケーションは「Fabric > Inventory >Leaf/Spine > Physical interface > Stats」です。

GUI	インターフェイスの統計情報
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エラー統計情報は、次のように同じ場所に表示されます。

最後に、GUI はインターフェイスごとに QoS 統計情報を表示できます。

GUI	インターフェイス	エラー
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CRS - FCS - カットスルー スイッチング

巡回冗長検査（CRC）とは
CRC は、イーサネット内の 4B 番号を返すフレームの多項式関数です。これにより、単一
ビットエラーがすべて検出され、二重ビットエラーの割合が高くなります。そのため、フ
レームが送信中に破損していないことを確認します。CRC エラー カウンタが増加している
場合は、ハードウェアがフレームで多項式関数を実行したときに、フレーム自体で見つか
った 4B 番号とは異なる 4B 番号が得られたことを意味します。デュプレックスのミスマッ
チ、ケーブル配線の障害、ハードウェアの故障など、いくつかの理由によりフレームが破
損することがあります。ただし、一部の CRC エラーが想定されており、標準ではイーサ
ネットでの最大 10～12 ビットエラーレートが許容されます (1012 の 1 ビットが反転する可能性
があります)。

GUI	インターフェイス	QoS	カウンタ



312 ファブリック内フォワーディング

Store-and-Forward スイッチング
Store-and-Forward および cut-through Layer 2 スイッチはどちらも、データ パケットの宛
先 MAC アドレスに対する転送の決定に基づいています。また、ステーションがネットワー
ク上の他のノードと通信するときに、パケットの送信元 MAC (SMAC) フィールドを調べる
際に MAC アドレスを学習します。

store-and-forward スイッチは、フレーム全体を受信し、その整合性を確認した後に、デー
タパケットに転送の決定を行います。cut-through スイッチは、着信フレームの宛先 MAC 
(DMAC) アドレスを検査した直後に、転送プロセスに関与します。ただし、cut-through ス
イッチは、CRC チェックを実行する前に、パケット全体が表示されるまで待機する必要が
あります。つまり、CRC が検証されると、パケットはすでに転送されており、チェックに
失敗した場合はドロップできないことを意味します。

従来、ほとんどのネットワーク デバイスは、store-and-forward に基づいて動作するために
使用されていました。cut-through スイッチング テクノロジーは、低遅延転送を要求する
高速ネットワークで使用される傾向があります。

ACI ファブリック内のすべてのデバイスが cut-through スイッチングを実行しています。

Stomping
CRC エラーが発生したパケットでは、ドロップが発生します。フレームが cut-through パ
スでスイッチングされている場合、パケットがすでに転送された後に CRC 検証が行われま
す。そのため、唯一のオプションは、イーサネット フレーム チェック シーケンス (FCS) を 
stomp することです。フレームをストンプするには、CRC チェックを通過しない既知の値
に FCS を設定します。このため、CRC に障害が発生した 1 つの不良フレームは、移動する 
store-and-forward スイッチに到達するまで、通過するすべてのインターフェイス上で CRC 
として表示される可能性があります。

ACI と CRC: 障害が発生しているインターフェイスを探します。

•  ダウンリンク ポートでリーフに CRC エラーが表示される場合は、ほとんどの場
合、ダウンリンク SFP または外部デバイス/ネットワーク上のコンポーネントで問
題が発生しています。
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module-1# show platform internal counters port 1 | egrep ERR

        RX_FCS_ERR           0     ---- Real error local between the devices and its direct neighbor

        RX_CRCERR            0     ---- Stomped frame --- so likely stomped by underlying devices and generated further down the network

        TX_FRM_ERROR         0     ---- Packet received from another interface that was stomp on Tx direction

•  スパインに CRC エラーが表示される場合は、そのローカルポート、SFP、ファイバ
ー、またはネイバー SFP の問題であることがほとんどです。リーフ ダウンリンクか
らの CRC 障害パケットは、スパインには送信されません。ヘッダーが読み取り可能
である場合、VXLAN はカプセル化され、新しい CRC が計算されます。フレームの
破損からヘッダーが読み取られなかった場合、パケットはドロップされます。

•  リーフがファブリック リンクで CRC エラーを検出した場合は、次のいずれかにな
ります。

-  ローカル ファイバ/SFP ペア、スパインの入力光ファイバ、または SFP ペア
に関する問題。

-  ファブリックを通過するためのフレーム。

Stomping: Stomping のトラブルシューティング

•  ファブリック上で FCS エラーが発生しているインターフェイスを探します。FCS は
ポートに対してローカルに行われるため、いずれかの端の光ファイバまたは SFP が
最も可能性が高くなります。

•  「show interface」出力の CRC エラーは、FCS + Stomp の合計値を反映しています。

次の例を参照してください。

Vsh_lc: 「show platform internal counter port <X>」のコマンドを使用して、ポートを確
認します。

このコマンドでは、3 つの値が重要です。

•  RX_FCS_ERR ‐ FCS の障害。

•  RX_CRCERR ‐ 受信したストンプ CRC エラー フレーム。

•  TX_FRM_ERROR - 送信されたストンプ CRC エラー フレーム。
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トポロジの例：

CRC ストンプ トラブルシューティング シナリオ

ファブリック内のほとんどのリーフ	ノードのファブリック	アップ	リンクの入力で	
CRC	 になる可能性が非常に高くなります。これらはすべて、1	 個の破損したリン
クから送信される可能性があります。これらはすべて、1	 個の破損したリンクか
ら送信される可能性があります。
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概要 

トラフィックがファブリックの外部にルーティングされるために、Cisco	ACI	はテナント	レ
ベルで設定されている	L3Out	の概念を使用します。ここでは、L3Out	のメカニズムとその
設定方法およびトラブルシューティング方法について詳しく説明します。

L3Out コンポーネント 

次の図は、L3	外部	(L3Out)	を設定するために必要な主なビルディング	ブロックを示してい
ます。

L3Out の主要コンポーネント
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1

2

3

4

L3Out	のルート:	

ノード	プロファイル:	

インターフェイス	プロファイル:

展開するルーティング	プロトコル	(OSPF、BGP	など)	を選択します。

VRF	を選択して、ルーティング	プロトコルを展開します。

L3Out	 に使用可能なリーフインターフェイスと	 VLAN	 を定義するため
に、L3Out	ドメインを選択します。

ルーティング	 プロトコルを展開するために、リーフ	 スイッチを選択しま
す。これらは通常、「境界リーフ	スイッチ」	(BL)	と呼ばれています。

各境界リーフのルーティング	プロトコルのルータ	 ID	 (RID)	を設定します。
通常のルータとは異なり、ACI	 はスイッチ上の	 IP	 アドレスに基づいてルー
タ	ID	を自動的に割り当てません。

静的ルートを設定します。

ルーティング	 プロトコルを実行するためにリーフインターフェイスを設定
します。例えば、インターフェイス	タイプ	 (SVI、ルーテッド	ポート、サ
ブインターフェイス)、インターフェイス	ID	と	IP	アドレスなどです。

インターフェイス	レベルのルーティング	プロトコル	パラメータ	(hello	間隔
など)	のポリシーを選択します。

外部	EPG	(L3Out	EPG)：

-

-

-

-

-

-

-

-

-

「外部	 EPG」は、ネイバーを確立するための	 IP	 アドレスや	 SVI	 な
ど、L3Out	 に関連付けられたすべてのポリシーを展開するための難しい要
件です。外部	EPG	の使用方法の詳細については、後で説明します。
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外部ルーティング 
次の図は、外部ルーティングに関連する操作概要を示しています。

外部ルーティング方法の概要

1	

2

BL	は、外部ルータとのルーティング	プロトコルの隣接関係を確立します。

ルートプレフィックスは外部ルータから受信され、VPNv4	 アドレスファミリパスと
して	MP	BGP	に注入されます。

- 少なくとも、すべてのリーフノードへの外部ルートを反映するために、2	 個
のスパイン	ノードを	BGP	ルート	リフレクタとして設定する必要があります。
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3	

4

内部プレフィックス	(BD	サブネット)	または他の	L3Out	から受信したプレフィック
スは、外部ルータにアドバタイズされるように、明示的にルーティング	 プロトコル
に再配布する必要があります。

セキュリティの適用：	 L3Out	 には少なくとも	 1	 個の	 L3Out	 EPG	 が含まれていま
す。L3Out	 からのトラフィックの送受信を許可するには、コントラクトが	 L3Out	
EPG	 (クラス名から	 l3extInstP	とも呼ばれる)	で消費または提供されている必要があ
ります。

L3Out EPG の設定オプション 

[L3Out	 EPG]	 セクションでは、次に示すように、一連の「scope」および「集約	
(Aggregate)」	オプションを使用してサブネットを定義できます。

「scope」定義を含む L3Out サブネット設定
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「scope」オプション:

•  エクスポートルート制御サブネット (Export Route Control Subnet)：この設定は	L3Out	経由
で	ACI	から外部にサブネットをアドバタイズ	(エクスポート)	するためのものです。これは主に
中継ルーティングのためのものですが、「ACI	 BD	 サブネット	 アドバタイズメント」の項で説
明されているように、これを使用して	BD	サブネットをアドバタイズすることもできます。

•  インポート ルート制御サブネット (Import Route Control Subnet)：このオプション
は、L3Out	 から外部サブネットを学習	 (インポート)	 することに関連しています。デフォルト
ではこの範囲は無効になっているためグレー表示され、境界リーフ	 (BL)	 はルーティング	 プロ
トコルからのルートを学習します。この範囲は、OSPF	および	BGP	を介して学習した外部ルー
トを制限する必要がある場合に有効にすることができます。これは	EIGRP	ではサポートされて
いません。この範囲を使用するには、特定の	L3Out	で「インポートルート制御の適用	(Import	
Route	Control	Enforcement)」を最初に有効にする必要があります。

•  外部 EPG (インポート セキュリティ) の外部サブネット (External Subnets for the External)：
この範囲は、コントラクトを使用している	L3Out	間で設定されたサブネットで、パケットを許
可するために使用されます。これは、サブネットに基づいて設定された	 L3Out	 EPG	 にパケッ
トを分類し、L3Out	EPG コントラクトをパケットに適用できるようにします。この範囲は、ル
ーティング	テーブルの他の範囲と同じように完全に一致するのではなく、最長のプレフィック
スの一致です。L3Out	EPG	A	で	10.0.0.0/16	が	External	Subnets	for	the	External	EPG	を使用し
ている場合、10.0.1.1	などそのサブネット内の	IP	を持つパケットはすべて	L3Out	EPG	A	に分類
され、コントラクトを使用します。これは、外部	EPG	の外部サブネット	(External	Subnets	for	
the	External	EPG)	がルーティング	テーブルでルート	10.0.0.0/16	をインストールすることを意
味するものではありません。コントラクトのために、サブネットを	EPG	 (pcTag)	にマッピング
する異なる内部テーブルが作成されます。ルーティング	プロトコルの動作には影響しません。
この範囲は、サブネットを学習している	L3Out	で設定されます。

•  共有ルート制御サブネット (Shared Route Control Subnet)：この範囲は、外部サブネットを
別の	 VRF	 にリークするためのものです。ACI	 は、1	 個の	 VRF	 から別に外部ルートをリークす
るために、MP	 BGP	 とルート	 ターゲットを使用します。この範囲は、サブネットを含むプレ
フィックス	リストを作成します。これは、MP	BGP	でルート	ターゲットを持つルートをエクス
ポートまたはインポートするためのフィルタとして使用されます。この範囲は、元の	VRF	のサ
ブネットを学習している	L3Out	で設定されます。

•  共有セキュリティ インポート サブネット (Shared Security Import Subnet)：この範囲は、パ
ケットが	 L3Out	 を使用して	 VRF	 を移動している場合、設定されたサブネットを持つパケット
を許可するために使用されます。ルーティング	テーブル内のルートは、前述の「共有ルート制
御	(Shared	Route	Control	Subnet)」を使用して別の	VRF	にリークされます。
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前述のようにサブネット。ただし、別の	 VRF	 はリークされたルートが属する	 EPG	
を認識していません。「共有セキュリティ	インポート	サブネット	(Shared	Security	
Import	Subnet)」は、リークされたルートが属する	L3Out	EPG	の別の	VRF	に通知し
ます。したがって、この範囲は、「外部	 EPG	 の外部サブネット	 (External	 Subnets	
for	 the	 External	 EPG)」も使用されている場合にのみ使用できます。そうでない場
合、元の	VRF	は、サブネットが属する	L3Out	EPG	を認識していません。この範囲
は、最長プレフィックス一致でもあります。

「集約	(Aggregate)」オプション：	

•  集約エクスポート (Aggregate Export)： このオプションは、「エクスポート	ルート
制御サブネット	(Export	Route	Control	Subnet)」の	0.0.0.0/0	にのみ使用できます。
「エクスポート	ルート制御サブネット	(Export	Route	Control	Subnet)」および「集
約エクスポート	(Aggregate	Export)」の両方が	0.0.0.0/0	に対して有効になっている
場合、どんなサブネットにも一致する「0.0.0.0/0	le	32」のプレフィックス	リストが
作成されます。したがって、このオプションは、L3Out	 が外部へのルートをアドバ
タイズ	 (エクスポート)	 する必要がある場合に使用できます。より詳細な集約が必要
な場合は、明示的なプレフィックス	 リストを使用したルート	 マップ/プロファイル
を使用できます。

•  集約インポート (Aggregate Import)：	 このオプションは、「インポート	 ルート制
御サブネット	(Import	Route	Control	Subnet)」の	0.0.0.0/0	にのみ使用できます。	
「インポート	ルート制御サブネット	(Import	Route	Control	Subnet)」および「集約
インポート	 (Aggregate	 Import)」の両方が	 0.0.0.0/0	 に対して有効になっている場
合、どんなサブネットにも一致する「0.0.0.0/0	le	32」のプレフィックス	リストが作
成されます。したがって、このオプションは、L3Out	が外部からのルートを学習	(イ
ンポート)	する必要がある場合に使用できます。ただし、デフォルトである「インポ
ート	ルート制御の適用	(Import	Route	Control	Enforcement)」を無効にすることに
よって、同じことを実現できます。より詳細な集約が必要な場合は、明示的なプレ
フィックス	リストを使用したルート	マップ/プロファイルを使用できます。

•  集約共有ルート (Aggregate Shared Routes)：	このオプションは、「共有ルート制
御サブネット	(Shared	Route	Control	Subnet)」を持つサブネットに使用できます。
例として「共有ルート制御サブネット」と「集約共有ルート」の両方が	 10.0.0.0/8	
に対して有効になっている場合、10.0.0.0/8、10.1.0.0/16	などと一致する「10.0.0.0/8	
le	32」のプレフィックス	リストが作成されます。
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このセクションで使用される L3Out トポロジ 
このセクションでは次のトポロジで使用されます。

L3Out トポロジ
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隣接関係 

ここでは、L3Out	 インターフェイスでルーティング	 プロトコルの隣接関係をトラブルシュ
ーティングし、確認する方法について説明します。

次に、すべての	 ACI	 外部ルーティング	プロトコルに適用されるいくつかのチェック項目の
パラメータを示します。

•  ルータ ID： ACI	で、ルーティング	プロトコルが異なる場合でも、各	L3Out	は同じ
リーフ上の同じ	VRF	で同じルータ	ID	を使用する必要があります。また、同じリーフ
上のこれらの	L3Outs	の	1	つだけ	(通常は	BGP)	が、ルータ	ID	を使用してループバ	ッ
クを作成できます。

•  MTU：	MTU	に対して要件が厳しいのは	OSPF	隣接関係用だけですが、制御プレー
ン	 フレームの大部分がインターフェイスの最大	 MTU	 を超えた場合にフレームをド
ロップする	 DF	 (don't	 fragment)	 ビットが設定された状態で送信されるため、ルー
ティング	プロトコルの	MTU	を一致させ、ルート交換/更新に使用されるジャンボ	パ
ケットがフラグメント化せずに送信されるようにすることを推奨します。

•  MP-BGP ルータ リフレクタ：	これがないと	BGP	プロセスはリーフノード上で開始	
しません。これは	OSPF	または	EIGRP	がネイバーを確立するために必須ではありま
せんが、BL	が他のリーフ	ノードに外部ルートを配布するために必要です。

  フォルト： 設定を完了した場合、必ず障害を確認してください。

BGP 

このセクションでは、ループ	 バック間の	 eBGP	 ピアリングの例として概要セクションのト
ポロジの	BL3、BL4、および	R34	を使用します。R34	の	BGP	AS	は65002です。
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BGP	隣接関係を確立するときに、次の基準を確認します。

•		 ローカル	BGP	AS	番号	(ACI	BL	側)。

ピア接続プロファイル：ローカル AS 

ユーザー	L3Out	の	BGP	AS	番号は、BGP	ルート	リフレクタ	ポリシーで設定されているイ
ンフラ	MP	BGP	の	BGP	AS	と自動的に同じになります。BGP	ピア接続プロファイルの「ロ
ーカル	AS」設定は、ACI	BGP	を外部に偽装する必要がある場合を除き、必須ではありませ
ん。これは、外部ルータが	BGP	ルート	リフレクタで設定されている	BGP	AS	を指す必要が
あることを意味します。

注：ローカル	AS	設定が必要なシナリオは、スタンドアロン	NX	OS	「local-as」コマンドと
同じです。

•		 リモート	BGP	AS	番号	(外部側)
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ピア接続の Prole：リモート AS

リモート	BGP	AS	番号は、ネイバーの	BGP	AS	が	ACI	BGP	AS	とは異なる	eBGP	にのみ必要
です。

•		 BGP	ピア	セッションの送信元	IP。

L3Out： BGP ピア接続の Prole 

ACI	は、一般的な	 ACI	 L3Out	インターフェイス	タイプ	 (ルーテッド、サブインターフェイ
ス、SVI)	の最上位にあるループバック	インターフェイスから	BGP	セッションを送信するこ
とをサポートしています。
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BGP	 セッションをループバックから送信する必要がある場合は、論理ノード	 プロファイル
の下に	BGP	ピア接続プロファイルを設定します。

BGP	セッションをルーテッド/サブインターフェイス/SVI	から送信する必要がある場合は、
論理インターフェイス	プロファイルの下に	BGP	ピア接続プロファイルを設定します。

・		BGP	ピア	IP	の到達可能性。

論理ノードの Prole：ノードの関連付け 

BGP	ピア	IP	がループバックの場合は、BL	と外部ルータがピア	IP	アドレスに到達可能であ
ることを確認します。静的ルートまたは	OSPF	を使用して、ピア	 IP	への到達可能性を取得
できます。

BGP CLI 検証 (ループバックを使用した eBGP の例) 
次の手順の	CLI	出力は、概要セクションのトポロジの	BL3	から収集されます。



外部転送	   327

f2-leaf3# show bgp ipv4 unicast summary vrf Prod:VRF1  
BGP summary information for VRF Prod:VRF1, address family IPv4 Unicast  
BGP router identifier 10.0.0.3, local AS number 65001  

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd  
10.0.0.134      4 65002      10      10       10    0    0 00:06:39 0

f2-leaf3# show bgp ipv4 unicast neighbors vrf Prod:VRF1   
BGP neighbor is 10.0.0.134,  remote AS 65002, ebgp link,  Peer index 1  
 BGP version 4, remote router ID 10.0.0.134  
 BGP state = Established, up for 00:11:18  
 Using loopback3 as update source for this peer    
 External BGP peer might be upto 2 hops away

1. BGP セッションが確立されているかどうかを確認します 
次の	CLI	出力の「State/PfxRcd」は、BGP	セッションが確立されていることを意味します。

「State/PfxRcd」にアイドルまたはアクティブ状態と表示されている場合、BGP	 パケット
はまだピアと交換されていません。このようなシナリオでは、次の手順を確認し、次のス
テップに進みます。

•		 外部ルータが	ACI	BGP	AS	を正しく指していることを確認します	(ローカル	AS	番号	
65001)。

•		 ACI	BGP	ピア接続プロファイルが、外部ルータが	BGP	セッション	(10.0.0.134)	を送
信元とする正しいネイバー	IP	を指定していることを確認します。

•		 ACI	BGP	ピア接続プロファイルが、外部ルータの正しいネイバーを指定していること
を確認します	(GUI	のリモート	AS	番号は、CLI	では	AS	65002 として表示されます)。

2. BGP ネイバーの詳細の確認 (BGP ピア接続プロファイル) 
次のコマンドは、BGP	ネイバー確立のためのキーとなるパラメータを示しています。

•		 ネイバー	IP：	10.0.0.134。

•		 ネイバー	BGP	AS：リモート	AS	65002。

•		 送信元	IP：更新ソースとして	loopback3	を使用します。

•		 eBGP	マルチホップ：外部	BGP	ピアは、ホップ距離が	2	ホップ以内である可能性が
あります。
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...  

  For address family: IPv4 Unicast   
...  
Inbound route-map configured is permit-all, handle obtained  
Outbound route-map configured is exp-l3out-BGP-peer-3047424, handle obtained  
Last End-of-RIB received 00:00:01 after session start  
Local host: 10.0.0.3, Local port: 34873  
Foreign host: 10.0.0.134, Foreign port: 179  
 fd = 64

f2-leaf3# iping 10.0.0.134 -V Prod:VRF1 -S 10.0.0.3   
PING 10.0.0.134 (10.0.0.134) from 10.0.0.3: 56 data bytes   
64 bytes from 10.0.0.134: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.571 ms  
64 bytes from 10.0.0.134: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.662 ms

BGP	 ピアが正しく確立されると、出力の下部に「ローカルホスト」と「外部ホスト」が表
示されます。

3. BGP ピアの IP 到達可能性の確認

ネイバー	IP	への	ping	が	ACI	BGP	の送信元	IP	から機能していることを確認します。

f2-leaf3# show ip route vrf Prod:VRF1  
10.0.0.3/32, ubest/mbest: 2/0, attached, direct 
   *via 10.0.0.3, lo3, [0/0], 02:41:46, local, local  
   *via 10.0.0.3, lo3, [0/0], 02:41:46, direct  
10.0.0.4/32, ubest/mbest: 1/0  
   *via 20.0.32.68%overlay-1, [1/0], 02:38:04, bgp-65001, internal, tag 65001   
10.0.0.134/32, ubest/mbest: 1/0  
   *via 10.10.34.1, vlan27, [1/0], 02:41:46, static    < ---  neighbor IP reachability via static route  
10.10.34.0/29, ubest/mbest: 2/0, attached, direct      
   *via 10.10.34.3, vlan27, [0/0], 02:41:46, direct  
   *via 10.10.34.2, vlan27, [0/0], 02:41:46, direct   
10.10.34.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached      
   *via 10.10.34.2, vlan27, [0/0], 02:41:46, local, local   
10.10.34.3/32, ubest/mbest: 1/0, attached      
   *via 10.10.34.3, vlan27, [0/0], 02:41:46, local, local
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f2-leaf3# tcpdump -ni kpm_inb port 179  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode   
listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes  
20:36:58.292903 IP 10.0.0.134.179 > 10.0.0.3.34873: Flags [P.], seq 3775831990:3775832009, ack 807595300, win  
3650, length 19: BGP, length: 19  
20:36:58.292962 IP 10.0.0.3.34873 > 10.0.0.134.179: Flags [.], ack 19, win 6945, length 0  
20:36:58.430418 IP 10.0.0.3.34873 > 10.0.0.134.179: Flags [P.], seq 1:20, ack 19, win 6945, length 19: BGP,  
length: 19  
20:36:58.430534 IP 10.0.0.134.179 > 10.0.0.3.34873: Flags [.], ack 20, win 3650, length 0

4. 外部ルータで同じことを確認します。
次に、外部ルータ	(スタンドアロン	NX	OS)	の設定例を示します。

5. 追加の手順： tcpdump 
ACI	リーフ	ノードでは、tcpdump	ツールは「kpm_inb」	CPU	インターフェイスをスニッ
フィングして、プロトコル	パケットがリーフ	CPU	に到達したかどうかを確認できます。L4	
ポート	179	(BGP)	をフィルタとして使用します。

router bgp 65002
 vrf f2-bgp  
   router-id 10.0.0.134  
   neighbor 10.0.0.3  
     remote-as 65001  
     update-source loopback134   
     ebgp-multihop 2   
     address-family ipv4 unicast   
   neighbor 10.0.0.4   
     remote-as 65001   
     update-source loopback134   
     ebgp-multihop 2   
     address-family ipv4 unicast  

interface loopback134 
 vrf member f2-bgp 
 ip address 10.0.0.134/32  

interface Vlan2501 
 no shutdown   
 vrf member f2-bgp 
 ip address 10.10.34.1/29  

vrf context f2-bgp  
 ip route 10.0.0.0/29 10.10.34.2
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OSPF 

このセクションでは、OSPF	ネイバーシップの例として、OSPF	AreaID	1	(NSSA)	と概要セク
ションのトポロジの	BL3、BL4、および	R34	を使用します。

次に、OSPF	隣接関係の確立を確認する一般的な基準を示します。

•		 OSPF	エリア	ID	とタイプ

L3Out： OSPF インターフェイスプロファイル：エリア ID とタイプ 

すべてのルーティング	デバイスと同様に、OSPF	エリア	 ID	とタイプは両方のネイバーで一
致する必要があります。OSPF	エリア	 ID	設定に関するいくつかの	ACI	固有の制限事項は次
のとおりです。

•		 1	個の	L3Out	につき	OSPF	エリア	ID	を	1	個のみ持つことができます。

•		 2	 個の	 L3Outs	 は、2	 つの異なるリーフ	 ノード上にある場合にのみ、同じ	
VRF	内で同じ	OSPF	エリア	ID	を使用できます。

OSPF	ID	はバックボーン	0	である必要はありませんが、中継ルーティングの場合は、同じリ
ーフ上の	2	個の	OSPF	L3Outs	間で必要です。OSPF	エリア間のルート交換は	OSPF	エリア	0	
を経由する必要があるため、そのうちの	1	つは	OSPF	エリア	0	を使用する必要があります。
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•	 MTU

論理インターフェイス Prole： SVI

ACI	 のデフォルト	 MTU	 は従来のルーティングデバイスで使用されるデフォルトの	 1500	
バイトではなく	 9000	 バイトです。MTU	 が外部デバイスと一致していることを確認しま
す。MTU	が原因で	OSPF	ネイバーの確立が失敗すると、EXCHANGE/DROTHER	の状態で
スタックします。

•		 IP	サブネット	マスク。OSPF	では、ネイバー	IP	が同じサブネット	マスクを使用する
必要があります。

•		 OSPF	インターフェイス	プロファイル。

OSPF インターフェイスプロファイル 

これは、インターフェイス上の	OSPF	を有効にするためのスタンドアロン	NX	OS	設定で、
「ip	router	ospf	<tag>	area	<area	id>」と同等です。このようにしないと、リーフ	インタ
ーフェイスは	OSPF	に参加しません。
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•		 OSPF	Hello/Dead	タイマー、ネットワーク	タイプ

OSPF インターフェイス Prole： Hello/Dead タイマーとネットワーク タイプ

OSPF インターフェイス ポリシーの詳細
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f2-leaf3# show ip ospf neighbors vrf Prod:VRF2   
OSPF Process ID default VRF Prod:VRF2  
Total number of neighbors: 2  
Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface  
10.0.0.4          1 FULL/DR          00:47:30 10.10.34.4      Vlan28      < --- neighbor with BL4  
10.0.0.134        1 FULL/DROTHER     00:00:21 10.10.34.1      Vlan28      < --- neighbor with R34

f2-leaf3# show vlan id 28 extended  
 VLAN Name                             Encap            Ports 
 ---- -------------------------------- ---------------- ------------------------   
 28   Prod:VRF2:l3out-OSPF:vlan-2502   vxlan-14942176,  Eth1/13, Po1   
                                       vlan-2502

OSPF	では、Hello	タイマーと	Dead	タイマーが各ネイバー	デバイスで一致する必要があり
ます。これらは、OSPF	インターフェイス	プロファイルで設定されます。

OSPF	 インターフェイス	 ネットワーク	 タイプが外部デバイスと一致していることを確認し
ます。外部デバイスがタイプ	 ポイントツーポイントを使用している場合、ACI	 側でもポイ
ントツーポイントを明示的に設定する必要があります。これらは、OSPF	 インターフェイス	
プロファイルでも設定されます。

OSPF CLI 検証 
次の手順の	CLI	出力は、「概要」の項のトポロジの	BL3	から収集されます。

1. OSPF ネイバーの状態の確認 
次の	CLI	で「State」が「FULL」の場合、OSPF	ネイバーは正しく確立されます。
それ以外の場合は、次の手順に進んでパラメータを確認します。

ACI	では、SVI	と同じ	VLAN	ID	を使用する場合、BL	は外部ルータの上に互いに	OSPF	ネイ
バーシップを形成します。これは、ACI	に	L3Out	SVI	内の各	VLAN	ID	で	L3Out	BD	(または
外部	BD)	と呼ばれる内部フラッディング	ドメインがあるためです。

VLAN	 ID	 28	 は、ワイヤで使用される実際の	 VLAN	 (アクセス	 Encap	 VLAN)	 ではなく、PI	
VLAN	(プラットフォームに依存しない	VLAN)	と呼ばれる内部	VLAN	であることに注意して
ください。アクセス	encap	VLAN	(「VLAN-2502」)	を確認するには、次のコマンドを使用し
ます。

アクセス	encap	VLAN	ID	を使用して同じ出力を取得することもできます。
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f2-leaf3# show vlan encap-id 2502 extended  
 VLAN Name                             Encap            Ports   
 ---- -------------------------------- ---------------- ------------------------   
 28   Prod:VRF2:l3out-OSPF:vlan-2502   vxlan-14942176,  Eth1/13, Po1  
                                       vlan-2502

f2-leaf3# show ip ospf interface brief vrf Prod:VRF2  
OSPF Process ID default VRF Prod:VRF2  
Total number of interface: 1  
Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status  
Vlan28                  94     0.0.0.1         4      BDR      2         up   
f2-leaf3# show ip ospf vrf Prod:VRF2  
Routing Process default with ID 10.0.0.3 VRF Prod:VRF2 
...  
  Area (0.0.0.1)  
       Area has existed for 00:59:14  
       Interfaces in this area: 1 Active interfaces: 1  
       Passive interfaces: 0  Loopback interfaces: 0  
       This area is a NSSA area  
       Perform type-7/type-5 LSA translation   
       SPF calculation has run 10 times   
        Last SPF ran for 0.001175s   
       Area ranges are  
       Area-filter in 'exp-ctx-proto-3112960'  
       Area-filter out 'permit-all'  
       Number of LSAs: 4, checksum sum 0x0

2. OSPF エリアの確認 
OSPF	エリア	ID	とタイプがネイバーと同一であることを確認します。OSPF	インターフェイ
ス	プロファイルがない場合、インターフェイスは	OSPF	に参加せず、OSPF	CLI	出力に表示
されません。
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f2-leaf3# show ip ospf interface vrf Prod:VRF2   
Vlan28 is up, line protocol is up  
   IP address 10.10.34.3/29, Process ID default VRF Prod:VRF2, area 0.0.0.1 
   Enabled by interface configuration   
   State BDR, Network type BROADCAST, cost 4   
   Index 94, Transmit delay 1 sec, Router Priority 1   
   Designated Router ID: 10.0.0.4, address: 10.10.34.4   
   Backup Designated Router ID: 10.0.0.3, address: 10.10.34.3   
   2 Neighbors, flooding to 2, adjacent with 2   
   Timer intervals: Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5   
     Hello timer due in 0.000000   
   No authentication   
   Number of opaque link LSAs: 0, checksum sum 0

f2-leaf3# show interface vlan28  
Vlan28 is up, line protocol is up, autostate disabled 
  Hardware EtherSVI, address is  0022.bdf8.19ff   
  Internet Address is 10.10.34.3/29  
  MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

f2-leaf3# iping 10.10.34.1 -V Prod:VRF2  
PING 10.10.34.1 (10.10.34.1) from 10.10.34.3: 56 data bytes  
64 bytes from 10.10.34.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.66 ms  
64 bytes from 10.10.34.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.653 ms

3. OSPF インターフェイスの詳細の確認 
インターフェイス	 レベルのパラメータが、IP	 サブネット、ネットワーク	 タイプ、Hello/
Dead	タイマーなどの	OSPF	ネイバー確立の要件を満たしていることを確認します。SVI	の	
VLAN	ID	が	PI	VLAN	(vlan28)	であることに注意してください。

4. ネイバーへの IP 到達可能性の確認 
OSPF	 Hello	 パケットはリンク	 ローカル	 マルチキャスト	 パケットですが、最初の	 OSPF	
LSDB	交換に必要な	OSPF	DBD	パケットはユニキャストです。したがって、ユニキャストの
到達可能性も	OSPF	ネイバーシップの確立について確認する必要があります。
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router ospf 1   
    vrf f2-ospf   
    router-id 10.0.0.134   
    area 0.0.0.1 nssa  

interface Vlan2502   
    no shutdown   
    mtu 9000  
    vrf member f2-ospf  
    ip address 10.10.34.1/29  
    ip router ospf 1 area 0.0.0.1

f2-leaf3# tcpdump -ni kpm_inb proto 89  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode   
listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes  
22:28:38.231356 IP 10.10.34.4 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 52  
22:28:42.673810 IP 10.10.34.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 52  
22:28:44.767616 IP 10.10.34.1 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 52  
22:28:44.769092 IP 10.10.34.3 > 10.10.34.1: OSPFv2, Database Description, length 32  
22:28:44.769803 IP 10.10.34.1 > 10.10.34.3: OSPFv2, Database Description, length 32  
22:28:44.775376 IP 10.10.34.3 > 10.10.34.1: OSPFv2, Database Description, length 112  
22:28:44.780959 IP 10.10.34.1 > 10.10.34.3: OSPFv2, LS-Request, length 36  
22:28:44.781376 IP 10.10.34.3 > 10.10.34.1: OSPFv2, LS-Update, length 64  
22:28:44.790931 IP 10.10.34.1 > 224.0.0.6: OSPFv2, LS-Update, length 64

5. 外部ルータで同じことを確認します。
次に、外部ルータ	(スタンドアロン	NX	OS)	の設定例を示します。

物理インターフェイスも同様に、必ず	MTU	を確認してください。

6. 追加の手順: tcpdump
ACI	リーフ	ノードでは、ユーザーは「kpm_inb」	CPU	インターフェイスで	tcpdump	を実
行して、プロトコル	パケットがリーフ	CPU	に到達したかどうかを確認できます。OSPF	に
は複数のフィルタがありますが、IP	プロトコル番号はもっとも包括的なフィルタです。

•		 IP	プロトコル番号:	proto	89	(IPv4)	または	ip6	proto	0x59	(IPv6)

•		 ネイバーの	IP	アドレス：ホスト	<ip>	

•		 OSPF	リンク	ローカル	Mcast	IP：ホスト	224.0.0.5	またはホスト	224.0.0.6
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EIGRP 

このセクションでは、EIGRP	ネイバーシップの例として、EIGRP	AS	10	と概要セクションの
トポロジの	BL3、BL4、および	R34	を使用します。

次に、EIGRP	隣接関係の確立に関する一般的な基準を示します。

•		 EIGRP	AS：	L3Out	は	1	個の	EIGRP	AS	を割り当てます。これは、外部デバイスと一
致する必要があります。

•		 EIGRP	インターフェイス	プロファイル。

EIGRP インターフェイス Prole 

これは、スタンドアロンの	NX	OS	デバイスでの「ip	router	eigrp	<as>」設定と同等です。
このようにしないと、リーフ	インターフェイスは	EIGRP	に参加しません。

•		 MTU

これは	 EIGRP	 ネイバーシップを確立するためだけに一致する必要はありませんが、EIGRP	
トポロジ交換パケットは、ピア間のインターフェイスで許可される最大	MTU	よりも大きく
なる可能性があります。また、これらのパケットはフラグメント化が許可されていないた
め、ドロップし、結果として	EIGRP	ネイバーシップがフラップします。
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f2-leaf3# show ip eigrp neighbors vrf Prod:VRF3   
EIGRP neighbors for process 10 VRF Prod:VRF3  
H   Address                 Interface       Hold  Uptime  SRTT   RTO  Q  Seq  
                                            (sec)         (ms)       Cnt Num   
0   10.10.34.4              vlan29          14   00:12:58  1    50    0   6    < --- neighbor with BL4  
1   10.10.34.1              vlan29          13   00:08:44  2    50    0   4    < --- neighbor with R34

f2-leaf3# show vlan id 29 extended 
 VLAN Name                             Encap            Ports    
 ---- -------------------------------- ---------------- ------------------------   
 29   Prod:VRF3:l3out-EIGRP:vlan-2503  vxlan-15237052,  Eth1/13, Po1 
                                       vlan-2503

f2-leaf3# show vlan encap-id 2503 extended  
 VLAN Name                             Encap            Ports   
 ---- -------------------------------- ---------------- ------------------------   
 29   Prod:VRF3:l3out-EIGRP:vlan-2503  vxlan-15237052,  Eth1/13, Po1  
                                       vlan-2503

EIGRP CLI 検証 
次の手順の	CLI	出力は、概要セクションのトポロジの	BL3	から収集されます。

1. EIGRP ネイバー ステータスの確認

ACI	では、SVI	と同じ	VLAN	ID	を使用する場合、BL	は外部ルータ上に互いに	EIGRP	ネイバ
ーシップを形成します。これは、ACI	に	L3Out	SVI	内の各	VLAN	ID	で	L3Out	BD	(または外
部	BD)	と呼ばれる内部フラッディング	ドメインがあるためです。

VLAN	 ID	 29	 は、ワイヤで使用される実際の	 VLAN	 (アクセス	 Encap	 VLAN)	 ではなく、PI	
VLAN	 (プラットフォームに依存しない	VLAN)	と呼ばれる内部	VLAN	であることに注意して
ください。アクセス	encap	VLAN	(vlan	2503)	を確認するには、次のコマンドを使用します。

アクセス	encap	VLAN	ID	を使用して同じ出力を取得することもできます。
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f2-leaf3# show ip eigrp interfaces vrf Prod:VRF3   
EIGRP interfaces for process 10 VRF Prod:VRF3  
                        Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending  
Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes  
vlan29             2        0/0         1       0/0         50             0   
  Hello interval is 5 sec   
  Holdtime interval is 15 sec   
  Next xmit serial: 0  
  Un/reliable mcasts: 0/2     Un/reliable ucasts: 5/10  
  Mcast exceptions: 0    CR packets: 0    ACKs suppressed: 2  
  Retransmissions sent: 2    Out-of-sequence rcvd: 0  
  Classic/wide metric peers: 2/0  

f2-leaf3# show int vlan 29   
Vlan29 is up, line protocol is up, autostate disabled   
  Hardware EtherSVI, address is  0022.bdf8.19ff  
  Internet Address is 10.10.34.3/29  
  MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

router eigrp 10  
 vrf f2-eigrp 

interface Vlan2503 no 
shutdown 
 vrf member f2-eigrp 
 ip address 10.10.34.1/29 
 ip router eigrp 10

2. EIGRP インターフェイスの詳細の確認 
EIGRP	 が期待されるインターフェイスで実行されていることを確認します。それ以外の場
合は、[論理インターフェイス	プロファイル	(Logical	Interface	Profile)]	と	[EIGRP	インター
フェイス	プロファイル	(EIGRP	Interface	Profile)]	をオンにします。

3. 外部ルータで同じことを確認します。
次に、外部ルータ	(スタンドアロン	NX	OS)	の設定例を示します。
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f2-leaf3# tcpdump -ni kpm_inb proto 88  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode  
listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes  
23:29:43.725676 IP 10.10.34.3 > 224.0.0.10: EIGRP Hello, length: 40  
23:29:43.726271 IP 10.10.34.4 > 224.0.0.10: EIGRP Hello, length: 40  
23:29:43.728178 IP 10.10.34.1 > 224.0.0.10: EIGRP Hello, length: 40  
23:29:45.729114 IP 10.10.34.1 > 10.10.34.3: EIGRP Update, length: 20  
23:29:48.316895 IP 10.10.34.3 > 224.0.0.10: EIGRP Hello, length: 40

4. 追加の手順： tcpdump 
ACI	リーフ	ノードでは、ユーザーは「kpm_inb」	CPU	インターフェイスで	tcpdump	を実
行して、プロトコル	パケットがリーフ	CPU	に到達したかどうかを確認できます。フィルタ
として	IP	プロトコル番号	88	(EIGRP)	を使用します。
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ルート アドバタイズメント 

このセクションでは、ACI	 でのルート	 アドバタイズメントの検証とトラブルシューティン
グを対象にしています。具体的には、以下の内容を含む例を見ていきます。

•		 ブリッジ	ドメイン	サブネット	アドバタイズメント。

•		 中継ルート	アドバタイズメント。

•		 インポートおよびエクスポート	ルート制御。

このセクションでは、後のセクションで紹介する共有	 L3Out	 に関連するルートリークにつ
いて説明します。

ブリッジ ドメイン ルート アドバタイズメント ワークフロー 

一般的なトラブルシューティングを確認する前に、ユーザーは、ブリッジ	 ドメイン	 アドバ
タイズメントがどのように機能するかについて理解しておく必要があります。

BD	と	L3Out	が同じ	VRF	にある場合、BD	アドバタイズメントは、次の方法で有効にできます。

•		 L3Out	と内部	EPG	の間にコントラクト関係を持ちます。

•		 L3Out	をブリッジ	ドメインに関連付けます。

•		 BD	サブネットで	[外部でアドバタイズ	(Advertise	Externally)]	を選択します。

さらに、エクスポート	ルート	プロファイルを使用してブリッジ	ドメイン	アドバタイズメン
トを制御することもできます。これにより、L3Out	 を関連付ける必要がなくなります。た
だし、「外部でアドバタイズ」を選択する必要があります。これはあまり一般的ではない
使用例であるため、ここでは説明しません。

L3Out	 と	 EPG	 間のコントラクト設定は、BD	 の普及した静的ルートを	 BL	 に適用されるた
めに必要です。実際のルート	 アドバタイズメントは、外部プロトコルへの静的ルートの再
配布によって処理されます。最後に、再配布ルート	 マップは、BD	 に関連付けられている	
L3Outs	内にのみインストールされます。このように、ルートはすべての	 L3Outs	にアドバ
タイズされません。
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leaf103# show ip route 192.168.1.0/24 vrf Prod:Vrf1  
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  
Route not found

leaf103# show ip route 10.0.1.0/24 vrf Prod:Vrf1   
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  
192.168.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive  
   *via 10.0.120.34%overlay-1, [1/0], 00:00:08, static, tag 4294967294 
        recursive next hop: 10.0.120.34/32%overlay-1

以下の例では、BD	サブネットは	192.168.1.0/24	であり、OSPF	L3Out	を介してアドバタイズ
されます。

L3Out と内部 EPG の間でコントラクトを適用する前

BD	ルートが	BL	にまだ存在していないことに注意してください。

L3Out と内部 EPG の間でコントラクトを適用した後 
この時点では、その他の設定は行われていません。L3Out	はまだ	BD	に関連付けられておら
ず、「外部でアドバタイズ」フラグが設定されていません。

BD	 サブネット	 ルート	 (普及フラグで示される)	 が、BL	 で展開されていることに注意して
ください。ただし、ルートにタグが付けられていることに注意してください。このタグ値
は、[外部からのアドバタイズ	(Advertise	Externally)]	を使用して設定される前に、BD	ルー
トに割り当てられる暗黙的な値です。すべての外部プロトコルは、このタグの再配布を拒
否します。
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leaf103# show ip route 192.168.1.0/24 vrf Prod:Vrf1   
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  
192.168.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive 
     *via 10.0.120.34%overlay-1, [1/0], 00:00:06, static 
          recursive next hop: 10.0.120.34/32%overlay-1

leaf103# show ip ospf vrf Prod:Vrf1  
Routing Process default with ID 10.0.0.3 VRF Prod:Vrf1  
Stateful High Availability enabled  
Supports only single TOS(TOS0) routes  
Supports opaque LSA  
Table-map using route-map exp-ctx-2392068-deny-external-tag  
Redistributing External Routes from   
  static route-map exp-ctx-st-2392068   
  direct route-map exp-ctx-st-2392068   
  bgp route-map exp-ctx-proto-2392068   
  eigrp route-map exp-ctx-proto-2392068   
  coop route-map exp-ctx-st-2392068

BD サブネットで [外部でアドバタイズ (Advertise Externally)] を選択した後 
L3Out	はまだ	BD	に関連付けられていません。ただし、タグが消去されていることに注意し
てください。

この時点では、外部プロトコルへの再配布のためにこのプレフィックスに一致するルート	
マップおよびプレフィックス	 リストがないため、ルートは外部にアドバタイズされませ
ん。これは、これは、次のコマンドを使用して確認できます。

BD	ルートは静的ルートとしてプログラムされるため、ルート	マップに存在するプレフィッ
クス	リストで「show	 route-map	 <route-map	 name>」を実行し、次に「show	 ip	 prefix-
list	<name>」を実行して、静的再配布ルート	マップを確認します。次の手順でこれを実行
します。
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leaf103# show route-map exp-ctx-st-2392068   
route-map exp-ctx-st-2392068, deny, sequence 1   
 Match clauses:    
  tag: 4294967294   
 Set clauses:  

...  
route-map exp-ctx-st-2392068, permit, sequence 15803   
 Match clauses:  
   ip address prefix-lists: IPv4-st16390-2392068-exc-int-inferred-export-dst   
   ipv6 address prefix-lists: IPv6-deny-all  
 Set clauses:   
   tag 0

leaf103# show ip prefix-list IPv4-st16390-2392068-exc-int-inferred-export-dst  
ip prefix-list IPv4-st16390-2392068-exc-int-inferred-export-dst: 1 entries   
  seq 1 permit 192.168.1.1/24

L3Out を BD に関連付けた後 
前述のように、この手順では、スタティックから外部プロトコルへの再配布ルート	マップに
インストールされている	BD	サブネットと一致するプレフィックス	リストが生成されます。

プレフィックス	リストを確認します。

BD	サブネットは、OSPF	に再配布するためのプレフィックス	リストと一致しています。

この時点で、L3Out	 から	 BD	 サブネットのアドバタイズメントの設定と検証のワークフロ
ーが完了します。この時点以降、プロトコル固有のことについて確認します。たとえば、
次のような場合です。

•		 EIGRP	の場合は、ルートが「show	ip	eigrp	topology	vrf	<name>」のトポロジ	テー
ブルにインストールされていることを確認します。

•		 OSPF	の場合は、「show	ip	ospf	database	vrf	<name>」を使用して、ルートがデー
タベース	テーブルに外部	LSA	としてインストールされていることを確認します。

•		 BGP	 の場合、ルートが「show	 bgp	 ipv4	 unicast	 vrf	 <name>」のコマンドを持つ	
BGP	RIB	に含まれていることを確認します。
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leaf103# show bgp ipv4 unicast neighbor 10.0.0.134 vrf Prod:Vrf1 | grep Outbound 
 Outbound route-map configured is exp-l3out-BGP-peer-2392068, handle obtained

leaf103# show ip eigrp vrf Prod:Vrf1  
IP-EIGRP AS 100 ID 10.0.0.3 VRF Prod:Vrf1  
 Process-tag: default  
 Instance Number: 1  
 Status: running  
 Authentication mode: none  
 Authentication key-chain: none  
 Metric weights: K1=1 K2=0 K3=1 K4=0 K5=0   
 metric version: 32bit  
 IP proto: 88 Multicast group: 224.0.0.10  
 Int distance: 90 Ext distance: 170  
 Max paths: 8  
 Active Interval: 3 minute(s)  
 Number of EIGRP interfaces: 1 (0 loopbacks)  
 Number of EIGRP passive interfaces: 0  
 Number of EIGRP peers: 2  
 Redistributing:  
   static route-map exp-ctx-st-2392068  
   ospf-default route-map exp-ctx-proto-2392068  
   direct route-map exp-ctx-st-2392068  
   coop route-map exp-ctx-st-2392068  
   bgp-65001 route-map exp-ctx-proto-2392068

BGP ルート アドバタイズメント 
BGP	の場合、すべての静的ルートは暗黙的に再配布が許可されます。BD	サブネットに一致
するルート	マップは、BGP	ネイバー	レベルで適用されます。

上記の例では、10.0.0.134	は	L3Out	内で設定された	BGP	ネイバーです。

EIGRP ルート アドバタイズメント 
OSPF	と同様に、ルート	マップは	EIGRP	再配布への静的制御に使用されます。この方法で
は、L3Out	 に関連付けられており、「外部にアドバタイズ」に設定されているサブネット
のみを再配布する必要があります。これを確認するには、次のコマンドを使用します。
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最終的な動作	BD	設定は下に示されています。

ブリッジ ドメイン L3 設定

ブリッジ ドメイン ルートアドバタイズメントのトラブルシューティングのシナリオ 
この場合、通常の症状は、設定された	 BD	 サブネットが	 L3Out	 からアドバタイズされてい
ないことです。前のワークフローに従って、どのコンポーネントが破損しているか把握し
ます。

次のことを確認して、詳細確認を行う前に設定を確認します。

•		 EPG	と	L3Out	の間にコントラクトはありますか?	

•		 L3Out	は	BD	に関連付けられていますか?
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•		 BD	サブネットは外部でアドバタイズするように設定されていますか?	

•		 外部プロトコルの隣接関係が確立されていますか?	

考えられる原因： BD が展開されていない 
このケースは、次のようないくつかの異なるシナリオに適用されます。

•		 内部	EPG	は	VMM	連携でオンデマンドオプションを使用しており、VM	エンドポイ
ントは	EPG	のポート	グループに接続されていません。

•		 内部	 EPG	 が作成されましたが、静的パス	 バインディングが設定されていないか、	
静的パスが設定されているインターフェイスがダウンしています。

いずれの場合も	BD	は展開されず、その結果、BD	静的ルートは	BL	にプッシュされません。
ここでの解決策は、この	 BD	にリンクされている	 EPG	内にいくつかのアクティブなリソー
スを展開し、サブネットを展開することです。

考えられる原因： OSPF L3Out は、再配布なしで「スタブ」または「NSSA」として設定さ
れています。
OSPF	が	 L3Out	プロトコルとして使用されている場合は、基本的な	 OSPF	ルールに従う必
要があります。スタブ	エリアでは、再配布された	 LSA	は許可されませんが、代わりにデフ
ォルト	ルートをアドバタイズできます。NSSA	領域では再配布されたパスを許可しますが、	
[再配布された	LSA	を	NSSA	領域に送信	(Send	Redistributed	LSAs	into	NSSA	Area)]	を	L3Out	
で選択する必要があります。また、NSSA	は「送信元のサマリー	LSA」を無効にする代わり
に、デフォルト	 ルートをアドバタイズすることもできます。これは、「再配布された	 LSA	
を	NSSA	エリアに送信する」を無効にしたときの一般的なシナリオでもあります。

考えられる原因：「L3Out」で設定された「拒否」アクションを使用した「デフォルト エク
スポート」ルート プロファイル 
ルート	プロファイルが	 L3Out	の下で「デフォルト	エクスポート」または「デフォルト	イ
ンポート」の名前で設定されている場合、それらは暗黙的に	 L3Out	 に適用されます。さら
に、デフォルト	エクスポート	ルート	プロファイルが拒否アクションに設定され、[プレフィ
ックスおよびルーティング	ポリシーの一致	(Match	Prefix	and	Routing	Policy)]	として設定
されている場合は、BD	サブネットをこの	L3Out	からアドバタイズしたものは、暗黙的に拒
否されます。
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デフォルト： export Deny Route Prole

[ルーティング	ポリシーをのみ一致	(Match	Routing	Policy	Only)]	オプションが選択されて
いる場合、デフォルト	エクスポート	ルート	プロファイル内のプレフィックス一致には、BD	
サブネットが暗黙的に含まれません。

外部ルート インポート ワークフロー 

ここでは、ACI	が	L3Out	を介して外部ルートを学習し、内部リーフ	ノードに配布する方法
について説明します。また、以降のセクションでは、中継およびルートリークの使用例に
ついても説明します。

前のセクションと同様に、ユーザーは何が起きているかの概要を認識している必要があり
ます。
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デフォルトでは、外部プロトコルを介して学習されたすべてのルートが内部ファブリック	
BGP	プロセスに再配布されます。これは、外部	EPG	で設定されているサブネットと、どの
フラグが選択されているかに関係なく当てはまります。これが当てはまらない	2	つの例があ
ります。

•		 最上位レベルの	 L3Out	 ポリシーにある	 [ルート制御適用	 (Route	 Control	
Enforcement)]	 ポリシーが[インポート	 (Import)]	 に設定している場合。この場合、
ルート	インポート	モデルはブラックリスト	モデルから	(許可されないもののみを指
定します)	ホワイトリスト	モデルに移動します	(特に設定されていない限り、すべて
暗黙的に拒否されます)。

•		 外部プロトコルが	eigrp	または	OSPF	であり、使用されているインターリーク	ルー
ト	プロファイルが外部ルートと一致しない場合。

外部ルートを内部リーフに配布するには、次のことが必要です。

•		 ルートは、外部ルータから	 BL	 上で学習する必要があります。ファブリックの	 MP-
BGP	 プロセスに再配布するための候補にするには、プロトコルの	 RIB	 だけではな
く、ルーティング	テーブルにルートをインストールする必要があります。

•		 ルートは、内部	BGP	プロセスに再配布またはアドバタイズされることが許可されて
いる必要があります。これは、インポート		ルート制御の適用またはインターリーク	
ルートプロファイルが使用されている場合を除き、常に発生します。

•			 BGP	 ルート	 リフレクタ	 ポリシーを設定し、ポッド	 プロファイルに適用されるポ
ッド	 ポリシー	 グループに適用する必要があります。これが適用されていない場
合、BGP	プロセスはスイッチ上で初期化されません。

内部	EPG/BD	が	L3Out	と同じ	VRF	にある場合、上記の	3 つの手順は、内部	EPG/BD	が外部
ルートを使用するために必要なものすべてです。

ルートは BL ルーティング テーブルにインストールされます。
この例では、BL	103	および	104	で	172.16.20.1/32	という外部ルートを学習しています。
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leaf103# show ip route 172.16.20.1 vrf Prod:Vrf1  
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"  
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  

172.16.20.1/32, ubest/mbest: 1/0  
    *via 10.10.34.3, vlan347, [110/20], 00:06:29, ospf-default, type-2

leaf103# show bgp process vrf Prod:Vrf1  

Information regarding configured VRFs:  

BGP Information for VRF Prod:Vrf1  
VRF Type                       : System  
VRF Id                         : 85  
VRF state                      : UP  
VRF configured                 : yes  
VRF refcount                   : 1  
VRF VNID                       : 2392068  
Router-ID                      : 10.0.0.3  
Configured Router-ID           : 10.0.0.3  
Confed-ID                      : 0  
Cluster-ID                     : 0.0.0.0  
MSITE Cluster-ID               : 0.0.0.0  
No. of configured peers        : 1  
No. of pending config peers    : 0  
No. of established peers       : 1  
VRF RD                         : 101:2392068  
VRF EVPN RD                    : 101:2392068   
...  
    Redistribution  
        direct, route-map permit-all  
        static, route-map imp-ctx-bgp-st-interleak-2392068  
        ospf, route-map permit-all  
        coop, route-map exp-ctx-st-2392068 
        eigrp, route-map permit-all

これは、OSPF	 を通じて学習されたルーティング	 テーブルにインストールされていること
を	 示しています。ここに表示されていない場合は、個々のプロトコルを確認し、隣接関係
が確立されていることを確認します。

ルートが BGP に再配布される 
再配布ルート	マップは、「インポート」適用またはインターリーク	ルート	プロファイルが
使用されていないことを確認した後に、BGP	 再配布への外部プロトコルに使用されるルー
トマップを調べることによって確認できます。次のコマンドを確認します。
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ここでは、OSPF	から	BGP	への再配布に「permit-all」ルート	マップが使用されていること
を明らかにしています。これはデフォルトです。ここから	BL	を確認し、BGP	から作られた
ローカルルートを確認できます。

上記の出力では、0.0.0.0/0	 はローカルで作られていることを示しています。アドバタ
イズされたピアのリストは、Route-Reectors	 として機能するファブリック内のスパイ
ンノードです。

内部リーフ上のルートの確認 
BL	は、VPNv4	BGP	アドレス	ファミリを介してスパイン	ノードにアドバタイズする必要が
あります。スパインノードは、VRF	 が展開されたリーフ	 ノードにアドバタイズする必要が
あります	(非ルートリークの場合)。これらのリーフ	ノードのいずれかで、「show	bgp	vpnv4	
unicast	<route>	vrf	overlay-1'」を実行して、これが	VPNv4	にあることを確認します。

a-leaf101# show bgp ipv4 unicast 172.16.20.1/32 vrf Prod:Vrf1  
BGP routing table information for VRF Prod:Vrf1, address family IPv4 Unicast  
BGP routing table entry for 172.16.20.1/32, version 25 dest ptr 0xa6f25ad0  
Paths: (2 available, best #2)  
Flags: (0x80c0002 00000000) on xmit-list, is not in urib, exported 
    vpn: version 16316, (0x100002) on xmit-list   
Multipath: eBGP iBGP 

  Advertised path-id 1, VPN AF advertised path-id 1  
  Path type: redist 0x408 0x1 ref 0 adv path ref 2, path is valid, is best path 
  AS-Path: NONE, path locally originated   
    0.0.0.0 (metric 0) from 0.0.0.0 (10.0.0.3)  
      Origin incomplete, MED 20, localpref 100, weight 32768  
      Extcommunity:  
          RT:65001:2392068  
          VNID:2392068  
          COST:pre-bestpath:162:110  

  VRF advertise information:  
  Path-id 1 not advertised to any peer  

  VPN AF advertise information:  
  Path-id 1 advertised to peers:  
    10.0.64.64         10.0.72.66   
  Path-id 2 not advertised to any peer
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leaf101# show ip route 172.16.20.1 vrf Prod:Vrf1  
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"  
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  

172.16.20.1/32, ubest/mbest: 2/0  
    *via 10.0.72.64%overlay-1, [200/20], 00:21:24, bgp-65001, internal, tag 65001 
           recursive next hop: 10.0.72.64/32%overlay-1  
    *via 10.0.72.67%overlay-1, [200/20], 00:21:24, bgp-65001, internal, tag 65001 
           recursive next hop: 10.0.72.67/32%overlay-1

leaf101# acidiag fnvread  
      ID   Pod ID                 Name    Serial Number         IP Address    Role        State   LastUpdMsgId  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     103        1            a-leaf101      FDO20160TPS      10.0.72.67/32    leaf         active   0  
     104        1            a-leaf103      FDO20160TQ0      10.0.72.64/32    leaf         active   0

次のコマンドを使用して、内部リーフ上のルートを確認します。

上記の出力では、ルートは	 BGP	 を介して学習され、ネクスト	 ホップは	 BL	 の物理	 TEP	
(PTEP)	である必要があります。

外部ルートのトラブルシューティング シナリオ 
このシナリオでは、内部リーフ	(101)	は外部ルートを受信していません。

常に、まず基本を確認してください。次のことを確認してください。

•		 BL	でルーティング	プロトコルの隣接関係が確立されています。

•		 BGP	ルート	リフレクタ	ポリシーは、ポッド	ポリシー	グループとポッド	プロファイ
ルに適用されます。

上記の基準が正しい場合は、以下に問題の原因となっている可能性のある詳細な例を示し
ます。
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leaf103# vsh -c "show ip ospf database external 172.16.20.1 vrf Prod:Vrf1" 
       OSPF Router with ID (10.0.0.3) (Process ID default VRF Prod:Vrf1)  

                Type-5 AS External Link States  

Link ID         ADV Router      Age        Seq#       Checksum Tag  
172.16.20.1     10.0.0.134      455        0x80000003 0xb9a0    0  

leaf103# show ip route 172.16.20.1 vrf Prod:Vrf1   
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"  
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  

Route not found

考えられる原因： VRF が内部リーフに展開されていない 
この場合、外部ルートが存在することが期待される内部リーフで、展開されたリソースを
含む	EPG	が存在しないことが問題になります。これは、静的パス	バインディンク゚を設定
したインターフェイスがダウンしている場合や、動的添付ファイルが検出されなかったオ
ンデマンドモード	VMM	連携	EPG	で動的に検出されなかった場合にのみ発生する可能性が
あります。

L3Out	VRF	は内部リーフに展開されていないため	(内部リーフで「show	VRF」で確認)、内
部リーフは	VPNv4	から	BGP	ルートをインポートしません。

この問題を解決するには、内部リーフ上の	 L3Out	 VRF	 内にリソースを展開する必要があり
ます。

考えられる原因：インポート  ルートの適用が使用されています 
前述したように、インポート	 	ルート制御の適用が有効になっている場合、L3Out	は明示的
に許可されている外部ルートのみを受け入れます。通常、この機能はテーブル	 マップとし
て実装されます。テーブル	マップは、プロトコル	RIB	と実際のルーティング	テーブルの間
に配置されるため、ルーティング	テーブルの情報にのみ影響します。

次の出力では、インポート	 	 ルート制御が有効になっていますが、明示的に許可されたルー
トがありません。LSA	は	OSPF	データベースにありますが、BL	のルーティング	テーブルに
は含まれていないことに注意してください。
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leaf103# show ip ospf vrf Prod:Vrf1  

 Routing Process default with ID 10.0.0.3 VRF Prod:Vrf1  
 Stateful High Availability enabled  
 Supports only single TOS(TOS0) routes  
 Supports opaque LSA  
 Table-map using route-map exp-ctx-2392068-deny-external-tag   
 Redistributing External Routes from..  

leaf103# show route-map exp-ctx-2392068-deny-external-tag   
route-map exp-ctx-2392068-deny-external-tag, deny, sequence 1 
  Match clauses:  
    tag: 4294967295   
  Set clauses:  
route-map exp-ctx-2392068-deny-external-tag, deny, sequence 19999  
  Match clauses:  
    ospf-area: 0.0.0.100   
  Set clauses:

ここでは、この動作の原因となっているテーブル	マップを示します。

この	L3Out	に設定されているエリアであるエリア	 100	の学習はすべて、このテーブル	マッ
プによって暗黙的に拒否されるため、ルーティング	テーブルにはインストールされません。

この問題を解決するには、ユーザーが「インポート	 	ルート制御サブネット」フラグを使用
して外部	 EPG	 のサブネットを定義するか、またはインストールするプレフィックスと一致
するインポート		ルート	プロファイルを作成する必要があります。

•		 Eigrp	では、インポートの適用はサポートされていないことに注意してください。

•		 また	BGP	の場合は、インポートの適用が	BGP	ネイバーに適用されるインバウンド	
ルート	 マップとして実装されていることにも注意してください。これを確認する方
法の詳細については、「BGP	ルート	アドバタイズメント」サブセクションを確認し
てください。

考えられる原因：インターリーク プロファイルが使用されています 
インターリーク	ルート	プロファイルは	EIGRP	および	OSPF	L3Outs	に使用され、BGP	属性
の設定などのポリシーの適用を可能にするとともに、IGP	から	BGP	に再配布されるものを
制御できるようにすることを意図しています。

インターリーク	ルート	プロファイルがない場合、すべてのルートが暗黙的に	BGP	にインポ
ートされます。
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leaf103# show bgp process vrf Prod:Vrf1  

Information regarding configured VRFs:  

BGP Information for VRF Prod:Vrf1   
VRF Type                       : System   
VRF Id                         : 85   
VRF state                      : UP   
VRF configured                 : yes   
VRF refcount                   : 1  
VRF VNID                       : 2392068  
Router-ID                      : 10.0.0.3  
Configured Router-ID           : 10.0.0.3  
Confed-ID                      : 0  
Cluster-ID                     : 0.0.0.0  
MSITE Cluster-ID               : 0.0.0.0  
No. of configured peers        : 1  
No. of pending config peers    : 0  
No. of established peers       : 1  
VRF RD                         : 101:2392068  
VRF EVPN RD                    : 101:2392068  

...  
    Peers      Active-peers    Routes     Paths      Networks   Aggregates 
    1          1               7          11         0          0  

    Redistribution  
        direct, route-map permit-all  
        static, route-map imp-ctx-bgp-st-interleak-2392068 
        ospf, route-map permit-all  
        coop, route-map exp-ctx-st-2392068  
        eigrp, route-map permit-all

a-leaf103# show bgp process vrf Prod:Vrf1  

Information regarding configured VRFs:  

BGP Information for VRF Prod:Vrf1   
VRF Type                       : System  
VRF Id                         : 85 
VRF state                      : UP   
VRF configured                 : yes   
VRF refcount                   : 1  
VRF VNID                       : 2392068  
Router-ID                      : 10.0.0.3  
Configured Router-ID           : 10.0.0.3

インターリーク	ルート	プロファイルがない場合は、次のようになります。

インターリーク	ルート	プロファイルを使用して、次のようにします。
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Confed-ID                      : 0  
Cluster-ID                     : 0.0.0.0  
MSITE Cluster-ID               : 0.0.0.0  
No. of configured peers        : 1  
No. of pending config peers    : 0  
No. of established peers       : 1  
VRF RD                         : 101:2392068  
VRF EVPN RD                    : 101:2392068  

...  

    Redistribution  
        direct, route-map permit-all  
        static, route-map imp-ctx-bgp-st-interleak-2392068 
        ospf, route-map imp-ctx-proto-interleak-2392068   
        coop, route-map exp-ctx-st-2392068   
        eigrp, route-map permit-all

上に強調表示されているルート	 マップでは、設定済みのインターリーク	 プロファイルで明
示的に一致したもののみが許可されます。外部ルートが一致しない場合、BGP	 に再配布さ
れません。

中継ルート アドバタイズメントのワークフロー 

ここでは、1	個の	L3Out	からのルートが別の	L3Out	にアドバタイズされる方法について説
明します。また、L3Out	 に直接設定されている静的ルートをアドバタイズする必要がある
シナリオについても説明します。これは、特定のプロトコルごとに関する考慮事項ではな
く、ACI	でどのように実装されるかに関する考慮事項になります。現時点では、VRF	間の中
継ルーティングについては述べません。
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このシナリオでは、次のトポロジが使用されます。

中継ルーティングトポロジ

172.16.20.1	 が	 OSPF	 から学習され、EIGRP	 にアドバタイズされ、プロセス全体とトラブル
シューティングのシナリオを確認するための概要を次に説明します。

172.16.20.1	ルートが	EIGRP	にアドバタイズされるようにするには、次のいずれかを設定する
必要があります。

•		 アドバタイズされるサブネットは、「エクスポート制御サブネット」フラグを持つ	
EIGRP	L3Out	で定義できます。「概要」の項で説明したように、このフラグは主に
中継ルーティングに使用され、その	 L3Out	 からアドバタイズする必要があるサブ
ネットを定義します。

•			 0.0.0.0/0	 を設定し、[集約エクスポート	 (Aggregate	 Export)]	 と	 [エクスポート	 ル
ート制御サブネット	 (Export	 Route	 Control	 Subnet])	 の両方を選択します。これ
により、0.0.0.0/0	 およびより具体的なすべてのプレフィックス	 (一致する有効な
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もの)	 に一致する外部プロトコルへの再配布のためのルート	 マップが作成されま
す。0.0.0.0/0	 が「集約エクスポート」で使用されている場合、静的ルートは再配布
に一致しないことに注意してください。これは、アドバタイズされない	 BD	 ルート
を誤ってアドバタイズしないようにするためです。

•		 最後に、アドバタイズされるプレフィックスに一致するエクスポート	 ルート	 プロ
ファイルを作成することができます。この方法を使用すると、0.0.0.0/0	 以外のプレ
フィックスを使用して	[集約	(Aggregate)]	オプションを設定できます。

上記の設定では、中継ルートがアドバタイズされますが、データプレーン	 トラフィック	 フ
ローを許可するためにセキュリティ	ポリシーを設定する必要があります。EPG	から	EPG	へ
の通信と同様に、トラフィックが許可される前にコントラクトを設定する必要があります。

外部	EPG	の外部サブネットは同じ	VRF	内で設定できないことに注意してください。設
定されている場合、サブネットは	 0.0.0.0	 よりも固有である必要があります。ルートが
受信されている	 L3Out	 に対してのみ、[外部	 EPG	 の外部サブネット	 (External	 Subnet	
for	 External	 EPG)]	を設定することが重要です。このルートをアドバタイズする	 L3Out	
で設定しないでください。

また、すべての中継ルートが特定の	 VRF	 タグでタグ付けされていることを理解しておくこ
とも重要です。デフォルトでは、このタグは	 4294967295	 です。ルートタグ	 ポリシーは、	
[テナント	(Tenant)]	>	 [ネットワーク	(Network)]	>	 [プロトコル	(protocol)]	>	 [ルート	タグ	
(Route	Tag)]	の下に設定されます。
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leaf103# show ip route 172.16.20.1 vrf Prod:Vrf1  
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

ルートタグ ポリシー

このルート	タグ	ポリシーは、VRF	に適用されます。このタグの目的は、基本的にループを回
避することです。このルート	 タグは、中継ルートが	 L3Out	 からアドバタイズされるときに
適用されます。これらのルートが同じルートタグを受信した場合、ルートは廃棄されます。

OSPF を介して受信側の BL にルートが存在することを確認します。
最後のセクションと同様に、最初に正しいルートを受信する必要がある	BL	を確認します。
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172.16.20.1/32, ubest/mbest: 1/0  
    *via 10.10.34.3, vlan347, [110/20], 01:25:30, ospf-default, type-2

leaf103# show bgp ipv4 unicast 172.16.20.1/32 vrf Prod:Vrf1   
BGP routing table information for VRF Prod:Vrf1, address family IPv4 Unicast  
BGP routing table entry for 172.16.20.1/32, version 30 dest ptr 0xa6f25ad0  
Paths: (2 available, best #1)  
Flags: (0x80c0002 00000000) on xmit-list, is not in urib, exported   
  vpn: version 17206, (0x100002) on xmit-list   
Multipath: eBGP iBGP  

  Advertised path-id 1, VPN AF advertised path-id 1  
  Path type: redist 0x408 0x1 ref 0 adv path ref 2, path is valid, is best path 
  AS-Path: NONE, path locally originated  
    0.0.0.0 (metric 0) from 0.0.0.0 (10.0.0.3)  
      Origin incomplete, MED 20, localpref 100, weight 32768  
      Extcommunity:  
          RT:65001:2392068  
          VNID:2392068  
          COST:pre-bestpath:162:110  

  VRF advertise information:  

  Path-id 1 not advertised to any peer  

  VPN AF advertise information:  
  Path-id 1 advertised to peers:  
     10.0.64.64         10.0.72.66   
  Path-id 2 not advertised to any peer

ここでは、L3Out	へのアドバタイズが異なる	BL	(トポロジと同じ)	にあると仮定します	(これ
以降のシナリオでは、同じ	BL	にある場合について説明します)。

受信側 OSPF BL で BGP にルートが存在することを確認します。
OSPF	ルートを外部	EIGRP	ルータにアドバタイズするには、ルートを受信側の	OSPF	BL	で	
BGP	にアドバタイズする必要があります。

ルートは	BGP	にあります。
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leaf102# show ip route 172.16.20.1 vrf Prod:Vrf1   
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  

172.16.20.1/32, ubest/mbest: 2/0  
    *via 10.0.72.67%overlay-1, [200/20], 00:56:46, bgp-65001, internal, tag 65001 
         recursive next hop: 10.0.72.67/32%overlay-1  
    *via 10.0.72.64%overlay-1, [200/20], 00:56:46, bgp-65001, internal, tag 65001 
         recursive next hop: 10.0.72.64/32%overlay-1

leaf102# acidiag fnvread  

      ID   Pod ID                 Name    Serial Number         IP Address    Role        State   LastUpdMsgId  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     103        1            a-leaf101      FDO20160TPS      10.0.72.67/32    leaf         active   0  
     104        1            a-leaf103      FDO20160TQ0      10.0.72.64/32    leaf         active   0

EIGRP BL で、インストールされているルートをアドバタイズする必要があることを確認し
ます。

これは、vrf	overlay-1	を使用して、発信側の	BL	ノードのルーティング	テーブルにインスト
ールされます。
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ルートが BL でアドバタイズされていることを確認します。
設定されたサブネットに「エクスポート	 ルート制御サブネット」フラグが設定されている
ため、ルートは	BL	102	によってアドバタイズされます。

エクスポート ルート制御
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leaf102# show ip eigrp vrf Prod:Vrf1  
IP-EIGRP AS 101 ID 10.0.0.2 VRF Prod:Vrf1  
  Process-tag: default  
  Instance Number: 1  
  Status: running  
  Authentication mode: none  
  Authentication key-chain: none  
  Metric weights: K1=1 K2=0 K3=1 K4=0 K5=0   
  metric version: 32bit  
  IP proto: 88 Multicast group: 224.0.0.10  
  Int distance: 90 Ext distance: 170  
  Max paths: 8  
  Active Interval: 3 minute(s)  
  Number of EIGRP interfaces: 1 (0 loopbacks)  
  Number of EIGRP passive interfaces: 0  
  Number of EIGRP peers: 1  
  Redistributing:  
    static route-map exp-ctx-st-2392068  
    ospf-default route-map exp-ctx-proto-2392068  
    direct route-map exp-ctx-st-2392068  
    coop route-map exp-ctx-st-2392068  
    bgp-65001 route-map exp-ctx-proto-2392068

この「エクスポート	ルート制御」フラグの結果として作成されたルート	マップを表示する
には、次のコマンドを使用します。

[BGP]	 >	 [EIGRP	 再配布	 (EIGRP	 redistribution)]	 を検索するには、ルート	マップを参照し
てください。ただし、ルート	 マップ自体は、送信元プロトコルが	 OSPF、EIGRP、または	
BGP	 のいずれであるかに関係なく、同じである必要があります。静的ルートは、別のルー
ト	マップを使用して制御されます。

上記の出力では、ループ防止のために	 VRF	 タグがこのプレフィックスに設定されており、
「エクスポート	ルート制御」で設定されたサブネットが明示的に一致しています。

leaf102# show route-map exp-ctx-proto-2392068   
route-map exp-ctx-proto-2392068, permit, sequence 15801   
  Match clauses:  
    ip address prefix-lists: IPv4-proto32771-2392068-exc-ext-inferred-export-dst  
    ipv6 address prefix-lists: IPv6-deny-all     
Set clauses:   
    tag 4294967295  

a-leaf102# show ip prefix-list IPv4-proto32771-2392068-exc-ext-inferred-export-dst  
ip prefix-list IPv4-proto32771-2392068-exc-ext-inferred-export-dst: 1 entries  
    seq 1 permit 172.16.20.1/32
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受信とアドバタイズする BL が同じ時の中継ルーティング 
前述したように、BL	の受信とアドバタイズが異なる場合、ルートは	BGP	を使用してファブ
リックを介してアドバタイズされる必要があります。BL	 が同じである場合、再配布または
アドバタイズメントは、リーフ上のプロトコル間で直接行うことができます。

以下では、実装方法についての簡単な説明を以下に示します。

•  同じリーフ上にある 2 つの OSPF L3Outs 間の中継ルーティング：ルートアドバタイ
ズメントは、OSPF	 プロセス	レベルに適用される「エリア	フィルタ」によって制御
されます。エリア	0	の	L3Out	は、ルートが再配布ではなくエリア間でアドバタイズ
されるため、リーフに展開する必要があります。フィルタ	 リストを表示するには、
「show	ip	ospf	vrf	<name>」を使用します。「show	route-map	<filter	name>」を
使用して、フィルタの内容を表示します。

•  同じリーフ上の OSPF と EIGRP L3Outs 間の中継ルーティング：ルート	アドバタイ
ズメントは、「show	ip	OSPF」および「show	ip	eigrp」で確認できる再配布ルート	
マップを介して制御されます。同じ	BL	に複数の	OSPF	L3Outs	が存在する場合、こ
れらの	OSPF	L3Outs	の	1	つにのみ再配布する唯一の方法は、外部	LSA	を許可しない
ように、他が「Send	再配布された	LSA	を	NSSA	領域に送信する」が無効になってい
るスタブまたは	NSSA	であることです。

•  同じリーフ上の OSPF または EIGRP と BGP 間の中継ルーティング： IGP	へのルー
ト	アドバタイズメントは、再配布ルート	マップを介して制御されます。BGP	へのル
ート	アドバタイズメントは、ルートを送信する必要がある	bgp	ネイバーに直接適用
されたアウトバウンド	 ルート	 マップを介して制御されます。これは、「'show	 bgp	
ipv4	unicast	neighbor	<neighbor	address>	vrf	<name>	|	grep	Outbound」で確認
できます。

•  同じリーフ上の 2 個の BGP l3Outs 間の中継ルーティング：すべてのアドバタイズ
メントは、ルートを送信する必要がある	bgp	ネイバーに直接適用されたルート	マッ
プによって制御されます。これは、「show	 bgp	 ipv4	 unicast	 neighbor	 <neighbor	
address>	vrf	<name>	|	grep	Outbound」で確認できます。
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中継ルーティングのトラブルシューティング シナリオ #1：中継ルートがアドバタイズ
されない 
このトラブルシューティングのシナリオでは、他の	 L3Out	 から送信されていない	 1	 個の	
L3Out	を通じて学習する必要があるルートが含まれています。

ACI	固有のものを調べる前に、常に基本を確認してください。

•		 プロトコルの隣接関係が確立されていますか?	

•		 これは、最初の場所で外部プロトコルから学習したアドバタイズする必要があるル
ートですか?	

•			 BGP	 の場合、BGP	 属性が原因でパスがドロップしているかどうかを確認します。	
(as-path	など)。

•		 受信	L3Out	が	OSPF	データベース、EIGRP、トポロジ	テーブル、または	BGP	テーブ
ルにありますか?	

•		 ポッド	プロファイルに適用されているポッド	ポリシー	グループに適用される	 BGP	
ルート	リフレクタ	ポリシーは、どのようなものですか?	

すべての基本プロトコル検証に問題がないにも関わらず、中継ルートがアドバタイズされ
ていない一般的な原因のいくつかを以下に示します。

考えられる原因： OSPF Area 0 が存在しない 
影響を受けるトポロジに同じ境界リーフ上の	2	個の	OSPF	L3Outs	が含まれている場合は、
あるエリアから別のエリアにアドバタイズされるルートのエリア	0	が必要です。詳細につい
ては、上記の「同じリーフ上にある	2	個の	OSPF	L3Outs	間の中継ルーティング」の項を参
照してください。

考えられる原因： OSPF エリアがスタブまたは NSSA 
これは、外部	 LSA	 をアドバタイズするように設定されていないスタブまたは	 NSSA	 エリア
を使用して	OSPF	L3Out	が設定されている場合に表示されます。OSPF	では、外部	LSA	はス
タブ	エリアにアドバタイズされません。これらは、「再配布された	LSA	を	NSSA	エリアに
送信する」が選択されている場合に、NSSA	エリアにアドバタイズされます。
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中継ルーティングのトラブルシューティング シナリオ #2：中継ルートが受信されない 
このシナリオでは、ACI	L3Out	によってアドバタイズされた一部のルートが別の	L3Out	で
受信されていないことが問題です。このシナリオは、L3Outs	が	2	つの独立したファブリッ
クにあり、外部ルータによって接続されている場合、または	L3Outs	が異なる	VRF	にあり、
ルートが外部ルータによって	VRF	間でパスされる場合に適用されます。

考えられる原因： BL が複数の VRF で同じルータ ID で設定されています 
設定の観点から、同じ	VRF	内で同じルータ	ID	を使用することはできません。ただし、2	個
の	 VRF	 が同じルーティング	 プロトコル	 ドメインに接続されていない限り、通常は異なる	
VRF	で同じルータ	ID	を使用しても問題ありません。

次のトポロジを検討します。

単一の VRF を持つ外部ルータ：中継ルートは受信されません 

ここでの問題は、ACI	 リーフが所有するルータ	 ID	 を受信した	 LSA	 を認識し、その結果	
OSPF	データベースにインストールされないことです。

さらに、VPC	 ペアで同じ設定が検出された場合、一部のルータでは	 LSA	 が継続的に追加お
よび削除されます。たとえば、ルータが	VPC	ピアから	LSA	を受信したり、
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leaf102# show ip eigrp vrf Prod:Vrf1  
IP-EIGRP AS 101 ID 10.0.0.2 VRF Prod:Vrf1  
 Process-tag: default  
 Instance Number: 1  
 Status: running  
 Authentication mode: none  
 Authentication key-chain: none  
 Metric weights: K1=1 K2=0 K3=1 K4=0 K5=0   
 metric version: 32bit  
 IP proto: 88 Multicast group: 224.0.0.10

他の	VRF	で発信された同じノード	(同じルータ	ID	を持つ)	からの	LSA	を受信した場合です。

この問題を解決するには、ノードに、L3Out	がある各	VRF	内に異なる一意のルータ	ID	が設
定されていることを確認する必要があります。

考えられる原因：同じ VRF タグを持つ別のファブリックで受信した 1 個の ACI ファブリッ
ク内の 1 つの L3Out からのルート 
ACI	のデフォルト	ルートタグは、変更されない限り常に同じです。デフォルトの	VRF	タグ
を変更せずに、ある	VRF	または	ACI	ファブリック内の	1	個の	L3Out	から別の	VRF	または	
ACI	 ファブリック内の別の	 L3Out	 にルートがアドバタイズされる場合、ルートは受信側の	
BL	によってドロップされます。

このシナリオの解決策は、ACI	の各	VRF	に固有のルートタグ	ポリシーを使用することです。

中継ルーティングのトラブルシューティング シナリオ #3：中継ルートの予期しないア
ドバタイジング 
このシナリオは、中継ルートがアドバタイズされることを意図していない	 L3Out	 にアドバ
タイズされた場合に確認します。

考えられる原因：「集約エクスポート」を有効にした 0.0.0.0/0 の使用 
外部サブネットが「エクスポート	 ルート制御サブネット」および「集約エクスポート」を
使用して	0.0.0.0/0	として設定されている場合、結果として、すべての再配布ルート	マップ
がインストールされます。この場合、OSPF、EIGRP、または	BGP	を介して学習された	BL	
上のすべてのルートは、設定されている	L3Out	からアドバタイズされます。

集約エクスポートの結果としてリーフに展開されるルート	マップを以下に示します。
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Int distance: 90 Ext distance: 170  
 Max paths: 8  
 Active Interval: 3 minute(s)  
 Number of EIGRP interfaces: 1 (0 loopbacks)  
 Number of EIGRP passive interfaces: 0  
 Number of EIGRP peers: 1  
 Redistributing:  
   static route-map exp-ctx-st-2392068  
   ospf-default route-map exp-ctx-proto-2392068  
   direct route-map exp-ctx-st-2392068  
   coop route-map exp-ctx-st-2392068  
   bgp-65001 route-map exp-ctx-proto-2392068  
 Tablemap: route-map exp-ctx-2392068-deny-external-tag , filter-configured  
 Graceful-Restart: Enabled  
 Stub-Routing: Disabled  
 NSF converge time limit/expiries: 120/0  
 NSF route-hold time limit/expiries: 240/0  
 NSF signal time limit/expiries: 20/0  
 Redistributed max-prefix: Disabled   
 selfAdvRtTag: 4294967295 
leaf102# show route-map exp-ctx-proto-2392068   
route-map exp-ctx-proto-2392068, permit, sequence 19801  
 Match clauses:  
   ip address prefix-lists: IPv4-proto32771-2392068-agg-ext-inferred-export-dst  
   ipv6 address prefix-lists: IPv6-deny-all    
Set clauses:   
   tag 4294967295  

leaf102# show ip prefix-list IPv4-proto32771-2392068-agg-ext-inferred-export-dst      
   ip prefix-list IPv4-proto32771-2392068-agg-ext-inferred-export-dst: 1 entries    
seq 1 permit 0.0.0.0/0 le 32

これは、ACI	環境に関係するルーティング	ループの原因の	1	つです。
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コントラクトおよび L3Out

L3Out でのプレフィックスベース EPG 

内部	EPG	(非	L3Out)	では、送信元の	pcTag	と宛先	EPG	の	pcTag	を導出した後、コントラ
クトが適用されます。ダウン	リンク	ポートで受信したパケットのカプセル化	VLAN/VXLAN	
は、パケットを	EPG	に分類するために	pcTag	が使用されます。MAC	アドレスまたは	IP	ア
ドレスを学習するたびに、アクセス	 カプセル化および関連付けられた	 EPG	 pcTag	 ととも
に学習されます。PcTag	 とコントラクトの適用の詳細については、「セキュリティ	 ポリシ
ー」の章を参照してください。

また、L3Outs	は	[テナント	(Tenant)]	>	[ネットワーキング	(Networking)]	>	[L3OUT]	>	[ネッ
トワーク	(Networks)]	>	[L3OUT-EPG]	の下にある	L3Out	EPG	(外部	EPG)	の	pcTag	を使用
します。ただし、L3Outs	は	VLAN	とインターフェイスを使用してパケットを分類すること
はできません。分類は、代わりに「最長プレフィックス一致」の形式で送信元プレフィッ
クス/サブネットに基づいています。したがって、L3Out	EPG	はプレフィックスベース EPG 
と呼ばれることがあります。パケットがサブネットに基づいて	 L3Out	 に分類されると、通
常の	EPG	と同様のポリシー強制パターンに従います。
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vsh -c 'show system internal policy-mgr prefix'

次の図は、特定の	L3Out	EPG	の	pcTag	を	GUI	内で確認するための概要を示しています。

L3Out の pcTag の位置 

ユーザーは、プレフィックスベース	 EPG	 テーブルを定義する責任があります。これは、
「外部	 EPG	 の外部サブネット」サブネット範囲を使用して実行されます。範囲が設定され
た各サブネットは、静的な最長プレフィックス照合	 (LPM)	 テーブルにエントリを追加しま
す。このサブネットは、そのプレフィックス内のすべての	 IP	 アドレスに対して使用される	
pcTag	値を指します。

プレフィックスベース	EPG	サブネットの	LPM	テーブルは、次のコマンドを使用してリーフ	
スイッチで確認できます。
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bdsol-aci32-leaf3# show ip route 172.16.1.0  vrf Prod:VRF1   
IP Route Table for VRF "Prod:VRF1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  

172.16.1.0/24, ubest/mbest: 1/0  
   *via 10.0.0.134%Prod:VRF1, [20/0], 00:56:14, bgp-132, external, tag 65002 
        recursive next hop: 10.0.0.134/32%Prod:VRF1

備考：

•		 LPM	テーブルエントリの範囲は	VRF	VNID	です。検索は、vrf_vnid/送信元	pcTag/
宛先	pcTag	ごとに実行されます。

•		 各エントリ	 ポイントは単一の	 pcTag	 です。その結果、2	 個の	 L3Out	 EPG	 は同じ	
VRF	内で同じマスク長を持つ同じサブネットを使用できません。

•		 サブネット	0.0.0.0/0	は常に特別な	pcTag	15	を使用します。そのため、複製すること
はできますが、ポリシーの適用の影響について十分に理解しておく必要があります。

•		 このテーブルは、両方向で使用されます。

- L3Out	からリーフ	ローカル	エンドポイントへの送信元	pctag	は、このテー
ブルを使用して導出されます。

- リーフ	ローカル	エンドポイントから	L3Out	への宛先	pctag	は、このテーブ
ルを使用して導出されます。

•		 VRF	に「ポリシー制御適用方向」の「入力」適用設定が含まれている場合、LPM	プ
レフィックス	テーブルは	L3Out	BLs	と、L3Out	とのコントラクトがある	VRF	内の
リーフ	スイッチにも存在します。

例 1：特定のプレフィックスを持つ単一の L3Out 

シナリオ：	 1	個の	L3Out	EPG	を持つ	vrf	Prod:VRF1	の単一	BGP	L3Out	プレフィックス	
172.16.1.0/24	 は外部ソースから受信されているため、L3Out	 EPG	 に分類する必要があり
ます。
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まず、プレフィック	ステーブルにサブネットを追加します。

外部 EPG の範囲の外部サブネットを持つサブネット
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bdsol-aci32-leaf3# vsh -c ' show system internal  policy-mgr prefix ' |  egrep "Prod|=  =|Addr"   
Vrf-Vni VRF-Id Table-Id Table-State  VRF-Name                    Addr                               Class Shared Remote Complete   
======= ====== ============ =======  ============================ ================================ ====== ====== ====== ======== 
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                            0.0.0.0/0   15      True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                         172.16.1.0/24  32772   True   True   False

L3Out	の	VRF	を持つリーフ	スイッチのプレフィックス	リストのプログラミングを確認し
ます。

L3Out	EPG	の	pcTag	は、32772	で、vrf	scope	は、2097154	です。

例 2：複数のプレフィックスを持つ単一の L3Out 

前の例に続き、このシナリオでは、L3Out	 が複数のプレフィックスを受信しています。各プ
レフィックスを個別に入力します。代替オプション	(意図した設計によって異なる)	は、L3Out	
で受信したすべてのプレフィックスを受け入れることです。

これは、「0.0.0.0/0」プレフィックスを使用して実現できます。

外部 EPG の範囲の外部サブネットを持つデフォルト サブネット
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bdsol-aci32-leaf3# vsh -c ' show system internal  policy-mgr prefix ' |  egrep "Prod|=  =|Addr"   
Vrf-Vni VRF-Id Table-Id Table-State  VRF-Name                    Addr                              Class Shared Remote Complete   
======= ====== ============ =======  ============================ ================================ ===== ====== ====== ========  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                           0.0.0.0/0   15     True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                        172.16.1.0/24  32772  True   True   False

これにより、次のポリシー	マネージャ	プレフィックス	テーブル	エントリが生成されます。

0.0.0.0/0	 に割り当てられた	 pcTag	 は	 32772ではなく値	 15	 を使用することに注意し
てください。pcTag	15	は予約済みのシステム	pcTag	で、0.0.0.0/0	でのみ使用されま
す。これは、L3Out	 上のすべてのプレフィックス一致するワイルドカードとして機能
します。

VRF	に	0.0.0.0/0	を使用する単一の	L3Out	EPG	を持つ単一の	L3Out	がある場合、ポリシー	
プレフィックスは固有のままで、すべての補足するもっとも簡単な方法です。

例 3a： VRF 内の複数の L3Out EPG

このシナリオでは、同じ	VRF	内に複数の	L3Out	EPG	が存在します。

注：プレフィックス	ベース	EPG	の観点から、次の	2	つの設定によって、同じ	LPM	ポリシー	
マネージャ	プレフィックス	テーブル	エントリが生成されます。

1

2

各自	1	個の	L3Out	EPG	を持つ	2	つの	L3Outs。

2	個の	L3Out	EPG	を持つ	1	つの	L3Out。

どちらのシナリオでも、L3Out	EPG	の合計数は	2	です。これは、それぞれ独自の	pcTag	と
関連付けられたサブネットがあることを意味します。

特定の	L3Out	EPG	のすべての	pcTags	は、「[テナント	(Tenant)]	>	[動作可能	(Operational)]	
>	の	GUI	で表示できます。リソース	id	>	L3Outs	'
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L3Out pcTag の概要

このシナリオでは、ACI	ファブリックは外部ルータから複数のプレフィックスを受信
し、L3Out	EPG	定義は次のようになります。

•		 172.16.1.0/24	は	L3OUT-EPG	に割り当てられています。

•		 172.16.2.0/24	は	L3OUT-EPG2	に割り当てられています。

•		 L3OUT	EPG	に割り当てられた	172.16.0.0/16	(172.16.3.0/24	プレフィックスをキャッチ
するため)。

これを照合するために、設定は次のように定義されます。

•		 L3OUT-EPG	には、「外部	EPG	の外部サブネット」範囲を持つサブネット	
172.16.1.0/24	と	172.16.0.0/16	の両方が含まれます。

•		 L3OUT-EPG2	には、「外部	EPG	の外部サブネット」範囲を持つサブネット	
172.16.2.0/24	があります。
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bdsol-aci32-leaf3# vsh -c 'show system internal  policy-mgr prefix' |  egrep "Prod|=  =|Addr"   
Vrf-Vni VRF-Id Table-Id Table-State  VRF-Name                    Addr                                Class Shared Remote Complete  
======= ======  =========== =======  ============================ ================================= ====== ====== ====== ========  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                            0.0.0.0/0   15      True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                         172.16.1.0/24  32772   True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                         172.16.0.0/16  32772   True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                         172.16.2.0/24  32773   True   True   False

結果として得られるプレフィックス	テーブルのエントリは次のようになります。

172.16.2.0/24	は	pcTag	32773	(L3OUT	EPG2)	に割り当てられ、172.16.0.0/16	は	32772	(L3OUT	
EPG)	に割り当てられています。

このシナリオでは、/16	スーパーネットが同じ	EPG	に割り当てられているため、172.16.1.0/24	
のエントリは冗長です。

複数の	L3Out	EPG	は、単一の	L3Out	内のプレフィックス	グループに異なるコントラクトを
適用することを目的としている場合に便利です。次の例では、複数の	L3Out	EPGs	を使用し
てコントラクトがどのように実施されるかを説明します。

例 3b：異なるコントラクトを使用した複数の L3Out EPGs 

このシナリオには、次の設定が含まれています。

•		 ICMP	のみを許可する	ICMP コントラクト。

•		 Tcp	宛先ポート	80	のみを許可する	HTTP コントラクト。

•		 EPG1	(pctag	32770)	は、L3OUT	EPG	(pctag	32772)	によって消費される	HTTP コント
ラクトを提供します。

•		 EPG2	(pctag	32771)	は、L3OUT	EPG2	(pctag	32773)	によって消費される	ICMP コン
トラクトを提供します。

前の例と同じポリシーマネージャのプレフィックスが使用されます。

•		 L3OUT-EPG	の	172.16.1.0/24	は	HTTP	を	EPG1	に許可する必要があります	

•		 L3OUT-EPG2	の	172.16.2.0/24	は	ICMP	を	EPG2	に許可する必要があります	
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bdsol-aci32-leaf3# vsh -c ' show system internal  policy-mgr prefix ' |  egrep "Prod|=  =|Addr"   
Vrf-Vni VRF-Id Table-Id Table-State  VRF-Name                    Addr                                Class Shared Remote Complete  
======= ======  =========== =======  ============================ ================================= ====== ====== ====== ========  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                            0.0.0.0/0   15      True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                         172.16.1.0/24  32772   True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                         172.16.0.0/16  32772   True   True   False  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                         172.16.2.0/24  32773   True   True   False

admin@apic1:~> ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.2.1 -dip 192.168.3.1   
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "InProgress", "pid": "14454", "apicId": "1", "id":  
"0"}}}  
Starting ftriage  
Log file name for the current run is: ftlog_2019-10-02-22-30-41-871.txt  
2019-10-02 22:30:41,874 INFO     /controller/bin/ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.2.1 -dip 192.168.3.1  
2019-10-02 22:31:28,868 INFO     ftriage:     main:1165 Invoking ftriage with default password and default  
username: apic#fallback\\admin  
2019-10-02 22:32:15,076 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on bdsol-aci32-leaf3 Ingress: Eth1/12  
(Po1) Egress: Eth1/12 (Po1) Vnid: 11365  
2019-10-02 22:32:15,295 INFO     ftriage:     main:242  ingress encap string vlan-2551  
2019-10-02 22:32:17,839 INFO     ftriage:     main:271  Building ingress BD(s), Ctx  
2019-10-02 22:32:20,583 INFO     ftriage:     main:294  Ingress BD(s) Prod:VRF1:l3out-BGP:vlan-2551  
2019-10-02 22:32:20,584 INFO     ftriage:     main:301  Ingress Ctx: Prod:VRF1

ポリシー	マネージャ	プレフィックスとゾーニング	ルール：

FTriage を使用したデータパス検証：ポリシーによって許可されるフロー 
外部ネットワーク上の	172.16.2.1	と	EPG2	の	192.168.3.1	間の	ICMP	フローを使用して、フロー
を捕捉して分析するために	 fTriage	を使用できます。この場合、トラフィックがいずれかと
なる可能性があるため、リーフ	スイッチ	103	と	104	の両方で	fTriage	を開始します。

bdsol-aci32-leaf3# show zoning-rule scope 2097154  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+----------+----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  | Name |  Action  |       Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+----------+----------------------+  
|   4326  |   0    |   0    | implicit |    uni-dir     | enabled | 2097154 |      | deny,log |   any_any_any(21)    |  
|   4335  |   0    | 16387  | implicit |    uni-dir     | enabled | 2097154 |      |  permit  |   any_dest_any(16)   |  
|   4334  |   0    |   0    | implarp  |    uni-dir     | enabled | 2097154 |      |  permit  |  any_any_filter(17)  |  
|   4333  |   0    |   15   | implicit |    uni-dir     | enabled | 2097154 |      | deny,log | any_vrf_any_deny(22) |  
|   4332  |   0    | 16386  | implicit |    uni-dir     | enabled | 2097154 |      |  permit  |   any_dest_any(16)   |  
|   4342  | 32771  | 32773  |    5     | uni-dir-ignore | enabled | 2097154 | ICMP |  permit  |    fully_qual(7)     |  
|   4343  | 32773  | 32771  |    5     |     bi-dir     | enabled | 2097154 | ICMP |  permit  |    fully_qual(7)     |  
|   4340  | 32770  | 32772  |    38    |    uni-dir     | enabled | 2097154 | HTTP |  permit  |    fully_qual(7)     |  
|   4338  | 32772  | 32770  |    37    |    uni-dir     | enabled | 2097154 | HTTP |  permit  |    fully_qual(7)     |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+----------+----------------------+
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2019-10-02 22:32:20,693 INFO     ftriage:   pktrec:490  bdsol-aci32-leaf3: Collecting transient losses snapshot  
for LC module: 1  
2019-10-02 22:32:38,933 INFO     ftriage:     nxos:1404 bdsol-aci32-leaf3: nxos matching rule id:4343 scope:34  
filter:5  
2019-10-02 22:32:39,931 INFO     ftriage:     main:522  Computed egress encap string vlan-2502  
2019-10-02 22:32:39,933 INFO     ftriage:     main:313  Building egress BD(s), Ctx  
2019-10-02 22:32:41,796 INFO     ftriage:     main:331  Egress Ctx Prod:VRF1  
2019-10-02 22:32:41,796 INFO     ftriage:     main:332  Egress BD(s): Prod:BD2  
2019-10-02 22:32:48,636 INFO     ftriage:     main:933  SIP 172.16.2.1 DIP 192.168.3.1  
2019-10-02 22:32:48,637 INFO     ftriage:  unicast:973  bdsol-aci32-leaf3: < - is ingress node  
2019-10-02 22:32:51,257 INFO     ftriage:  unicast:1202 bdsol-aci32-leaf3: Dst EP is local  
2019-10-02 22:32:54,129 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: EP if(Po1) same as egr if(Po1)  
2019-10-02 22:32:55,348 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: DMAC(00:22:BD:F8:19:FF) same as  
RMAC(00:22:BD:F8:19:FF)  
2019-10-02 22:32:55,349 INFO     ftriage:     misc:659  bdsol-aci32-leaf3: L3 packet getting routed/bounced in  
SUG  
2019-10-02 22:32:55,596 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: Dst IP is present in SUG L3 tbl  
2019-10-02 22:32:55,896 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: RW seg_id:11365 in SUG same as EP  
segid:11365  
2019-10-02 22:33:02,150 INFO     ftriage:     main:961  Packet is Exiting fabric with peer-device: bdsol-aci32-
n3k-3 and peer-port: Ethernet1/16

2019-10-02 22:32:38,933 INFO     ftriage:     nxos:1404 bdsol-aci32-leaf3: nxos matching rule id:4343 scope:34  
filter:5

admin@apic1:~> ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.1.1 -dip 192.168.3.1   
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "InProgress", "pid": "15139", "apicId": "1", "id":  
"0"}}}  
Starting ftriage  
Log file name for the current run is: ftlog_2019-10-02-22-39-15-050.txt  
2019-10-02 22:39:15,056 INFO     /controller/bin/ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.1.1 -dip 192.168.3.1  
2019-10-02 22:40:03,523 INFO     ftriage:     main:1165 Invoking ftriage with default password and default  
username: apic#fallback\\admin  
2019-10-02 22:40:43,338 ERROR    ftriage:  unicast:234  bdsol-aci32-leaf3: L3 packet getting fwd dropped,  
checking drop reason   
2019-10-02 22:40:43,339 ERROR    ftriage:  unicast:234  bdsol-aci32-leaf3: L3 packet getting fwd dropped,  
checking drop reason   
SECURITY_GROUP_DENY              condition setcast:236  bdsol-aci32-leaf3: Drop reason - SECURITY_GROUP_DENY               
condition set  
2019-10-02 22:40:43,340 INFO     ftriage:  unicast:252  bdsol-aci32-leaf3: policy drop flow sclass:32772  
dclass:32771 sg_label:34 proto:1

fTriage	は、L3OUT_EPG2	から	EPG	への	ICMP	ルールに対してゾーニング	ルールのヒット
を確認します。

fTriage を使用してデータパス検証：ポリシーに許可されていないフロー 
172.16.1.1	(L3OUT	EPG)	から	192.168.3.1	(EPG2)	に送信される	ICMP	トラフィックを使用し
て、ポリシーのドロップが予想されます。
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2019-10-02 22:40:43,340 INFO     ftriage:     main:681  : Ftriage Completed with hunch: None  
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "Idle", "pid": "0", "apicId": "0", "id": "0"}}}

bdsol-aci32-leaf3# show zoning-rule  scope 2097154 src-epg 32772 dst-epg 32771   
+---------+--------+--------+----------+-----+--------+-------+------+--------+----------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID | Dir | operSt | Scope | Name | Action | Priority |  
+---------+--------+--------+----------+-----+--------+-------+------+--------+----------+  
+---------+--------+--------+----------+-----+--------+-------+------+--------+----------+

fTriage	は、パケットが	SECURITY_GROUP_DENY	(ポリシー	ドロップ)	の理由でドロップ
され、導出ソース	pcTag	が	32772、宛先	pcTag	が	32771 であることを確認します。ゾーニ
ング	ルールに対してこれを確認すると、EPG	間にエントリがないことが明らかになります。

例 4：複数のプレフィックスを持つ複数の L3Outs 

このシナリオは、例	3	(L3Out	および	L3Out	EPG	定義)	と同様に設定されていますが、両方
の	L3Out	EPG	で定義されたネットワークは	0.0.0.0/0	です。

コントラクトの設定は次のとおりです。

•		 ICMP	を許可する	ICMP1 コントラクト。

•		 ICMP	を許可する	ICMP2 コントラクト。

•		 EPG1	(pctag	32770)	は、L3OUT	EPG	(pctag	32772)	によって消費される	ICMP1 コン
トラクトを提供します。

•		 EPG2	(pctag	32771)	は、L3OUT	EPG2	(pctag	32773)	によって消費される	ICMP2 コン
トラクトを提供します。

この設定は、外部ネットワークが多数のプレフィックスをアドバタイズしていても、許
可済みの異なるフロー	 パターンに従うプレフィックスのチャンクが少なくとも	 2	 つある
場合に最適です。この例では、1	 個のプレフィックスは	 ICMP1	 のみを許可し、もう一方は	
ICMP2	のみを許可する必要があります。
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bdsol-aci32-leaf3# vsh -c ' show system internal  policy-mgr prefix ' |  egrep "Prod|= =|Addr"  
Vrf-Vni VRF-Id Table-Id Table-State  VRF-Name                    Addr                                Class  
Shared Remote Complete  
======= ======  =========== =======  ============================ ================================= ======  
====== ====== ========  
2097154 35     0x23          Up     Prod:VRF1                                            0.0.0.0/0   15       
True   True   False

admin@apic1:~> ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.2.1 -dip 192.168.3.1   
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "InProgress", "pid": "1921", "apicId": "1", "id":  
"0"}}}  
Starting ftriage  
Log file name for the current run is: ftlog_2019-10-02-23-11-14-298.txt  
2019-10-02 23:11:14,302 INFO     /controller/bin/ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.2.1 -dip 192.168.3.1  
2019-10-02 23:12:00,887 INFO     ftriage:     main:1165 Invoking ftriage with default password and default  
username: apic#fallback\\admin  
2019-10-02 23:12:44,565 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on bdsol-aci32-leaf3 Ingress: Eth1/12  
(Po1) Egress: Eth1/12 (Po1) Vnid: 11365  
2019-10-02 23:12:44,782 INFO     ftriage:     main:242  ingress encap string vlan-2551  
2019-10-02 23:12:47,260 INFO     ftriage:     main:271  Building ingress BD(s), Ctx  
2019-10-02 23:12:50,041 INFO     ftriage:     main:294  Ingress BD(s) Prod:VRF1:l3out-BGP:vlan-2551  
2019-10-02 23:12:50,042 INFO     ftriage:     main:301  Ingress Ctx: Prod:VRF1  
2019-10-02 23:12:50,151 INFO     ftriage:   pktrec:490  bdsol-aci32-leaf3: Collecting transient losses snapshot  
for LC module: 1  
2019-10-02 23:13:08,595 INFO     ftriage:     nxos:1404 bdsol-aci32-leaf3: nxos matching rule id:4336 scope:34  
filter:5  
2019-10-02 23:13:09,608 INFO     ftriage:     main:522  Computed egress encap string vlan-2502

同じ	VRF	で「0.0.0.0/0」を	2	回使用しても、ポリシー	マネージャ	プレフィックス	テーブ
ルでは	1	個のプレフィックスのみがプログラムされます。

2	つのフローを次のように再検査します。上記のコントラクトの設定に基づいて、次のこと
が想定されます。

1

2

172.16.2.1	(L3OUT	EPG2)	から	192.168.3.1	(EPG2)	は	ICMP2	によって許可されている
必要があります	

EPG1	と	L3OUT-EPG2	の間にコントラクトが存在しないため、172.16.2.1	(L3OUT	
EPG2)	~	192.168.1.1	(EPG1)	を許可することはできません。

FTriage を使用したデータパス検証：ポリシーによって許可されるフロー 
172.16.2.1	(L3OUT	EPG2)	から	192.168.3.1	(EPG2:	pcTag	32771)	への	ICMP	フローを使用して	
fTriage	を実行します。
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2019-10-02 23:13:09,609 INFO     ftriage:     main:313  Building egress BD(s), Ctx  
2019-10-02 23:13:11,449 INFO     ftriage:     main:331  Egress Ctx Prod:VRF1  
2019-10-02 23:13:11,449 INFO     ftriage:     main:332  Egress BD(s): Prod:BD2  
2019-10-02 23:13:18,383 INFO     ftriage:     main:933  SIP 172.16.2.1 DIP 192.168.3.1  
2019-10-02 23:13:18,384 INFO     ftriage:  unicast:973  bdsol-aci32-leaf3: < - is ingress node  
2019-10-02 23:13:21,078 INFO     ftriage:  unicast:1202 bdsol-aci32-leaf3: Dst EP is local  
2019-10-02 23:13:23,926 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: EP if(Po1) same as egr if(Po1)  
2019-10-02 23:13:25,216 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: DMAC(00:22:BD:F8:19:FF) same as  
RMAC(00:22:BD:F8:19:FF)  
2019-10-02 23:13:25,217 INFO     ftriage:     misc:659  bdsol-aci32-leaf3: L3 packet getting routed/bounced in  
SUG  
2019-10-02 23:13:25,465 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: Dst IP is present in SUG L3 tbl  
2019-10-02 23:13:25,757 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: RW seg_id:11365 in SUG same as EP  
segid:11365  
2019-10-02 23:13:32,235 INFO     ftriage:     main:961  Packet is Exiting fabric with peer-device: bdsol-aci32-
n3k-3 and peer-port: Ethernet1/16

admin@apic1:~> ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.2.1 -dip 192.168.1.1   
fTriage Status: {"dbgFtriage": {"attributes": {"operState": "InProgress", "pid": "31500", "apicId": "1", "id":  
"0"}}}  
Starting ftriage  
Log file name for the current run is: ftlog_2019-10-02-23-53-03-478.txt  
2019-10-02 23:53:03,482 INFO     /controller/bin/ftriage route -ii LEAF:103,104 -sip 172.16.2.1 -dip 192.168.1.1  
2019-10-02 23:53:50,014 INFO     ftriage:     main:1165 Invoking ftriage with default password and default  
username: apic#fallback\\admin  
2019-10-02 23:54:39,199 INFO     ftriage:     main:839  L3 packet Seen on bdsol-aci32-leaf3 Ingress: Eth1/12  
(Po1) Egress: Eth1/12 (Po1) Vnid: 11364  
2019-10-02 23:54:39,417 INFO     ftriage:     main:242  ingress encap string vlan-2551  
2019-10-02 23:54:41,962 INFO     ftriage:     main:271  Building ingress BD(s), Ctx  
2019-10-02 23:54:44,765 INFO     ftriage:     main:294  Ingress BD(s) Prod:VRF1:l3out-BGP:vlan-2551  
2019-10-02 23:54:44,766 INFO     ftriage:     main:301  Ingress Ctx: Prod:VRF1  
2019-10-02 23:54:44,875 INFO     ftriage:   pktrec:490  bdsol-aci32-leaf3: Collecting transient losses snapshot  
for LC module: 1  
2019-10-02 23:55:02,905 INFO     ftriage:     nxos:1404 bdsol-aci32-leaf3: nxos matching rule id:4341 scope:34  
filter:5  
2019-10-02 23:55:04,525 INFO     ftriage:     main:522  Computed egress encap string vlan-2501  
2019-10-02 23:55:04,526 INFO     ftriage:     main:313  Building egress BD(s), Ctx  
2019-10-02 23:55:06,390 INFO     ftriage:     main:331  Egress Ctx Prod:VRF1  
2019-10-02 23:55:06,390 INFO     ftriage:     main:332  Egress BD(s): Prod:BD1  
2019-10-02 23:55:13,571 INFO     ftriage:     main:933  SIP 172.16.2.1 DIP 192.168.1.1  
2019-10-02 23:55:13,572 INFO     ftriage:  unicast:973  bdsol-aci32-leaf3: < - is ingress node  
2019-10-02 23:55:16,159 INFO     ftriage:  unicast:1202 bdsol-aci32-leaf3: Dst EP is local

このフローは、ゾーニング	ルール	4336	によって	(予想どおり)	許可されます。

fTriage を使用してデータパス検証：ポリシーに許可されていないフロー 
172.16.2.1	(L3OUT-EPG2)	から	192.168.1.1	(EPG1:	pcTag	32770)	への	ICMP	フローを使用して	
fTriage	を実行します。
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2019-10-02 23:55:18,949 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: EP if(Po1) same as egr if(Po1)  
2019-10-02 23:55:20,126 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: DMAC(00:22:BD:F8:19:FF) same as  
RMAC(00:22:BD:F8:19:FF)  
2019-10-02 23:55:20,126 INFO     ftriage:     misc:659  bdsol-aci32-leaf3: L3 packet getting routed/bounced in  
SUG  
2019-10-02 23:55:20,395 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: Dst IP is present in SUG L3 tbl  
2019-10-02 23:55:20,687 INFO     ftriage:     misc:657  bdsol-aci32-leaf3: RW seg_id:11364 in SUG same as EP  
segid:11364  
2019-10-02 23:55:26,982 INFO     ftriage:     main:961  Packet is Exiting fabric with peer-device: bdsol-aci32-
n3k-3 and peer-port: Ethernet1/16

bdsol-aci32-leaf3# show zoning-rule scope 2097154  

+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+-------+----------+----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |   Dir   |  operSt |  Scope  |  Name |  Action  |       Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+-------+----------+----------------------+  
|   4326  |   0    |   0    | implicit | uni-dir | enabled | 2097154 |       | deny,log |   any_any_any(21)    |  
|   4335  |   0    | 16387  | implicit | uni-dir | enabled | 2097154 |       |  permit  |   any_dest_any(16)   |  
|   4334  |   0    |   0    | implarp  | uni-dir | enabled | 2097154 |       |  permit  |  any_any_filter(17)  |  
|   4333  |   0    |   15   | implicit | uni-dir | enabled | 2097154 |       | deny,log | any_vrf_any_deny(22) |  
|   4332  |   0    | 16386  | implicit | uni-dir | enabled | 2097154 |       |  permit  |   any_dest_any(16)   |  
|   4339  | 32770  |   15   |    5     | uni-dir | enabled | 2097154 | ICMP2 |  permit  |    fully_qual(7)     |  
|   4341  | 49153  | 32770  |    5     | uni-dir | enabled | 2097154 | ICMP2 |  permit  |    fully_qual(7)     |  
|   4337  | 32771  |   15   |    5     | uni-dir | enabled | 2097154 | ICMP1 |  permit  |    fully_qual(7)     |  
|   4336  | 49153  | 32771  |    5     | uni-dir | enabled | 2097154 | ICMP1 |  permit  |    fully_qual(7)     |  
+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+-------+----------+----------------------+

このフローは、ゾーニング	ルール	4341	によって	(予期しない)	許可されます。ゾーニング	
ルールを分析して理由を理解する必要があります。

データパス検証：ゾーニング ルール 
最後の	2	つのテストに対応するゾーニング	ルールは次のとおりです。

•		 予想：フロー	ヒット	ゾーニング	ルール	ライン	4336	(ICMP2 コントラクト)。

•		 予想していない：フロー	ヒット	ゾーニング	ルール	ライン	4341	(ICMP1 コントラク
ト)。

両方のフローが	49153	の送信元	pcTag	を導出します。これは	VRF	の	pcTag	です。これ
は、次の	UI	で確認できます。
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bdsol-aci32-leaf3# contract_parser.py --vrf Prod:VRF1   
Key:  
[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]  
[7:4339] [vrf:Prod:VRF1] permit ip icmp tn-Prod/ap-App/epg-EPG1(32770) pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:uni/tn- 
Prod/brc-ICMP2] [hit=0]  
[7:4337] [vrf:Prod:VRF1] permit ip icmp tn-Prod/ap-App/epg-EPG2(32771) pfx-0.0.0.0/0(15) [contract:uni/tn- 
Prod/brc-ICMP] [hit=0]  
[7:4341] [vrf:Prod:VRF1] permit ip icmp tn-Prod/vrf-VRF1(49153) tn-Prod/ap-App/epg-EPG1(32770) [contract:uni/
tn-Prod/brc-ICMP2] [hit=270]  
[7:4336] [vrf:Prod:VRF1] permit ip icmp tn-Prod/vrf-VRF1(49153) tn-Prod/ap-App/epg-EPG2(32771) [contract:uni/
tn-Prod/brc-ICMP] [hit=0]

VRF の pcTag の検証

0.0.0.0/0	プレフィックスが	L3Out	で使用されている場合は、次のようになります。

•		 内部	EPG	から	L3Out	EPG	(0.0.0.0/0)	へのトラフィックは、宛先	pctag	を	15 に導出
します。

•		 L3Out	EPG	(0.0.0.0/0)	から	ACI	内部	EPG	へのトラフィックは、VRF	(49153)	の送信
元	pctag	を導出します。

Contract_parser	スクリプトは、ゾーニング	ルールの全体的なビューを提供します。
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ELAM アシスタント アプリケーションを使用してパケットによって使用される pcTag 
の確認 
ELAM	 アシスタント	 アプリケーションは、ライブ	 トラフィック	 フローの送信元と宛先の	
pcTag	を確認する別の方法を提供します。

次のスクリーン	ショットは、pcTag	32771	から	pcTag	49153	へのトラフィックの	ELAM	結
果を示しています。

Src 32771 から dst 49153 への ELAM アシスタント アプリの出力 

まとめ 
サブネットを使用するすべての	L3Out	が、使用するその他のすべての	L3Out	に適用されて
いるコントラクトを継承するため、0.0.0.0/0	の使用は	VRF	内で慎重に追跡する必要があり
ます。これは、予想外の許可フローにつながる可能性があります。
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共有 L3Out 

概要 

ここでは、共有	 L3Out	 設定でルート	 アドバタイズメントをトラブルシューティングする
方法について説明します。「共有	L3Out」という用語は、L3Out	が	1	個の	VRF	内にありま
すが、L3Out	 とのコントラクトがある内部	 EPG	 が別の	 VRF	 にある場合を指します。共有	
L3Outs	では、ルートリークは	ACI	ファブリックに内部的に行われています。

このセクションでは、セキュリティ	 ポリシーのトラブルシューティングに関する詳細につ
いては説明しません。これについては、本書の「セキュリティ	 ポリシー」の章を参照して
ください。このセクションでは、セキュリティ目的の、外部ポリシープレフィックスの分
類について詳しく説明しません。「外部転送」の章の「コントラクトと	 L3Out」の項を参
照してください。
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このセクションの例では次のトポロジを使用します。

共有 L3Out トポロジ

共有	L3Out	を機能させるには、次の設定を行う必要があります。

•		 内部	 VRF	 への外部ルートをリークするには、「共有ルート制御サブネット」の範囲
を使用して	L3Out	サブネットを設定する必要があります。設定されているサブネッ
トよりも具体的なすべてのルートをリークするように、[共有された集約	(Aggregate	
Shared)]	オプションを選択することもできます。

•		 この	L3Out	を介した通信を許可するために必要なセキュリティ	ポリシーをプログラ
ムするには、「共有セキュリティ	インポート	サブネット」の範囲を使用して	L3Out	
サブネットを設定する必要があります。
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leaf103# show ip route 172.16.20.1/32 vrf Prod:Vrf1   
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  

172.16.20.1/32, ubest/mbest: 1/0  
    *via 10.10.34.3, vlan347, [110/20], 03:59:59, ospf-default, type-2

•		 内部	BD	サブネットは、外部	VRF	の	BD	サブネットをプログラミングしてアドバタ
イズするために、「VRF	 間の共有」と「外部にアドバタイズ」に設定する必要があ
ります。

•		 「テナント」または「グローバル」範囲コントラクトは、内部	EPG	と共有	L3Out	の
外部	EPG	間で設定する必要があります。

次のセクションでは、ACI	でのリークされたルートのアドバタイズ方法と学習方法について
詳しく説明します。

共有 L3Out ワークフロー：外部ルートの学習 

このセクションでは、学習された外部ルートがファブリックにアドバタイズされる際のパ
スの概要を示します。

境界リーフに表示される外部ルート 
このコマンドは、OSPF	から学習した外部ルートを表示します。

次に、ルートを	 BGP	 にインポートする必要があります。デフォルトでは、すべての外部ル
ートを	BGP	にインポートする必要があります。

境界リーフでの BGP 検証 
ルート	ターゲットがファブリック全体に分散されるようにするには、ルートを	BGP	VPNv4	
アドレス	ファミリ内に置く必要があります。ルート	ターゲットは外部	VRF	によってエクス
ポートされ、パスを受信する必要があるすべての内部	VRF	によってインポートされた	BGP	
拡張コミュニティです。
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leaf103# show bgp process vrf Prod:Vrf1  

Information regarding configured VRFs:  

BGP Information for VRF Prod:Vrf1  
VRF Type                       : System  
VRF Id                         : 85  
VRF state                      : UP  
VRF configured                 : yes  
VRF refcount                   : 1  
VRF VNID                       : 2392068  
Router-ID                      : 10.0.0.3  
Configured Router-ID           : 10.0.0.3  
Confed-ID                      : 0  
Cluster-ID                     : 0.0.0.0  
MSITE Cluster-ID               : 0.0.0.0  
No. of configured peers        : 1  
No. of pending config peers    : 0  
No. of established peers       : 0  
VRF RD                         : 101:2392068  
VRF EVPN RD                    : 101:2392068  

...  

    Wait for IGP convergence is not configured  
    Export RT list:  
        65001:2392068  
    Import RT list:  
        65001:2392068  
    Label mode: per-prefix

leaf103# show bgp ipv4 unicast 172.16.20.1/32 vrf Prod:Vrf1   
BGP routing table information for VRF Prod:Vrf1, address family IPv4 Unicast  
BGP routing table entry for 172.16.20.1/32, version 30 dest ptr 0xa6f25ad0  
Paths: (2 available, best #1)  
Flags: (0x80c0002 00000000) on xmit-list, is not in urib, exported  
  vpn: version 17206, (0x100002) on xmit-list   
Multipath: eBGP iBGP

次に、BL	で外部	VRF	によってエクスポートされているルート	ターゲットを確認します。

上記の出力は、外部	VRF	から	VPNv4	にアドバタイズされたパスが、65001:2392068	のルー
ト	ターゲットを受信する必要があることを示しています。

次に、bgp	パスを確認します。
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  Advertised path-id 1, VPN AF advertised path-id 1  
  Path type: redist 0x408 0x1 ref 0 adv path ref 2, path is valid, is best path   
  AS-Path: NONE, path locally originated     
    0.0.0.0 (metric 0) from 0.0.0.0 (10.0.0.3)  
      Origin incomplete, MED 20, localpref 100, weight 32768  
      Extcommunity:  
          RT:65001:2392068  
          VNID:2392068  
          COST:pre-bestpath:162:110  

  VRF advertise information:  
  Path-id 1 not advertised to any peer  

  VPN AF advertise information:  
  Path-id 1 advertised to peers: 
    10.0.64.64         10.0.72.66   
  Path-id 2 not advertised to any peer

leaf101# show bgp process vrf Prod:Vrf2  

Information regarding configured VRFs:  

BGP Information for VRF Prod:Vrf2   
VRF Type                       : System   
VRF Id                         : 54   
VRF state                      : UP   
VRF configured                 : yes   
VRF refcount                   : 0  
VRF VNID                       : 2916352  
Router-ID                      : 192.168.1.1  
Configured Router-ID           : 0.0.0.0  
Confed-ID                      : 0  
Cluster-ID                     : 0.0.0.0  
MSITE Cluster-ID               : 0.0.0.0  
No. of configured peers        : 0  
No. of pending config peers    : 0  
No. of established peers       : 0  
VRF RD                         : 102:2916352  
VRF EVPN RD                    : 102:2916352

上記の出力は、パスに正しいルート	 ターゲットがあることを示しています。VPNv4	 パス
は、「show	bgp	vpnv4	unicast	172.16.20.1	vrf	overlay-1」コマンドを使用して確認すること
もできます。

サーバ リーフでの検証 
BL	 からアドバタイズされたルートをインストールする内部	 EPG	 リーフの場合は、ルート	
ターゲット	(前述)	を内部	VRF	にインポートする必要があります。内部	VRF	の	BGP	プロセ
スを確認して、次のことを検証できます。
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...  
    Wait for IGP convergence is not configured  
    Import route-map 2916352-shared-svc-leak  
    Export RT list:  
        65001:2916352  
    Import RT list:  
        65001:2392068  
        65001:2916352

leaf101# show route-map 2916352-shared-svc-leak   
route-map 2916352-shared-svc-leak, deny, sequence 1    
 Match clauses:  
  pervasive: 2    
 Set clauses:  
route-map 2916352-shared-svc-leak, permit, sequence 2  
 Match clauses:  
   extcommunity  (extcommunity-list filter): 2916352-shared-svc-leak  
 Set clauses:  
route-map 2916352-shared-svc-leak, permit, sequence 1000   
 Match clauses:  
   ip address prefix-lists: IPv4-2392068-16387-5511-2916352-shared-svc-leak  
   ipv6 address prefix-lists: IPv6-deny-all  
 Set clauses:

a-leaf101# show ip prefix-list IPv4-2392068-16387-5511-2916352-shared-svc-leak  
ip prefix-list IPv4-2392068-16387-5511-2916352-shared-svc-leak: 1 entries   
  seq 1 permit 172.16.20.1/32

上記の出力は、外部	 VRF	 によってエクスポートされたルート	 ターゲットをインポートす
る内部	VRF	を示しています。さらに、参照される「インポート	 	ルート	マップ」がありま
す。インポート		ルート	マップには、「共有ルート制御サブネット」フラグを使用して共有	
L3Out	で定義されている特定のプレフィックスが含まれています。

ルート	 マップの内容をチェックして、外部プレフィックスが含まれていることを確認でき
ます。

上記の出力は、インポートするサブネットを含むインポート		ルート	マップを示しています。

最後の検証では、ルートが	BGP	テーブルに含まれていること、およびルーティング	テーブ
ルにインストールされていることを確認します。
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leaf101# show bgp ipv4 unicast 172.16.20.1/32 vrf Prod:Vrf2   
BGP routing table information for VRF Prod:Vrf2, address family IPv4 Unicast   
BGP routing table entry for 172.16.20.1/32, version 3 dest ptr 0xa763add0  
Paths: (2 available, best #1)  
Flags: (0x08001a 00000000) on xmit-list, is in urib, is best urib route, is in HW   
  vpn: version 10987, (0x100002) on xmit-list   
Multipath: eBGP iBGP  

  Advertised path-id 1, VPN AF advertised path-id 1  
  Path type: internal 0xc0000018 0x40 ref 56506 adv path ref 2, path is valid, is best path  
             Imported from 10.0.72.64:5:172.16.20.1/32   
  AS-Path: NONE, path sourced internal to AS  
    10.0.72.64 (metric 3) from 10.0.64.64 (192.168.1.102)   
      Origin incomplete, MED 20, localpref 100, weight 0  
      Received label 0  
      Received path-id 1  
      Extcommunity:  
          RT:65001:2392068  
          VNID:2392068  
          COST:pre-bestpath:162:110  
      Originator: 10.0.72.64 Cluster list: 192.168.1.102

サーバ	リーフ上の	BGP	テーブル：

ルートは内部	VRF	BGP	テーブルにインポートされ、予想されるルート	ターゲットがあります。

インストールされているルートを確認できます。

leaf101# vsh -c "show ip route 172.16.20.1/32 detail vrf Prod:Vrf2"   
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf2"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>   
172.16.20.1/32, ubest/mbest: 2/0  
   *via 10.0.72.64%overlay-1, [200/20], 01:00:51, bgp-65001, internal, tag 65001 (mpls-vpn)   
        MPLS[0]: Label=0 E=0 TTL=0 S=0 (VPN)   
        client-specific data: 548  
        recursive next hop: 10.0.72.64/32%overlay-1   
        extended route information: BGP origin AS 65001 BGP peer AS 65001 rw-vnid: 0x248004 table-id: 0x36 
rw-mac: 0  
   *via 10.0.72.67%overlay-1, [200/20], 01:00:51, bgp-65001, internal, tag 65001 (mpls-vpn)   
        MPLS[0]: Label=0 E=0 TTL=0 S=0 (VPN)   
        client-specific data: 54a  
        recursive next hop: 10.0.72.67/32%overlay-1   
        extended route information: BGP origin AS 65001 BGP peer AS 65001 rw-vnid: 0x248004 table-id: 0x36 
rw-mac: 0
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leaf103# vsh -c "show ip route 192.168.1.0 detail vrf Prod:Vrf1"   
IP Route Table for VRF "Prod:Vrf1"   
'*' denotes best ucast next-hop  
'**' denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'%<string>' in via output denotes VRF <string>  

192.168.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive  
    *via 10.0.120.34%overlay-1, [1/0], 00:55:27, static, tag 4294967292 
         recursive next hop: 10.0.120.34/32%overlay-1  
         vrf crossing information:  VNID:0x2c8000 ClassId:0 Flush#:0

上記の出力では、「詳細」出力を取得するために、特定の「vsh-c」コマンドを使用してい
ます。「詳細」フラグには、リライト	VXLAN	VNID	が含まれています。これは、外部	VRF	
の	VXLAN	VNID	です。BL	がこの	VNID	を使用してデータ	プレーン	トラフィックを受信す
ると、外部	VRF	で転送を決定すると認識します。

Rw-vnid	 値は	 16	 進数であるため、十進数に変換すると、VRF	 VNID	 2392068	 を取得しま
す。「show	system	internal	epm	vrf	all	|	grep	2392068'	on	the	leaf.|」を使用して、対応す
る	VRF	を検索します。グローバル検索は、「moquery	-c	fvCtx	-f	'fv.Ctx.seg=="2392068」
コマンドを使用して	APIC	上で実行できます。

ネクスト	ホップの	IP	も	BL	PTEP	を指しており、「%overlay-1」は、ネクスト	ホップのル
ート	ルックアップがオーバーレイ	VRF	にあることを示します。

共有 L3Out ワークフロー：内部ルートのアドバタイズ 

前の項で説明したように、共有	L3Out	の内部	BD	サブネットをアドバタイズするには、次
の手順を実行します。

•			 BD	サブネット	(内部	VRF)	は、BL	(外部	VRF)	に静的ルートとしてインストールさ
れています。この静的ルートの展開は、内部	EPG	と	L3Out	間のコントラクト関
係の結果です。

•		 「アドバタイズされた外部」範囲が	 BD	 サブネットで設定されている場合、静的ル
ートは外部プロトコルに再配布されます。

BL での BD 静的ルートの確認
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上記の出力では、内部	 VRF	 の	 VNID	 が書き換え用に設定されていることに注意してくださ
い。ネクスト	ホップは、proxy-v4-anycast	アドレスにも設定されます。

上記のルートは、「ルート	 アドバタイズメント」セクションで説明されているのと同じル
ート	マップを介して外部でアドバタイズされます。

BD	サブネットが「外部にアドバタイズ」に設定されている場合、内部	EPG	がコントラクト
関係を持つすべての L3Out の外部プロトコルに再配布されます。

共有 L3Out のトラブルシューティング シナリオ：予期しないルート 
リーク 

このシナリオでは、外部	VRF	に複数の	L3Outs	があり、内部	EPG	が	[共有	(shared)]	範囲
オプションを使用してネットワークが定義されていない	L3Out	からのルートを受信してい
ます。このシナリオでは、外部	VRF	に複数の	L3Outs	があり、内部	EPG	が	a	を受信して
います。

「集約共有 (Aggregate Shared)」の使用 
次の図を考慮してください。

予期しないルートリーク
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「共有ルート制御サブネット」フラグからプログラムされたプレフィックス	 リストを持つ	
BGP	インポート	マップは、VRF	レベルで適用されます。VRF1	の	1	個の	L3Out	に「共有ルー
ト制御サブネット」というサブネットがある場合、この共有ルート制御サブネットに一致
する	VRF1	内の	L3Out	で受信したすべてのルートが	VRF2	にインポートされます。

上記の設計では、予期しないトラフィック	 フローが発生する可能性があります。内部	 EPG	
と予期しないアドバタイズ	L3Out	EPG	の間にコントラクトがない場合は、トラフィックが
ドロップします。



VMM 連携
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概要 

ACI	コントローラには、サードパーティの仮想マシンマネージャ	 (VMM)	と連携する機能が
あります。

これは	ACI	の主要な機能の	1	つです。ファブリックのエンドツーエンドのネットワーク設定
と、それに接続するワークロードの運用を簡素化し、自動化します。ACI	には、複数のワー
クロード	タイプ	(仮想マシン、ベア	メタル	サーバ、コンテナなど)	で拡張できる単一のオー
バーレイ	ポリシー	モデルが用意されています。

この章では、VMware	vCenter	VMM	連携に関連する一般的なトラブルシューティング	シナ
リオに焦点を当てます。

読者は以下のことができるようになります。

•	 vCenter	通信障害に関する調査。

•	 ホストおよび	VM	の動的な検出プロセスと障害のシナリオ。

•	 Hypervisor	ロード	バランシング	アルゴリズム。
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vCenter 接続 

Role Based Access Control（RBAC）

APIC	が	vCenter	コントローラのインターフェイスとなることができるメカニズムは、特定の	
VMM	ドメインに関連付けられているユーザー	アカウントによって異なります。APIC	が、イ
ンベントリをプッシュや取得したり、設定やモニタリング、イベント関連の管理対象のイン
ベントリを受け取るかどうかといった	 vCenter	 上の操作を正常に実行できるように、VMM	
ドメインに関連付けられている	vCenter	ユーザーに特定の権限が必要になります。

このような要件に関する懸念を排除するもっとも簡単な方法は、完全なアクセス権を持つ
管理者	vCenter	アカウントを使用することです。ただし、この種の自由度は、ACI	管理者に
常に用意されているわけではありません。

ACI	バージョン	4.2	におけるカスタム	ユーザー	アカウントの最小権限は次のとおりです。

• 警告

- APIC	ではフォルダに	2	つのアラームを作成します。1	つは	DVS	用、もう	1	つ
はポート	グループ用です。EPG	または	VMM	ドメイン	ポリシーが	APIC	で
削除されたときにアラームが発生します。ただし、VM	 が接続されているた
め	vCenter	は対応するポート	グループまたは	DVS	を削除できません。

• 分散スイッチ

• dvPort グループ

• フォルダ

• ネットワーク

		 APIC	 はポート	 グループの追加または削除、ホスト/DVS	 MTU、LLDP/
CDP、LACP	の設定など	でネットワーク設定を管理します。
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• ホスト

-		 上記に加えて	AVS	を使用する場合、ユーザーが	APIC	が	DVS	を作成するデー
タセンターで、ホスト権限が必要です。

-  Host.Configuration.Advanced settings 

-  Host.Local operations.Reconfigure virtual machine 

-  Host.Configuration.Network configuration 

		 これは、AVS	や仮想レイヤ	4	～	レイヤ	7	サービスの	VM	の自動配置機能
に必要です。AVS	 については、APIC	 が	 VMK	 インターフェイスを作成
し、OpFlex	に使用される	「vtep」	ポート	グループに配置します。

• 仮想マシン

-		 サービス	 グラフが使用されている場合は、仮想アプライアンスのための仮想
マシンの権限も必要です。

-  Virtual machine.Configuration.Modify device settings 

-  Virtual machine.Configuration.Settings 

RBAC 関連問題のトラブルシューティング 

RBAC	の問題は、VMM	の初期設定を実行している最中にもっとも発生しますが、す
でに初期設定が行われた後、vCenter	管理者が	VMM	ドメインに関連付けられている
ユーザー	アカウントを変更しようとする場合にも発生する可能性があります。

この症状は、次のように表示されます。

•		 新しいサービスの一部またはすべてを展開できません	(DVS	の作成、ポート	グ
ループの作成、一部のオブジェクトは正常に展開されますが、すべてではあり
ません)。
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•		 運用インベントリが不完全であるか、ACI	 管理者ビューから欠落してい
ます。

•		 サポートされていない	vCenter	操作、または上記のいずれかのシナリオ	(ポ
ート	グループ展開の障害など)	のためにフォルトが表示されます。

•		 vCenter	 コントローラはオフラインとして報告され、フォルトは接続また
はクレデンシャルに関する問題があるというフォルトが表示されます。

RBAC 関連の問題の解決策 
上記のすべての権限が、VMM	ドメインで設定されている	vCenter	ユーザーに付与
されていることを確認します。

もう	 1	つの方法は、VMM	ドメイン設定で定義されたものと同じクレデンシャルを
使用して	vCenter	に直接ログインし、同様の操作	(ポート	グループの作成など)	を
試行することです。vCenter	に直接ログインしているときにユーザーがこれらの操
作を実行できない場合は、ユーザーに適切な権限が付与されていません。

Connectivity 

VMM	接続に関連する問題をトラブルシューティングする際には、ACI	が	 vCenter	
と通信する基本的な動作に注意することが重要です。

最初のもっとも適切な動作は、クラスタ内の	 1	つの	APIC	だけが設定を送信し、特
定の時点でインベントリを収集することです。この	 APIC	 は、この	 VMM	 ドメイ
ンのシャード リーダーと呼ばれます。ただし、シャード	 リーダーが何らかの理由
でイベントを検出しなかった場合を考慮するために、複数の	 APIC	 が	 vCenter イ
ベントをリッスンしています。APIC	 の同じ分散アーキテクチャに従うと、特定の	
VMM	 ドメインには、プライマリ	 データと機能	 (この場合は、シャード	 リーダー)	
を処理する	1	個の	APIC	と、2	個の複製	(VMM	の場合は、フォロワーと呼ばれる)	を
有します。APIC	間で	VMM	通信と機能の処理を配信するため、2	個の	VMM	ドメイ
ンは同じまたは異なるシャード	リーダーを持つことができます。
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apic2# show vmware domain name VDS_Site1 vcenter 10.48.176.69   
Name                         : bdsol-aci37-vc   
Type                         : vCenter   
Hostname or IP               : 10.48.176.69  
Datacenter                   : Site1  
DVS Version                  : 6.0  
Status                       : online  
Last Inventory Sync          : 2019-10-02 09:27:23  
Last Event Seen              : 1970-01-01 00:00:00   
Username                     : administrator@vsphere.local   
Number of ESX Servers        : 2  
Number of VMs                : 2  
Faults by Severity           : 0, 0, 0, 0  
Leader                       : bdsol-aci37-apic1  
Managed Hosts:  
ESX              VMs       Adjacency   Interfaces  
---------------  --------  ----------  ------------------------------------------------  
10.48.176.66     1         Direct      leaf-101 eth1/11, leaf-102 eth1/11  
10.48.176.67     1         Direct      leaf-301 eth1/11, leaf-302 eth1/11

接続のトラブルシューティング 
vCenter	接続の状態は、GUI	で対象の	VMM	コントローラに移動するか、以下に示
す	CLI	コマンドを使用して見つけることができます。

VMWare VMM ドメイン vCenter 接続状態
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Fault fltCompCtrlrConnectFailed  
Rule ID:130 
Explanation:  
This fault is raised when the VMM Controller is marked offline. Recovery is in process. 
Code: F0130 
Message: Connection to VMM controller: hostOrIp with name name in datacenter rootContName in domain:  
domName is failing repeatedly with error: [remoteErrMsg]. Please verify network connectivity of VMM  
controller hostOrIp and check VMM controller user credentials are valid.

apic1# show vmware domain name VDS_Site1   
Domain Name                        : VDS_Site1  
Virtual Switch Mode                : VMware Distributed Switch   
Vlan Domain                        : VDS_Site1 (1001-1100)  
Physical Interfaces                : leaf-102 eth1/11, leaf-301 eth1/11, leaf-302 eth1/11, 
                                     leaf-101 eth1/11   
Number of EPGs                     : 2  
Faults by Severity                 : 0, 0, 0, 0   
LLDP override                      : RX: enabled, TX: enabled   
CDP override                       : no   
Channel Mode override              : mac-pinning   
NetFlow Exporter Policy            : no   
Health Monitoring                  : no   
vCenters:  
Faults: Grouped by severity (Critical, Major, Minor, Warning)  
vCenter               Type      Datacenter            Status    ESXs   VMs    Faults   
--------------------  --------  --------------------  --------  -----  -----  ---------------   
10.48.176.69          vCenter   Site1                 online    2      2      0,0,0,0   
APIC Owner:  
Controller    APIC      Ownership   
------------  --------  ---------------  bdsol-        apic1     Leader   
aci37-vc   
bdsol-        apic2     NonLeader   
aci37-vc   
bdsol-        apic3     NonLeader   
aci37-vc

VMM	 コントローラがオフラインであると示されている場合、次のようなフォルト
が出力されます。

1. APIC と vCenter 間の接続の問題をトラブルシューティングするための最初の手
順は、特定の VMM ドメインに対してどの APIC がシャード リーダーであるかを理
解することです。この情報を決定する最も簡単な方法は、任意の APIC で「show 
vmware domain name < domain >」コマンドを実行することです。
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apic1# ping 10.48.176.69  
PING 10.48.176.69 (10.48.176.69) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.48.176.69: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.217 ms  
64 bytes from 10.48.176.69: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.274 ms  
64 bytes from 10.48.176.69: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.346 ms  
64 bytes from 10.48.176.69: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.264 ms  
64 bytes from 10.48.176.69: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.350 ms   
^C  
--- 10.48.176.69 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4084ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.217/0.290/0.350/0.052 ms

apic1:~> nslookup bdsol-aci37-vc  
Server: 10.48.37.150  
Address: 10.48.37.150#53 
Non-authoritative answer:  
Name: bdsol-aci37-vc.cisco.com  
Address: 10.48.176.69

apic1# bash  
admin@apic1:~> route  
Kernel IP routing table  
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface  
default         10.48.176.1     0.0.0.0         UG    16     0        0 oobmgmt

2. vCenter との間でアクティブに通信している APIC を特定した後、ping などのツ
ールを使用して IP 接続を確認します。

vCenter	が	IP	アドレスではなく	FQDN	を使用して設定されている場合は、nslookup	
コマンドを使用してネーム解決を検証できます。

3. APIC ルーティングテーブルをチェックして、アウトオブバンドまたはインバン
ドのどちらで接続されているかどうかと、どのゲートウェイが使用されているかを
確認します。
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apic2# curl -v -k https://10.48.176.69  
* Rebuilt URL to: https://10.48.176.69/  
*   Trying 10.48.176.69...  
* TCP_NODELAY set  
* Connected to 10.48.176.69 (10.48.176.69) port 443 (#0)  
...

apic1:~> netstat -tulaen | grep 10.48.176.69  
tcp 0 0 10.48.176.57:40806 10.48.176.69:443 ESTABLISHED 600 13062800

4. 通信パス内のすべてのファイアウォールを含め、すべての APIC と vCenter 間で
ポート 443 が許可されていることを確認します。

vCenter <-> APIC - HTTPS (TCP port 443) - communication 

APICs	から	vCenter	への一般的な	HTTPS	到達可能性は、curl	を使用してテストで
きます。

netstat	コマンドを使用して、ポート	443	で	TCP	接続が確立されたシャード	リーダ
ーを確認します。



VMware VDS デフォルト値 Cisco APIC ポリシーで
設定可能かどうか

名前 VMM	ドメイン名 はい（ドメインから派生）

説明 「APIC	仮想スイッチ」 いいえ

フォルダ名 VMM	ドメイン名 はい（ドメインから派生）

バージョン vCenter	でサポートされる最新 はい

Discovery プロトコル LLDP はい

アップ リンク ポートおよび
アップ リンク名前 8

はい	(Cisco	APIC	リリース
4.2(1)	から)

アップ リンク名プレフィッ
クス uplink

はい (Cisco APIC リリース 
4.2(1)	から)

最大 MTU 9000 はい

LACP ポリシー disabled はい

ポートのミラーリング 0	セッション。 はい

アラーム フォルダ	レベルに	2	アラーム
追加

いいえ
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5. 可能な場合は、シャード リーダーと vCenter の間のパスに沿ってパケット キャプ
チャを実行し、トラフィックがいずれかのデバイスによって送受信されているかど
うかを特定します。

VMware インベントリ 

次の表に、VMWare	VDS	パラメータ	リストと、それらを	APIC	で設定できるかどう
かを示します。

APIC によって管理される VMware VDS パラメータ

次の表に、VMWare	VDS	ポート	グループ	パラメータ	リストと、それらを	APIC	で設
定できるかどうかを示します。



VMware VDS  
ポート グループ デフォルト値

APIC ポリシーで
設定可能かどうか

名前 テナント名	|	アプリケーション	プロファイル
名	|EPG	名

はい（EPG	から導出）

ポート バインディング スタティック	バインディング いいえ

VLAN VLAN	プールから選択 はい

ロード バランシング ア
ルゴリズム

APIC	のポートチャネルポリシーに基づいて
派生	

はい

無差別モード Disabled はい

偽装された転送 Disabled はい

MAC 変更 Disabled はい

すべてのポートをブ
ロック FALSE いいえ
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APIC によって管理される VMWare VDS ポート グループ パラメータ

インベントリのトラブルシューティング： 
インベントリ同期イベントは、APIC	 がポリシーを動的に更新する目的で、vCenter	
イベントを確認するために発生します。VCenter	 と	 APIC	 の間で発生する可能性が
あるインベントリ同期イベントには、完全なインベントリ同期とイベント	 ベースの
インベントリ同期の	2	つのタイプがあります。APIC	と	vCenter	間の完全なインベン
トリ同期のデフォルト	スケジュールは	24	時間ごとですが、手動でトリガすることも
できます。イベント	ベースのインベントリ同期は、通常	vMotion	などのトリガーさ
れたタスクに関連付けられます。このシナリオでは、仮想マシンがあるホストから
別のホストに移動し、それらのホストが	2	つの異なるリーフ	スイッチに接続されて
いる場合	APIC	は	VM	移行イベントをリッスンし、Deployment	Imediacy	設定をオ
ンデマンドに設定しているシナリオでは、送信元の	EPG	をプログラム解除し、宛先
リーフで	EPG	をプログラムします。

VMM	 ドメインに関連付けられた	 EPG	 の	 Deployment	 Imediacy	 設定によって
は、vCenter	 からインベントリをプルできないと、望ましくない結果が生じる可能
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Fault fltCompVNicOperationalIssues 
Rule ID:2842 
Explanation: 
This fault is raised when ACI controller failed to update the properties of a VNIC (e.g., it can not  
find the EPG that the VNIC attached to). 
Code: F2842 
Message: Operational issues detected for VNic name on VM name in VMM controller: hostOrIp with name  
name in datacenter rootContName in domain: domName due to error: issues.

Fault fltCompCtrlrUnsupportedOperation  
Rule ID:133  
Explanation:  
This fault is raised when deployment of given configuration fails for a Controller.  
Code: F0133  
Message: Unsupported remote operation on controller: hostOrIp with name name in datacenter  
rootContName in domain domName detected, error: [deployIssues]

性があります。インベントリが完了しなかったか、または部分的の場合、障害の原
因となるオブジェクトを示すフォルトが出力されます。

シナリオ 1：仮想マシンが無効なバッキングエラーとなる： 
仮想マシンが	1	つの	vCenter	から別の	vCenter	に移動した場合、または仮想マシン
が無効なバッキング	(古い/削除された	DVS	へのポート	グループの接続など)	がある
と判断された場合、vNIC	には動作上の問題があると報告されます。

Resolution: 

VM	 の影響を受ける	 vNIC	 に有効なポート	 グループを割り当てることによって、
フォルトで示されている仮想マシンを修復します。

シナリオ 2： vCenter 管理者が vCenter の VMM 管理対象オブジェクトを変更しま
した。
vCenter	 から	 APIC	 で管理しているオブジェクトを変更することは、サポートされ
ている操作ではありません。サポートされていない操作が	 vCenter	 で実行される
と、次のフォルトが表示されます。

Resolution: 

このシナリオが発生した場合は、vCenter	 でサポートされていない変更を元に戻し
てから、「インベントリ同期」を手動でトリガしてください。
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VMWare VMM ドメイン： vCenter コントローラ：インベントリ同期のトリガ

VMware DVS バージョン 

VMM	ドメインの一部として新しい	vCenter	コントローラを作成する場合、DVS	バ
ージョンのデフォルト設定では	[vCenter	デフォルト	(vCenter	Default)]	が使用され
ます。これを選択すると、vCenter	バージョンで	DVS	バージョンが作成されます。
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VMWare VMM ドメイン vCenter コントローラの作成

つまり、6.5	を実行している	vCenter	および	6.0	を実行している	ESXi	サーバの例で
は、APIC	はバージョン	6.5	の	DVS	を作成します。そのため、vCenter	管理者は、6.0	
を実行している	ESXi	サーバを	ACI	DVS	に追加することができなくなります。
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APIC マネージド DVS： vCenter ホストの追加：空のリスト

APIC マネージド DVS： vCenter ホストの追加：互換性のないホスト

したがって、VMM	ドメインを作成するときに、必要な	ESXi	サーバを	DVS	に追加で
きるように、正しい「DVS	バージョン」を選択してください。
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ホスト動的検索 

ホスト/VM 検索プロセス 

ACI	での	VMM	連携は、ファブリックがホストと該当する仮想マシンが接続されている場所
を動的に検出し、仮想マシンがポリシーを効率的に展開するという点で、手動プロビジョ
ニングと区別します。この動的プロセスを通じて、ポリシーを必要とする接続されたエン
ドポイントが存在する場合にのみ	VLAN、SVI、ゾーニング	ルールなどがノード上で展開さ
れるため、リーフ	 スイッチ上のハードウェア	 リソースの使用率を最適化できます。使いや
すさの観点から、ネットワーク管理者にとっての利点は、ACI	が自動的な方法で	VM	を接続
する	 VLAN/ポリシーをプロビジョニングすることです。ポリシーを展開する必要がある場
所を特定するために、APIC	は複数の送信元からの情報を使用します。次の図は、DVS	ベー
スの	VMM	ドメインを使用する場合のホスト検索プロセスの基本的な手順の概要を示してい
ます。

VMWare VMM ドメイン：展開作業
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ホスト検索プロセスでは次のような重要な処理を行なっています

•	 LLDP	または	CDP	は、ハイパーバイザとリーフ	スイッチの間で交換されます。

•	 ホストは隣接情報を	vCenter	に報告します。

•	 vCenter	は	APIC	に隣接情報を通知します。

-		 APIC	はインベントリ同期によってホストを認識しています。

•	 APIC	がリーフ	ポートにポリシーをプッシュします。

-		 これらの条件をさらに理解するには、この項の「解決の緊急性	 (Resolution	
Immediacy)」の項を参照してください。

•	 vCenter	隣接情報が失われた場合、APIC	はポリシーを削除します。

確認できるように、CDP/LLDP	 は検索プロセスで重要な役割を果たします。これが適切に
設定され、両側が同じプロトコルを使用していることを確認することが重要です。

ファブリック ルーズ ノード/中間スイッチの使用事例 

リーフ	 スイッチとハイパーバイザ間に中間スイッチを備えたブレード	 シャーシを使用した
展開では、APIC	 は隣接関係を「仲介」する必要があります。このシナリオでは、中間ス
イッチがホストとは異なるプロトコル要件を持つ可能性があるため、複数の検索プロトコ
ルを使用できます。

ブレード	 サーバと中間スイッチ	 (例：ブレード	 シャーシ	 スイッチ)	 を使用する設定で
は、ACI	 は中間スイッチを検出し、その背後にあるハイパーバイザをマッピングする必要
があります。中間スイッチは、ACI	 でルーズ	ノードまたは「管理対象外ファブリック	ノー
ド」と呼ばれます。検出されたルーズ	 ノードは、[ファブリック	 (Fabric)]	 >	 [インベントリ	
(Inventory)]	 >	 [ファブリック	メンバーシップ	 (Fabric	 Membership)]	 >	 [管理対象外ファブ
リック	ノード	(Unmanaged	Fabric	Nodes)]	の下に表示されます。GUI	でこれらのタイプの
サーバのいずれかに移動することにより、ユーザーはリーフから中間スイッチ、その先の
ホストへのパスを表示できます。
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APIC UI：管理対象外ファブリック ノード (LooseNodes)

LLDP	または	CDP	検索を導入することで、中間スイッチのダウン	ストリームのハイパーバ
イザが	 VMM	 連携によって管理され、リーフ自体が中間スイッチのダウン	 ストリームとの
隣接関係を有すると考え、ACI	はそのような	LooseNodes	のトポロジを決定できます。
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次の図に、この概念を示します。

APIC UI：管理対象外ファブリック ノードのパス

解決の緊急性 (Resolution Immediacy)

重要なサービスが	vCenter/ESXi	への管理接続などの	VMM	統合	DVS	を使用するシナリオで
は、即時の事前プロビジョニング解決	(Pre-provision	Resolution	Immediacy	設定)	を使用す
ることをお勧めします。この設定では、動的ホスト検索のメカニズムが削除され、代わりに
ポリシー/VLAN	 がホスト側のインターフェイスで静的にプログラミングされます。この設定
では、VMM	VLAN	は、VMM	ドメインによって参照される	AEP	に関連付けられたすべてのイ
ンターフェイスに常に展開されます。これにより、検出プロトコル関連の隣接関係イベント
が原因で、重要な	VLAN	(管理など)	がポートから削除される可能性がなくなります。
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下の図をご覧ください。

事前プロビジョニングの展開例

ACI_VDS1	VMM	ドメイン内の	EPG	に事前プロビジョニングが設定されている場合、VLAN	
は	Server1	のリンクに展開されますが、Server2	の	AEP	には	ACI_VDS1	VMM	ドメインが含
まれていないため、サーバ2	のリンクには展開されません。

Immdeiacy	設定をまとめると以下のようになります。

•		 オンデマンド	 (On-Demand)：ポリシーは、リーフとホスト間で隣接関係が確立さ
れ、VM	がポートグループに接続されたときに展開されます。
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Leaf101# show lldp neighbors  
Capability codes:  
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device  
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other   
Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID  
bdsol-aci37-apic1     Eth1/1          120                    eth2-1  
bdsol-aci37-apic2     Eth1/2          120                    eth2-1  
bdsol-aci37-os1       Eth1/11         180        B           0050.565a.55a7  
S1P1-Spine201         Eth1/49         120        BR          Eth1/1  
S1P1-Spine202         Eth1/50         120        BR          Eth1/1  
Total entries displayed: 5

[root@host:~] esxcli network vswitch dvs vmware list  
VDS_Site1  
   Name: VDS_Site1    
...  
   Uplinks: vmnic7, vmnic6  
   VMware Branded: true

•		 即時	 (Immediate)：ポリシーは、リーフとホスト間で隣接関係が確立されると展開
されます。

•		 事前プロビジョニング	 (Pre-provision)：ポリシーは、含まれている	VMM	ドメインと
ともに	AEP	を使用してすべてのポートに展開されます。隣接関係は必要ありません。

トラブルシューティング シナリオ 

VM はデフォルト ゲートウェイの ARP を解決できません 
このシナリオでは、VMM	 連携が設定されており、DVS	 がハイパーバイザに追加されてい
ますが、VM	は	ACI	のゲートウェイに対して	ARP	を解決できません。VM	にネットワーク
接続を設定するには、隣接関係が確立され、VLAN	 が展開されていることを確認します。

まず、ユーザーは、選択したプロトコルに応じて、リーフの「show	 lldp	neighbors」または
「show	cdp	neighbors」を使用して、リーフがホストを検出したかどうかを確認できます。

トラブルシューティングの観点から必要な場合は、CLI	と	GUI	の両方で	ESXi	側から検証で
きます。
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DVPort:  
         Client: vmnic6  
         DVPortgroup ID: dvportgroup-122  
         In Use: true  
         Port ID: 0  

         Client: vmnic7  
         DVPortgroup ID: dvportgroup-122  
         In Use: true  
         Port ID: 1  

[root@host:~] esxcfg-nics  -l  
Name    PCI          Driver      Link Speed     Duplex MAC Address       MTU    Description   
vmnic6  0000:09:00.0 enic        Up   10000Mbps Full   4c:77:6d:49:cf:30 9000   Cisco Systems Inc Cisco VIC  
Ethernet NIC  
vmnic7  0000:0a:00.0 enic        Up   10000Mbps Full   4c:77:6d:49:cf:31 9000   Cisco Systems Inc Cisco VIC  
Ethernet NIC  

[root@host:~] vim-cmd hostsvc/net/query_networkhint --pnic-name=vmnic6 | grep -A2 "System Name" 
              key = "System Name",   
              value = "Leaf101"   
            }
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vCenter Web クライアント：ホスト： vmnic LLDP/CDP 隣接関係の詳細

リーフ	LLDP	隣接関係を	ESXi	ホストから認識できない場合、多くの場合、ESXi	OS	の代わ
りに	LLDPDU	を生成するように設定されたネットワーク	アダプタを使用することが原因で
す。ネットワーク	アダプタで	LLDP	が有効になっていることを確認し、すべての	LLDP	情
報を消費していることを確認してください。この場合は、アダプタ自体で	LLDP	を無効にし
て、vSwitch	ポリシーによって制御するようにしてください。

別の原因としては、リーフと	 ESXi	 ハイパーバイザ間で使用される検索プロトコルの間に不
一致があることが考えられます。両端で同じ検索プロトコルを使用することを確認してく
ださい。
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APIC	UI	で	CDP/LLDP	の設定が	ACI	と	DVS	の間で一致しているかどうかを確認するには、	
[仮想ネットワーク	(Virtual	Network)]	>	[VMM	ドメイン	(VMM	Domains)]	>	[VMWare]	>	[ポ
リシー	(Policy)]	>	[vSwitch	ポリシー	(vSwitch	Policy)]	に移動します。LLDP	ポリシーまたは	
CDP	ポリシーは、相互に排他的なため、どちらか一方を必ず有効にしてください。

APIC UI：VMWare VMM ドメイン：vSwitch ポリシー 

VCenterで、[ネットワーキング	(Networking)]	>	[VDS]	>	[設定	(Configure)]	に移動します。

vCenter Web クライアント UI：VDS のプロパティ

必要に応じて、LLDP/CDP	の設定を修正します。
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S1P1-Leaf101# show vlan encap-id 1035  

 VLAN Name                             Status    Ports  
 ---- -------------------------------- --------- -------------------------------   
 12   Ecommerce:Electronics:APP        active    Eth1/11  

 VLAN Type  Vlan-mode   
 ---- ----- ----------  
 12   enet  CE

次に、APIC	が、[仮想ネットワーク	(Virtual	Network)]	>	[VMM	ドメイン	(VMM	Domains)]	
>	 [VMWare]	 >	 [ポリシー	 (Policy)]	 >	 [コントローラ	 (Controller)]	 >	 [ハイパーバイザ	
(Hypervisor)]	>	[全般	(General)]	の下の	UI	でリーフ	スイッチに対して	ESXi	ホストの	LLDP/
CDP	ネイバーシップを監視することを検証します。

APIC UI：VMWare VMM ドメイン：ハイパーバイザの詳細 

これが期待される値を示している場合、ユーザーはホストへのポート上に	 VLAN	 が存在す
ることを確認できます。
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APIC が設定した DVS に接続された vCenter/ESXi 管理用 VMK
vCenter	または	ESXi	管理トラフィックが	VMM	連携	DVS	を利用する必要がある場合、動的
隣接関係のアクティブ化の行き詰まりを避け、必要な	VLAN	をアクティベートするために十
分に注意することが重要です。

通常	VMM	統合が設定される前に構築されている	vCenter	では、VMM	連携を完全に設定す
る前に使用できるように、vCenter	VM	の	encap	VLAN	が常にリーフ	スイッチ上でプログラ
ミングされ、物理ドメインおよび静的パスを使用することが重要です。VMM	 連携を設定し
た後でも、この静的パスをそのままにして、常にこの	 EPG	 の可用性を確保することをお勧
めします。

ESXi	ハイパーバイザの場合、Cisco.com	の「Cisco	ACI	仮想化ガイド」に従って、vDS	に移
行する際には、VMK	インターフェイスが接続されている	EPG	が、即時の事前プロビジョニ
ング解決	 (Pre-provision	Resoluction	 Immediacy)	として設定されていることを確認するこ
とが重要です。これにより、ESXi	ホストの	LLDP/CDP	検索に依存せずに、リーフ	スイッチ
上で	VLAN	が常にプログラムされていることが確認されます。

ルーズ ノードの背後でホストの隣接関係が検出されない 
ルーズ	ノード検索の問題の一般的な原因は次のとおりです。

•	 CDP/LLDP	が有効になっていません

- CDP/LLDP	は、中間スイッチ、リーフ	スイッチ、および	ESXi	ホスト間で交
換する必要があります。

- Cisco	UCS	の場合、これは	vNIC	のネットワーク制御ポリシーによって実現
されます。

•	 LLDP/CDP	ネイバーの管理	IP	の変更によって接続が切断されます

- vCenter	 には、LLDP/CDP	 隣接関係に新しい管理	 IP	 が表示されます
が、APIC	は更新されません。

- 修正するためには手動でインベントリ同期を行う必要があります
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Affected Object: comp/prov-VMware/ctrlr-[DVS-DC1-ACI-LAB]-DVS1/hv-host-104  
Fault delegate: [FSM:FAILED]: Get LLDP/CDP adjacency information for the physical adapters on the host: bdsol-
aci20-os3 (TASK:ifc:vmmmgr:CompHvGetHpNicAdj)

•	 VMM	VLAN	は中間スイッチに追加されません。

-		 APIC	は、サードパーティ製ブレード/中間スイッチをプログラムしません。

-		 Cisco	UCSM	連携アプリ	(externalswitch)	が	4.1	(1)	リリースで使用です。

-		 VLAN	 が設定され、ACI	 リーフ	ノードに接続されているアップ	リンクと、
ホストに接続されているダウン	リンクをトランク設定する必要があります

F606391：ホスト上の物理アダプタの隣接関係がない 
次の障害が発生した場合:

CDP/LLDP	 隣接関係がないことを意味しているため、「VM	 がデフォルト	 ゲートウェイの	
ARP	 を解決できない」セクションのワークフローを確認してください。これらの隣接関係
は、エンドツーエンドで確認する必要があります。
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F3083 fault  
ACI has detected multiple MACs using the same IP address 172.16.202.237.  
MACs: Context: 2981888. fvCEps:  
uni/tn-BSE_PROD/ap-202_Voice/epg-VLAN202_Voice/cep-00:50:56:9D:55:B2;  
uni/tn-BSE_PROD/ap-202_Voice/epg-VLAN202_Voice/cep-00:50:56:9D:B7:01;

[F1197][raised][bd-limits-exceeded][major][sys/ctx-[vxlan-2818048]/bd-[vxlan-16252885]/fault-F1197]   
Learning is disabled on BD Ecommerce:BD01

ハイパーバイザ アップ リンク ロード  
バランシング 

ESXi	などのハイパーバイザを	ACI	ファブリックに接続する場合、通常は複数のアップ	リン
クを使用して接続されます。実際には、少なくとも	 2	 個のリーフ	 スイッチに接続されてい
る	 ESXi	 ホストを設定することを推奨します。これにより、障害のシナリオまたはアップグ
レードの影響が最小限に抑えられます。

ハイパーバイザで実行されているワークロードでアップ	 リンクの方法を最適化するため
に、VMware	vCenter	設定では、ハイパーバイザのアップ	リンクに向けて、VM	で生成され
たトラフィックに対して複数のロード	バランシング	アルゴリズムを設定できます。

適切な接続が確立されていることを確認するために、すべてのハイパーバイザと	 ACI	 ファ
ブリックを同じロード	 バランシング	 アルゴリズム設定に合わせることが重要です。このよ
うにしないと、断続的なトラフィック	フロー	ドロップと、ACI	 ファブリック内のエンドポ
イントの移動が発生する可能性があります。

これは、次のような過剰なアラートが発生した場合に、ACI	ファブリックに表示されること
があります。

または

この章では、ACI	への	VMWare	ESXi	ホストの接続について説明しますが、ほとんどのハイ
パーバイザに適用されます。
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ラック サーバ 

ESXi	 ホストが	 ACI	 ファブリックに接続できるさまざまな方法を検討する場合、これらは	 2	
つのグループ、スイッチ依存、スイッチ非依存ロード	 バランシング	 アルゴリズムで分割さ
れます。

スイッチに依存しないロード	 バランシング	 アルゴリズムは、特定のスイッチ設定が不要な
場所に接続する方法です。スイッチ依存のロード	 バランシングでは、スイッチ固有の設定
が必要です。

次の表に従って、vSwitch	ポリシーが「ACI	アクセス	ポリシー	グループ」の要件を満たし
ているかどうかを確認してください。



VMware
チーミングおよびフ
ェールオーバ モード

ACI  
vSwitch  
ポリシー

説明

ACI アクセス ポリ
シー グループ：
ポート チャネル

が必要

元の仮想ポート ID 
に基づくルート

MAC	ピニ
ング

スイッチの仮想ポート	ID	に基づいてアップ	リンク
を選択します。仮想スイッチは、仮想マシンまたは	
VMKernel	アダプタのアップ	リンクを選択すると、常に
この仮想マシンまたは	VMKernel	アダプタの同じアップ	
リンクを介してトラフィックを転送します。

なし

送信元 MAC ハッシ
ュに基づくルート

該当なし
送信元	MAC	アドレスのハッシュに基づいてアップ	リン
クを選択します。

該当なし

明示的なフェール
オーバ順序

明示的な
フェール
オーバ	モ
ードの
使用

アクティブ	アダプタのリストから、フェールオーバー
検出条件を満たす最高順序アップ	リンクを常に使用し
ます。このオプションでは、実際のロード	バランシン
グは実行されません。

なし

リンク集約 (LAG)：IP 
ハッシュ ベース

Static	
Channel	-	
Mode	On

各パケットの送信元および宛先	IP	アドレスのハッシュ
に基づきアップ	リンクを選択します。非	IP	パケットの
場合、スイッチはこれらのフィールドのデータを使用
してハッシュを計算します。IP	ベースのチーミングで
は、ACI	側でポート	チャネル/VPC	が「モード	オン」で
設定されている必要があります。

はい	(チャネル	
モードが	[オン	
(on)]	に設定され
ている)

リンク集約(LAG)
：LACP

LACP	のア
クティブ/パ
ッシブ

選択したハッシュに基づいてアップ	リンクを選択し
ます	(使用可能な	20	個の異なるハッシュ	オプショ
ン)。LACP	ベース	チーミングでは、ACI	側のポートチ
ャネル/VPC	が	LACP	が有効な状態で設定されている必
要があります。ACI	で拡張	Lag	ポリシーを作成し、そ
れを	VSwitch	ポリシーに適用してください。

はい	(チャネル	モ
ードが「LACP	
アクティブ/パッ
シブ」に設定さ
れています)

物理 NIC ロードに基
づくルート (LBT)

MAC	ピン
接続：物理	
NIC	ロード

分散ポート	グループまたは分散ポートで使用できま
す。ポート	グループまたはポートに接続されている物
理ネットワーク	アダプタの現在の負荷に基づいて、
アップ	リンクを選択します。アップ	リンクが	30	秒間
に	75%	以上ビジー状態のままである場合、ホストの	
vSwitch	は仮想マシンのトラフィックの一部を、空き容
量がある物理アダプタに移動します。

なし
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チーミングと ACI vSwitch ポリシー
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VSwitch	ポリシーの一部としてポート	チャネル	ポリシーを検証する方法については、次の
スクリーン	ショットを参照してください。

ACI vSwitch ポリシー：ポート チャネル ポリシー 

注：	 VMware	 ネットワーキング機能の詳細な説明については	 https://docs.vmware.
com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-
D34B1ADD-B8A7-43CD-AA7E-2832A0F7EE76.html	を参照してください。

Cisco UCS B シリーズ使用例

Cisco	 UCS	 B	 シリーズサーバを使用する場合は、ユニファイド	データプレーンを持たない	
UCS	ファブリック	インターコネクト	(FI)	にシャーシ内で接続することに注意することが重
要です。この使用例は、同様のトポロジを採用している他のベンダーにも同じように適用
されます。理由

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-D34B1ADD-B8A7-43CD-AA7E-2832A0F7EE76.html
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このため、ACI	リーフ	スイッチ側と	vSwitch	側から使用されるロード	バランシング方法の
違いがあります。

次に、ACI	を使用した	UCS	FI	トポロジを示します。

ACI リーフ スイッチを使用した Cisco UCS FI：トポロジ 

注意すべき重要事項：

•		 各	Cisco	UCS	FI	には、ACI	リーフ	スイッチに向けたポート	チャネルがあります。

•		 UCS	FI	は、ハート	ビート目的でのみ直接相互接続されます	(データプレーンには使
用されません)。

•		 各ブレード	サーバの	vNIC	は、特定の	UCS	FI	にピン接続されているか、または	UCS	
ファブリック	フェールオーバー	(アクティブ	スタンバイ)	を使用して	FI	のいずれかへ
のパスを使用します。

•		 ESXi	ホストの	vSwitch	で	IP	ハッシュ	アルゴリズムを使用すると、UCS	FI	の	MAC	
フラップが発生します。
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これを正しく設定するには、次の手順を実行します。
ACI リーフ スイッチを使用した Cisco UCS FI：ポート チャネル設定

ACI	の	vSwitch	ポリシーの一部としてポート	チャネル	ポリシーで	MAC	ピン接続が設定され
ている場合、これは	VDS	上のポート	グループの「送信元仮想ポートに基づいたルート」の
チーミング設定として表示されます。
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ACI：vSwitch ポリシーの一部としてのポート チャネル ポリシー

注:	上記の例で使用されているポート	チャネル	ポリシーはウィザードによって自動命名
されるため、「MAC	 ピン接続」モードを使用しますが、「VDS_lacpLagPol」と呼ば
れます。
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VMWare vCenter：ACI VDS：ポート グループ：ロード バランシングの設定





PBR (ポリシーベース  
リダイレクト)
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概要

この章では、ポリシー	ベース	リダイレクト	(PBR)	を使用したアンマネージド	モード	サービ
ス	グラフのトラブルシューティングについて説明します。

次に、一般的なトラブルシューティング手順を示します。この章では、PBR 固有の手手順	
2	および	3	を確認する方法について説明します。手順	1	および	4	については、「ファブリッ
ク内転送」、「外部転送」、および「セキュリティ	ポリシー」の章を参照してください。

1

2

3

4

PBR	サービス	グラフなしでトラフィックが動作することを確認します。

-	

-

コンシューマとプロバイダのエンドポイントが学習されています。

コンシューマとプロバイダのエンドポイントは通信できます。

サービス	グラフが展開されていることを確認します。

-	

-	

-

展開されたグラフ	インスタンスにフォルトがありません。

サービス	ノードの	VLAN	とクラス	ID	が展開されています。

サービス	ノードのエンドポイントが学習されています。

転送パスを確認します。

-	

-	

-

ポリシーがリーフ	ノードでプログラムされていることを確認します。

トラフィックがリダイレクトされるかどうかを確認するために、サービス	
ノード上のトラフィックをキャプチャします。

ACI	 リーフ上のトラフィックをキャプチャして、PBR	 後のトラフィックが	
ACI	ファブリックに戻るかどうかを確認します。

PBR	後の	ACI。
コンシューマとプロバイダのエンドポイントに到着したトラフィックを確認し、
エンドポイントがリターン	トラフィックを生成していることを確認します。
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このマニュアルでは、設計または設定のオプションについては説明しません。その情報に
ついては、Cisco.com	の「ACI	のホワイト	ペーパー」を参照してください。

この章では、サービス	ノードとサービス	リーフは次のことを意味します。

•		 サービス	 ノード：PBR	 でトラフィックをリダイレクトしている外部ノード	 (ファイ
アウォールやロード	バランサーなど)。

•		 サービス	リーフ：サービス	ノードに接続されている	ACI	リーフ。
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サービス グラフ展開 

この章では、サービス	 グラフが展開されていない場合のトラブルシューティング例につい
て説明します。

サービス	グラフ	ポリシーが定義され、コントラクト	サブジェクトに適用された後、展開さ
れたグラフ	インスタンスが	ACI	GUI	に表示されます。次の図は、サービス	グラフが展開済
みとして表示されない場合のトラブルシューティング	シナリオを示しています。

サービス グラフが展開されたグラフ インスタンスとして表示されません。

1. 設定手順とフォルトの確認 
トラブルシューティングの最初の手順は、必要なコンポーネントがフォルトなく設定され
ていることを確認することです。次の一般的な設定はすでに実行されていることを前提と
しています。
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•		 コンシューマ	EPG、プロバイダ	EPG	およびサービス	ノードの	VRF	および	BD。

•		 コンシューマとプロバイダ	EPG。

•		 コントラクトとフィルタ。

サービス	 ノードの	 EPG	 は手動で作成する必要がないことに注意してください。	
これは、サービス	グラフ展開によって作成されます。

サービス	グラフの	PBR	設定手順は、次の通りです。

•		 L4-L7	デバイス	(論理デバイス)	を作成します。

•		 サービス	グラフを作成します。

•		 PBR	ポリシーを作成します。

•		 デバイス選択ポリシーを作成します。

•		 コントラクト件名にサービス	グラフを関連付けます。

2. サービス グラフ展開の問題 

UI でのサービス グラフ展開の確認 
サービス	 グラフがコントラクトの対象に関連付けられると、展開されたグラフ	 インスタン
スがサービス	グラフを使用して各コントラクトに対して表示されます	(次の図を参照)。

ロケーションは、[テナント	(Tenant)]	>	[サービス	(Services)]	>	[L4-L7]	>	[展開済みグラフ	イ
ンスタンス	(Deployed	Graph	Instances)]	です。
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展開されたグラフ インスタンス

展開されたグラフ	インスタンスが表示されない場合は、コントラクトの設定に問題があり
ます。	
主な理由は次のとおりです。

•		 コントラクトにコンシューマまたはプロバイダ	EPG	がありません。

•		 コントラクト	サブジェクトにフィルタがありません。

•		 コントラクトの範囲は、VRF	間またはテナント間の	EPG	通信の場合でも	VRF	です。
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サービスグラフのインスタンス化に失敗すると、展開されたグラフインスタンスでフォル
トが発生します。これは、サービス	 グラフの設定に問題があることを意味します。設定に
よって引き起こされる一般的なフォルトは次のとおりです。

F1690：ID の割り当てに失敗したため設定が無効です 
このフォルトは、サービス	 ノードのカプセル化された	 VLAN	 が使用できないことを示して
います。たとえば、論理デバイスで使用されている	 VMM	 ドメインに関連付けられている	
VLAN	プールには、使用可能な動的	VLAN	がありません。

解決策：論理デバイスに使用されているドメインの	 VLAN	 プールを確認します。物理ドメ
イン内にある場合は、論理デバイス	 インターフェイスでカプセル化された	 VLAN	 を確認
します。[テナント	(Tenant)]	>	 [サービス	(Services)]	>	 [L4-L7]	>	 [デバイスとファブリック	
(Devices	and	Fabric)]	>	[アクセス	ポリシー	(Access	Policies)]	>	[プール	(pool)]	>	[VLAN]	に
あります。

F1690：LDev のデバイス コンテキストが見つからないため設定が無効です 
このフォルトは、論理デバイスがサービス	 グラフ	 レンダリングを見つけられないことを示
しています。たとえば、サービス	 グラフとコントラクトに一致するデバイス選択ポリシー
がありません。

解決策：デバイス選択ポリシーが定義されていることを確認します。デバイス選択ポリシ
ーは、サービス	 デバイスとそのコネクタの選択基準を提供します。基準は、サービス	 グラ
フのコントラクト名、サービス	 グラフ名、およびノード名に基づいています。ロケーショ
ンは	[テナント	(Tenant)]	>	[サービス	(Services)]	>	[L4-L7]	>	[デバイス選択ポリシー	(Device	
Selection	Policy)]	です。



438			PBR	(ポリシーベース	リダイレクト)

デバイス選択ポリシーの確認

F1690：クラスタ インターフェイスが見つからないため設定が無効です 
このフォルトは、サービス	 ノードのクラスタ	 インターフェイスが見つからないことを示し
ています。たとえば、デバイス選択ポリシーでクラスタ	 インターフェイスが指定されてい
ません。

解決策：クラスタ	 インターフェイスがデバイス選択ポリシーで指定されていて、コネクタ
名が正しいことを確認します	(次の図を参照)。

F1690：BD が見つからないため、設定が無効です
このフォルトは、サービス	 ノードの	 BD	 が見つからないことを示しています。たとえ
ば、BD	がデバイス選択ポリシーで指定されていません。
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解決策：BD	 がデバイス選択ポリシーで指定されていて、コネクタ名が正しいことを確認し
ます	(次の図を参照)。

F1690：無効なサービス リダイレクト ポリシーのため、設定が無効です 
このフォルトは、サービス	 グラフのサービス機能でリダイレクトが有効になっているにも
かかわらず、PBR	ポリシーが選択されていないことを示します。

解決策：デバイス選択ポリシーで	PBR	ポリシーを選択します	(下の図)。

デバイス選択ポリシーの論理インターフェイス設定
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Forwarding 

この章では、PBR	転送パスのトラブルシューティング手順について説明します。

1. VLAN が展開され、エンドポイントがリーフ ノードで学習されていることを確認します。
サービス	グラフが正常に展開されると、サービス	ノードの	 EPG	 と	 BD	 が作成されます。
次の図に、カプセル化された	 VLAN	 ID	 とサービス	 ノード	 インターフェイス	 (サービス	
EPG)	 のクラス	 ID	 の確認先を示します。この例では、ファイアウォールのコンシューマ側
は、VLAN	encap	1000	を持つクラス	ID	16386	であり、ファイアウォールのプロバイダ側は	
VLAN	encap	1102	を持つクラス	ID	49157	です。

ロケーションは	[テナント	(Tenant)]	>	[サービス	(Services)]	>	[L4-L7]	>	[展開済みのグラフイ
ンスタンス	(Deployed	Graph	instances)]	>	[機能ノード	(Function	Nodes)]	です。

サービス ノード
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Pod1-Leaf1# show endpoint vrf Prod:VRF1  
Legend:   
s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged          
R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span               
D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr           
L - local            E - shared-service   
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+ 
         VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface 
         Domain                          VLAN            IP Address        IP Info    
+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+    
53                                        vlan-1000    0050.56af.3c60 LV                        po1   
Prod:VRF1                                 vlan-1000   192.168.101.100 LV                        po1   
59                                        vlan-1102    0050.56af.1c44 LV                        po1   
Prod:VRF1                                 vlan-1102   192.168.102.100 LV                        po1

サービス ノード インターフェイス クラス ID

これらの	VLAN	は、サービス	ノードが接続されているサービス	リーフ	ノードイ	ンターフェ
イスに展開されます。VLAN	の展開とエンドポイントの学習ステータスは、サービス	リーフ	
ノード	CLI	で「show	vlan	extended」と「show	endpoint」を使用して確認できます。
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サービス	ノードのエンドポイント	IP	が	ACI	ファブリックのエンドポイントとして学習され
ていない場合は、サービス	 リーフとサービス	 ノード間の接続または設定に問題がある可能
性が最も高くなります。次のステータスを確認してください。

•		 サービス	ノードは、正しいリーフ	ダウン	リンク	ポートに接続されています。

-		 サービス	 ノードが物理ドメイン内にある場合は、リーフのスタティックパ
スと	Encap	VLAN	を論理デバイスで定義する必要があります。

-		 サービス	ノードが	VMM	ドメイン内にある場合は、VMM	ドメインが動作し
ていることと、サービス	 グラフによって作成されたポート	 グループがサー
ビス	ノード	VM	に正しく接続されていることを確認してください。

•		 サービス	ノードまたはサービス	ノード	VM	が存在するハイパーバイザに接続されて
いるリーフ	ダウン	リンク	ポートが稼働しています。

•		 サービス	ノードに正しい	VLAN	と	IP	アドレスがあります。

•		 サービス	リーフとサービス	ノード間の中間スイッチには、正しい	VLAN	設定があり
ます。

2. 期待されるトラフィック パスの確認 
サービス	ノード	エンドポイントが	ACI	ファブリックで学習されていて、PBR	が有効になっ
ていてもエンドツーエンド	 トラフィックが停止する場合、次のトラブルシューティング手
順は期待されるトラフィック	パスが何か確認することです。

図「PBR	転送パスの例：コンシューマからプロバイダ」および「PBR	転送パスの例：プロバ
イダからコンシューマ」では、コンシューマ	 エンドポイントおよびプロバイダ	 エンドポイ
ント間で	PBR	を使用して、ファイアウォールを挿入した転送パス例を説明しています。これ
は、エンドポイントがリーフ	ノードですでに学習されていることを前提としています。
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PBR 転送パスの例：コンシューマからプロバイダ

注:	送信元	MAC	は	ACI	リーフ	MAC	に変更されないため、コンシューマ	エンドポイント
および	PBR	ノードが同じ	BD	内にない場合は、PBR	ノードで送信元	MAC	ベース転送を
使用しないでください。
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PBR 転送パスの例：プロバイダからコンシューマ

注：コンシューマまたはプロバイダのいずれかのリーフで	 PBR	 ポリシーが適用される
ときに	ACI	PBR	が行うことは、「PBR	転送パスの例：コンシューマからプロバイダ」
および「PBR	 転送パスの例：プロバイダからコンシューマ」の図で示すように、宛先	
MAC	 の書き換えであるか示すことが重要です。送信元エンドポイントと、PBR	 宛先	
MAC	が同じリーフにある場合でも、PBR	宛先	MAC	へ到達すると、常にスパイン	プロ
キシを使用します。
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図「PBR	 転送パスの例：コンシューマからプロバイダ」および「PBR	 転送パスの例：プロ
バイダからコンシューマ」はトラフィックがリダイレクトされる場所と、ポリシーがコン
トラクト設定およびエンドポイント学習ステータスに応じて適用される場所の例を示して
います。表「ポリシー適用」は、ポリシーが単一の	 ACI	 サイト内で適用される場合を要約
しています。複数のサイトでポリシーが適用される場所は異なります。



シナリオ VRF 適用モード コンシューマ プロバイダー ポリシーの適用

VRF 内

入力/出力 EPG EPG

•     宛先エンドポイントが
学習されている：入力リーフ*

•     宛先エンドポイントが
学習されていない：出力リーフ

入力 EPG L3Out	EPG コンシューマ	 リーフ	 (非ボーダーリー
フ)

入力 L3Out	EPG EPG プロバイダ	リーフ	(非ボーダーリーフ)

出力 EPG L3Out	EPG

ボーダーリーフ	 ->	 非ボーダーリーフト
ラフィック

•     宛先エンドポイントが

学習されている：ボーダーリーフ

•     宛先エンドポイントが

学習されている:	非ボーダーリーフ

非ボーダーリーフ->	 ボーダーリーフト
ラフィック

•     ボーダーリーフ

出力 L3Out	EPG EPG

入力/出力 L3Out	EPG L3Out	EPG 入力リーフ*

VRF 内

入力/出力 EPG EPG コンシューマ	リーフ

入力/出力 EPG L3Out	EPG コンシューマ	リーフ	(非境界リーフ)

入力/出力 L3Out	EPG EPG 入力リーフ*

入力/出力 L3Out	EPG L3Out	EPG 入力リーフ*
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ポリシーはどこに適用されますか?

*ポリシーの適用は、パケットによって最初のリーフがヒットしたときに適用されます。
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例について説明します。

•		 VRF1	の	L3Out	EPG	内の外部エンドポイントが	VRF1 で	Web	EPG	のエンドポイント
にアクセスしようとし、VRF1	 が入力適用モードに設定されている場合、トラフィッ
クはコントラクト方向に関係なく、Web	EPG	内のエンドポイントが存在するリーフ
によってリダイレクトされます。

•		 VRF1	のコンシューマ	Web	EPG	のエンドポイントが	VRF1	のプロバイダ	App	EPG	の
エンドポイントにアクセスしようとして、エンドポイントがコンシューマおよびプ
ロバイダ	リーフ	ノード
で学習されると、トラフィックは入力リーフによってリダイレクトされます。

•		 コンシューマ	Web	EPG	内のエンドポイントが	VRF2	のプロバイダ	App	EPG	のエン
ドポイントにアクセスしようとすると、VRF	 適用モードに関係なく、コンシューマ	
エンドポイントが存在するコンシューマ	 リーフによってトラフィックがリダイレク
トされます。

3. トラフィックがサービス ノードにリダイレクトされるかどうかを確認します。
期待される転送パスがクリアになると、ELAM	を使用して、スイッチ	ノード上にトラフィック
が到着したかどうかを確認し、スイッチ	ノードで転送の決定を確認できます。ELAM	の使用方
法については、「ファブリック内転送」の章の「ツール」の項を参照してください。

たとえば、図「PBR	 転送パスの例：コンシューマからプロバイダ」でトラフィック	 フロー
を追跡するため、コンシューマからプロバイダへのトラフィックがリダイレクトされるか
確認するためにこれらをキャプチャできます。

•		 コンシューマ	リーフ上のダウン	リンク	ポートは	1	と	2	を確認します	(トラフィック
はコンシューマ	リーフに到着し、PBR	が適用されます)。

•		 スパイン	ノードのファブリック	ポートで	3	を確認します	(トラフィックはスパイン	
プロキシに送信されます)。

•		 サービス	リーフ上のファブリック	ポートで	4	を確認します	(トラフィックはサービ
ス	リーフに到達します)。

次に、サービス	 ノードから返されたトラフィックがプロバイダに送信されるかどうかを確
認するために、これらをキャプチャできます。

•		 サービスリーフ上のダウン	リンク	ポートで	5	および	6	を確認します	(トラフィック
はサービス	ノードから戻され、許可されます)。
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•		 スパイン	ノード上のファブリック	ポートで	 7	を確認します	 (トラフィックはスパイ
ンによってプロバイダ	リーフに送信されます)。

•		 プロバイダ	リーフのファブリック	ポートで	8	を確認します	(トラフィックはサービ
ス	リーフに到着し、プロバイダ	エンドポイントに送信されます)。

注：コンシューマとサービス	ノードが同じリーフの下にある場合は、同じ送信元	 IP	と
宛先	 IP	 を使用しています。そのため、ELAM	 を取って図「PBR	 転送パスの例：コン
シューマからプロバイダ」の	1	または	5	を特に確認するためには、送信元/宛先	IP	に加
えて、インターフェイスまたは送信元	MAC	を指定します。

コンシューマからプロバイダへのトラフィックがサービス	 ノードにリダイレクトされても
サービス	リーフに戻らない場合、一般的な間違いのため次のことを確認してください。

•		 サービス	ノードのルーティング	テーブルが、プロバイダのサブネットに到達します。

•		 サービス	ノードの	ACL	などのセキュリティ	ポリシーによってトラフィックが許可さ
れます。

トラフィックがリダイレクトされ、プロバイダに到達した場合は、同様の方法でプロバイ
ダからコンシューマへのリターン	トラフィック	パスを確認してください。

4. リーフ ノードでプログラミングされたポリシーを確認します。
それに応じてトラフィックが転送またはリダイレクトされない場合、次のトラブルシュー
ティング手順は、リーフ	 ノードでプログラミングされているポリシーを確認することで
す。このセクションでは、例としてゾーニング	 ルールと	 contract_parser	 を示します。ゾ
ーニング	 ルールを確認する方法の詳細については、「セキュリティ	 ポリシー」の章の「ツ
ール」を参照してください。

注:	ポリシーは、リーフの	EPG	展開ステータスに基づいてプログラムされます。このセ
クションの	 show	コマンドの出力では、サービス	ノードのコンシューマ	EPG、プロバ
イダ	EPG、および	EPG	を持つリーフが使用されます。

「show zoning-rule」コマンドの使用 
下の図と「show	 zoning-rule」出力では、サービス	グラフ展開前のゾーニング	ルールを説
明しています。
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Pod1-Leaf1# show zoning-rule scope 2752513  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------------+----------+----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  |    Name    |  Action  |       Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------------+----------+----------------------+  
|   4237  | 32772  | 32773  |    8     |     bi-dir     | enabled | 2752513 | web-to-app |  permit  |    fully_qual(7)     |  
|   4172  | 32773  | 32772  |    9     | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 | web-to-app |  permit  |    fully_qual(7)     |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------------+----------+----------------------+

サービス グラフ展開前のゾーニング ルール

VRF	スコープ	ID	は、[テナント	(Tenant)]	>	[ネットワーク	(Network)]	>	[VRF]	にあります。

サービス	 グラフを展開すると、サービス	 ノードの	 EPG	 が作成され、コンシューマとプロ
バイダ	 EPG	 の間のトラフィックをリダイレクトするためのポリシーが更新されます。下の
図と下の「show	 zoning-rule」出力では、サービス	グラフ展開後のゾーニング	ルールを説
明しています。この例では、pcTag	32772	(Web)	から	pcTag	32773	(App)	へのトラフィック
は「destgrp-27」	 (サービス	 ノードのコンシューマ側)	 にリダイレクトされ、pcTag	 32773	
(App)	から	pcTag	32772	(Web)	へのトラフィックは「destgrp-28」	(サービス	ノードのプロ
バイダ側)	にリダイレクトされます。
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サービス グラフの展開後のゾーニング ルール

Pod1-Leaf1# show zoning-rule scope 2752513   

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  | Name |       Action      |       Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  
...  
|   4213  | 16386  | 32772  |    9     |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    fully_qual(7)     |  
|   4249  | 49157  | 32773  | default  |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    src_dst_any(9)    |  
|   4237  | 32772  | 32773  |    8     |     bi-dir     | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-28) |    fully_qual(7)     |  
|   4172  | 32773  | 32772  |    9     | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-28) |    fully_qual(7)     |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+

各	destgrp	の宛先情報は、「show	service	redir	info」コマンドを使用して見つけることが
できます。
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Pod1-Leaf1# show service redir info  

============================================================================================    
LEGEND   

TL: Threshold(Low)  |  TH: Threshold(High) |  HP: HashProfile  |  HG: HealthGrp  | BAC: Backup-Dest |  TRA: Tracking  | RES: Resiliency    
============================================================================================    
List of Dest Groups   

GrpID Name            destination                                 HG-name           BAC  operSt     operStQual      TL   TH   HP   TRAC RES    
===== ====            ===========                                 ==============    ===  =======    ============    ===  ===  ===  ===  ===    
28    destgrp-28      dest-[192.168.102.100]-[vxlan-2752513]      Not attached      N    enabled    no-oper-grp     0    0    sym  no   no     
27    destgrp-27      dest-[192.168.101.100]-[vxlan-2752513]      Not attached      N    enabled    no-oper-grp     0    0    sym  no   no    

List of destinations  

Name                                          bdVnid             vMac                    vrf         operSt     operStQual      HG-name                            
====                                          ======             ====                    ====        =====      =========       =======                            
dest-[192.168.102.100]-[vxlan-2752513]        vxlan-16023499     00:50:56:AF:1C:44       Prod:VRF1   enabled    no-oper-dest    Not attached                       
dest-[192.168.101.100]-[vxlan-2752513]        vxlan-16121792     00:50:56:AF:3C:60       Prod:VRF1   enabled    no-oper-dest    Not attached                       
...

ゾーニング	 ルールがそれに応じてプログラムされていますが、トラフィックがリダイレク
トまたは転送されない場合は、よくある間違いですので次の点を確認してください。

•		 送信元または宛先クラス	ID	が期待されるものになっているか	ELAM	を使用して確認
します。それ以外の場合は、間違っているクラス	ID	と、パスや	Encap	VLAN	などの	
EPG	導出基準を確認してください。

•		 送信元と宛先のクラス	 ID	 が期待されるものになっており、PBR	 ポリシーが適用さ
れているにもかかわらずトラフィックが	PBR	ノードに到達していない場合は、redir	
アクション	(「show	service	redir	info」)	にある	destgr	の	IP、MAC、VRF	が正しい
ことを確認してください	

デフォルトでは、コンシューマ	EPG	からサービス	ノード	(コンシューマ側)	およびプロ
バイダ	EPG	からサービス	ノード	(プロバイダ側)	の許可ルールは、PBR	が有効になって
いる場合プログラムされていません。したがって、コンシューマまたはプロバイダのエ
ンドポイントは、デフォルトでサービス	 ノードと直接通信することはできません。こ
のトラフィックを許可するには、Direct	Connect	オプションを有効にする必要がありま
す。使用例については、「その他のトラフィック	フローの例」で説明されています。
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Pod1-Leaf1# contract_parser.py --vrf Prod:VRF1 
Key: 
[prio:RuleId] [vrf:{str}] action protocol src-epg [src-l4] dst-epg [dst-l4] [flags][contract:{str}] [hit=count]  

[7:4213] [vrf:Prod:VRF1] permit ip tcp tn-Prod/G-Prod-ASAv-VM1ctxVRF1/C-consumer(16386) eq 80 tn-Prod/ap- 
app1/epg-Web(32772)  [contract:uni/tn-Prod/brc-web-to-app] [hit=0] 
[7:4237] [vrf:Prod:VRF1] redir ip tcp tn-Prod/ap-app1/epg-Web(32772) tn-Prod/ap-app1/epg-App(32773) eq 80   
[contract:uni/tn-Prod/brc-web-to-app] [hit=0] 
                               destgrp-27 vrf:Prod:VRF1 ip:192.168.101.100 mac:00:50:56:AF:3C:60 bd:uni/tn- 
Prod/BD-Service-BD1  
[7:4172] [vrf:Prod:VRF1] redir ip tcp tn-Prod/ap-app1/epg-App(32773) eq 80 tn-Prod/ap-app1/epg-Web(32772)   
[contract:uni/tn-Prod/brc-web-to-app] [hit=0] 
                               destgrp-28 vrf:Prod:VRF1 ip:192.168.102.100 mac:00:50:56:AF:1C:44 bd:uni/tn-
Prod/BD-Service-BD2 
[9:4249] [vrf:Prod:VRF1] permit any tn-Prod/G-Prod-ASAv-VM1ctxVRF1/C-provider(49157) tn-Prod/ap-app1/epg-
App(32773) [contract:uni/tn-Prod/brc-web-to-app] [hit=15]   
...

contract_parser の使用 
contract_parser	ツールは、ポリシーの確認にも役立ちます。C-consumer	はサービス	ノー
ドのコンシューマ側であり、C-provider	はサービス	ノードのプロバイダ側です。
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その他のトラフィックの例 

この項では、他の一般的なトラフィック	 フローの例を考慮して、トラブルシューティング
に必要なフローを特定します。トラブルシューティングの手順については、この項の前の
章を参照してください。

1

2

3

SNAT	のないロードバランサー：

-

-

この例では、コンシューマ	EPG	Web	およびプロバイダ	EPG	App	には、ロ
ード	バランサー	サービス	グラフを使用したコントラクトがあります。App	
EPG	のエンドポイントは、ロード	バランサー上の	VIP	に関連付けられてい
る実際のサーバです。

ロードバランサーへの	 PBR	 は、プロバイダからコンシューマのトラフィッ
ク方向で有効です。

SNAT	のないファイアウォールおよびロードバランサー：

-	

-	

-

この例では、コンシューマ	 EPG	 Web	 およびプロバイダ	 EPG	 App	 には、
ファイアウォールとロード	バランサー	サービス	グラフを使用したコントラ
クトがあります。App	 EPG	 のエンドポイントは、ロードバランサーの	 VIP	
に関連付けられている実際のサーバです。

ファイアウォールへの	PBR	は両方向で有効です。

ロードバランサーへの	 PBR	 は、プロバイダからコンシューマのトラフィッ
ク方向で有効です。

共有サービス	(VRF	間コントラクト)：

-	

-	

-

この例では、コンシューマ	 EPG	 Web	 およびプロバイダ	 EPG	 App	 には、
ファイアウォール	 サービス	 グラフを使用したコントラクトがありま
す。EPG	Web	および	EPG	アプリは異なる	VRF	にあります。

ファイアウォールへの	PBR	は両方向で有効です。

ファイアウォールは	VRF	の間にあります。
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1. SNAT のないロードバランサー 
これは、双方向	PBR	または単方向	PBR	として展開できます。単方向のネットワークの	1	つ
の使用例として、送信元ネットワーク	アドレス変換	(NAT)	を使用しないロード	バランシン
グ統合があります。ロードバランサーが送信元	NAT	を実行している場合は、PBR	は必要あ
りません。

トラフィック パスの例 
次の図は、2	つの接続を使用したコンシューマ	EPG	Web	からプロバイダ	EPG	App	への着信
トラフィック	フローの例を示しています。1	つはコンシューマ	EPG	Web	内のエンドポイン
トからロードバランサー	VIP	へのものであり、もう	1	つはプロバイダ	EPG	App	のロードバラ
ンサーからエンドポイントへのものです。着信トラフィックは	VIP	を宛先とするため、VIP	
が到達可能である場合、トラフィックは	PBR	なしでロード	バランサーに到達します。ロー
ドバランサーは、VIP	に関連付けられている	EPG	アプリケーション内のエンドポイントの	1	
つに宛先	IP	を変更しますが、送信元	IP	は変換しません。これにより、トラフィックはプロ
バイダのエンドポイントに送信されます。
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SNAT 転送パスのないロードバランサーの例：コンシューマから VIP およびロード 
バランサーの PBR がないプロバイダ
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下の図では、プロバイダ	EPG	App	からコンシューマ	EPG	Web	へのリターン	トラフィック	
フローを説明しています。リターン	トラフィックは元の送信元	 IP	を宛先としているため、
リターン	トラフィックがロード	バランサーに戻るようにするには	PBR	が必要です。それ以
外の場合、コンシューマ	エンドポイントは、送信元	IP	が	VIP	ではなくプロバイダ	エンドポ
イントであるトラフィックを受信します。ACI	 ファブリックなどの中間ネットワークがパ
ケットをコンシューマ	 エンドポイントに送り返しても、コンシューマ	 エンドポイントがプ
ロバイダ	 エンドポイントへのトラフィックを開始しないため、そのようなトラフィックは
ドロップします。

プロバイダ	エンドポイントからコンシューマ	エンドポイントへのトラフィックがロード	バ
ランサーにリダイレクトされた後、ロード	バランサーは送信元	IP	を	VIP	に変更します。そ
の後、トラフィックはロードバランサから戻され、トラフィックはコンシューマ	 エンドポ
イントに戻ります。
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SNAT 転送パスのないロード バランサーの例：PBR でのプロバイダからコンシューマ
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リーフ ノードでプログラミングされたポリシー 
下の図と下の「show	zoning-rule」出力では、サービス	グラフ展開後のゾーニング	ルールを
説明しています。この例では、pctag	32772	(Web)	から	pcTag	16389	(サービス	LB)	へのトラ
フィックが許可され、pcTag	16389	(サービス	LB)	から	pcTag	32773	(App)	へのトラフィック
が許可され、pcTag	32773	(App)	から	pcTag	32772	(Web)	へのトラフィックは「destgrp-31」	
(ロードバランサー)	にリダイレクトされます。

サービス グラフ展開後のゾーン分割：SNAT のないロードバランサー
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Pod1-Leaf1# show zoning-rule scope 2752513  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  

| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  | Name |       Action      |       Priority       |  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  

|   4248  | 16389  | 32773  | default  |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    src_dst_any(9)    |  

|   4143  | 32773  | 32772  |    9     |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-31) |    fully_qual(7)     |  

|   4234  | 16389  | 32772  |    9     | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 |      |       permit      |    fully_qual(7)     |  

|   4133  | 32772  | 16389  |    8     |     bi-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    fully_qual(7)     |  

...

デフォルトでは、プロバイダ	 EPG	 (pcTag	 32773)	 からサービス	 LB	 (pcTag	 16389)	 への
許可ルールはプログラムされていません。ロードバランサーからプロバイダ	 エンドポ
イントへのヘルスチェックのために、これらの間の双方向通信を許可するには、接続の	
Direct	Connect	オプションを	True	に設定する必要があります。ロケーションは	[テナント	
(Tenant)]	>	[L4-L7]	>	[サービス	グラフ	テンプレート	(Service	Graph	Templates)]	>	[ポリシ
ー	(Policy)]	です。デフォルト値は	[False]	です。

Direct Connect オプションの設定
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Pod1-Leaf1# show zoning-rule scope 2752513  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  

| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  | Name |       Action      |       Priority       |  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  

|   4248  | 16389  | 32773  | default  |     bi-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    src_dst_any(9)    |  

|   4143  | 32773  | 32772  |    9     |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-31) |    fully_qual(7)     |  

|   4234  | 16389  | 32772  |    9     | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 |      |       permit      |    fully_qual(7)     |  

|   4133  | 32772  | 16389  |    8     |     bi-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    fully_qual(7)     |  

|   4214  | 32773  | 16389  | default  | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 |      |       permit      |    src_dst_any(9)    |  

+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+

それはプロバイダ	EPG	(32773)	からサービス	LB	(16389)	への許可ルールを次のように追加します。

2. トラフィック フローの例：SNAT のないファイアウォールとロー
ドバランサー

最初のノードとしてファイアウォールを、2	番目のノードとしてロード	バランサーなど、PBR	
はサービス	グラフで複数のサービス機能を展開できます。

トラフィック パスの例 
次の図は、2	つの接続を使用したコンシューマ	EPG	Web	からプロバイダ	EPG	App	への着
信トラフィック	フローの例を示しています。1	つはファイアウォールを介したコンシューマ	
EPG	Web	内のエンドポイントからロードバランサー	VIP	へのものであり、もう	1	つはプロ
バイダ	EPG	App	のロードバランサーからエンドポイントへのものです。VIP	を宛先とする
着信トラフィックはファイアウォールにリダイレクトされ、次に	PBR	のないロード	バラン
サーに移動します。ロードバランサーは、VIP	に関連付けられているアプリケーション	EPG	
内のエンドポイントの	1	つに宛先	IP	を変更しますが、送信元	IP	は変換しません。次に、ト
ラフィックはプロバイダのエンドポイントに送信されます。
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SNAT 転送パスのないファイアウォールおよびロード バランサーの例：コンシューマから 
VIP およびロード バランサーからプロバイダ
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SNAT 転送パスのないファイアウォールおよびロード バランサーの例：コンシューマから 
VIP およびロード バランサーからプロバイダ (続き) 

下の図では、プロバイダ	EPG	アプリからコンシューマ	EPG	Web	へのリターン	トラフィッ
ク	 フローを説明しています。リターン	 トラフィックは元の送信元	 IP	 を宛先としているた
め、リターン	トラフィックがロード	バランサーに戻るようにするには	PBR	が必要です。

プロバイダ	エンドポイントからコンシューマ	エンドポイントへのトラフィックがロード	バ
ランサーにリダイレクトされた後、ロード	バランサーは送信元	IP	を	VIP	に変更します。ト
ラフィックはロードバランサーから戻り、ファイアウォールにリダイレクトされます。
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その後、トラフィックはファイアウォールから戻され、コンシューマ	 エンドポイントに戻
ります。

SNAT 転送パスのないファイアウォールおよびロードバランサーの例：プロバイダから 
コンシューマ
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SNAT 転送パスのないファイアウォールおよびロードバランサーの例：プロバイダからコンシューマ (続き)

リーフ ノードでプログラミングされたポリシー 
以下の図と「show	 zoning-rule」の出力は、サービス	 グラフ展開後のゾーニング	 ルールを
示しています。この例では、pcTag	 32772	 (Web)	 から	 pcTag	 16389	 (サービス	 LB)	 へのトラ
フィックは「destgrp-32」	(ファイアウォールのコンシューマ側)	にリダイレクトされ、pcTag	
32773	(App)	から	pcTag	32772	(Web)	へのトラフィックは「destgrp-33」	(ロードバランサー)	に
リダイレクトされ、pcTag	16389	(サービス	LB)	から	pcTag	32772	(Web)	へのリダイレクトは、
「destgrp-34」	(ファイアウォールのプロバイダ側)	にリダイレクトされます。
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Pod1-Leaf1# show zoning-rule scope 2752513  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  | Name |       Action      |       Priority       |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+  
|   4236  | 32772  | 16389  |    8     |     bi-dir     | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-32) |    fully_qual(7)     |  
|   4143  | 32773  | 32772  |    9     |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-33) |    fully_qual(7)     |  
|   4171  | 16389  | 32773  | default  |     bi-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    src_dst_any(9)    |  
|   4248  | 16389  | 32772  |    9     | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-34) |    fully_qual(7)     |  
|   4214  | 32774  | 32772  |    9     |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    fully_qual(7)     |  
|   4244  | 32775  | 16389  | default  |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |    src_dst_any(9)    |  
|   4153  | 32773  | 16389  | default  | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 |      |       permit      |    src_dst_any(9)    |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+----------------------+

サービス グラフ展開後のゾーン分割：SNAT 転送パスのないファイアウォールおよび 
ロードバランサー
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上の例では、ロードバランサーおよびプロバイダ	 EPG	 のプロバイダ側との接続で	 Direct	
Connect	 オプションが	 [True]	 に設定されています。ロード	バランサーからプロバイダ	エ
ンドポイントへのヘルスチェックを有効にする必要があります。ロケーションは	 [テナント	
(Tenant)]	>	[L4-L7]	>	[サービス	グラフ	テンプレート	(Service	Graph	Templates)]	>	[ポリシ
ー	(Policy)]	です。図「Direct	Connect	オプションの設定」を参照してください。

3. 共有サービス (VRF 間コントラクト) 

VRF	間コントラクトでは、PBR	を有効にすることができます。ここでは、EPG	から	EPG	の	
VRF	 間コントラクトの場合にゾーニング	 ルールがどのようにプログラムされるかについて
説明します。

リーフ ノードでプログラミングされたポリシー 
EPG	から	EPG	の	VRF	間コントラクトの場合、ポリシーはコンシューマ	VRF	に常に適用さ
れます。したがって、リダイレクションはコンシューマ	 VRF	 で発生します。その他の組み
合わせについては、「転送」セクションの「ポリシーが適用されている場所」の表を参照
してください。

下の図と下の「show	 zoning-rule」出力では、サービス	 グラフ展開後のゾーニング	 ルー
ルを説明しています。この例では、pcTag	 32772	 (Web)	から	 pcTag	 10936	 (App)	へのトラ
フィックは「destgrp-36」	(サービス	ノードのコンシューマ側)	にリダイレクトされ、pcTag	
10936	(App)	から	pcTag	32772	(Web)	へのトラフィックは「destgrp-35」	(サービス	ノード
のプロバイダ側)	にリダイレクトされます。両方ともコンシューマ	VRF	である	VRF1	に適用
されます。pcTag	32776	(ファイアウォールのコンシューマ側)	から	pcTag	32772	(Web)	への
トラフィックは、VRF1	で許可されます。
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Pod1-Leaf1# show zoning-rule scope 2752513  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+------------------------+  
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |      Dir       |  operSt |  Scope  | Name |       Action      |        Priority        |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+------------------------+  
|   4191  | 32776  | 32772  |    9     |    uni-dir     | enabled | 2752513 |      |       permit      |     fully_qual(7)      |  
|   4143  | 10936  | 32772  |    9     | uni-dir-ignore | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-35) |     fully_qual(7)      |  
|   4136  | 32772  | 10936  |    8     |     bi-dir     | enabled | 2752513 |      | redir(destgrp-36) |     fully_qual(7)      |  
+---------+--------+--------+----------+----------------+---------+---------+------+-------------------+------------------------+

サービス グラフ展開後のゾーニング ルール：VRF 間コントラクト
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Pod1-Leaf1# show zoning-rule scope 2555904 
+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------+----------+----------------------+ 
| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |   Dir   |  operSt |  Scope  | Name |  Action  |       Priority       | 
+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------+----------+----------------------+ 
|   4249  | 49157  | 10936  | default  | uni-dir | enabled | 2555904 |      |  permit  |    src_dst_any(9)    | 
+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+------+----------+----------------------+

pcTag	49157	(ファイアウォールのプロバイダ側)	から	pcTag	10936	(App)	へのトラフィック
は、両方とも	VRF2	にあるため	VRF2	で許可されます。



ファブリック  
アップグレード
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概要

ACI	ファブリックは、明確に定義されたワークフローを使用して、多数のシステム	 (APIC、
リーフ	ノード、およびスパイン)	のアップグレードを可能にします。

この章では、アップグレード	 プロセスの前、実行中、および後に実行する必要がある特定
の手順と検証について説明します。推奨事項とガイドラインは、プロセス全体で最大限の可
用性を確保すること、および最終的にアップグレード手順を成功させることについて、可能
な限り考慮しています。

このセクションでは、APIC	CIMC	やスイッチ	EPLD/FPGA/BIOS	のアップグレード	シナリ
オなどの特定の領域についても説明します。

アップグレード手順に関する	Cisco	の推奨事項は、Cisco.com	で入手可能な公式ガイドライ
ン、リリース	 ノート、アドバイザリ、およびドキュメントに従ってアップグレードを準備
することに重点を置いています。何らかの理由でアップグレードが失敗する場合は、このド
キュメントの基本的なトラブルシューティングのシナリオを推奨します。アップグレードに
失敗した場合の影響を制限するために、Cisco	 では、エキスパートのガイダンスと支援を求
めて	Cisco	TAC	に連絡することを推奨しています。
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アップグレード前の検証

ACI	ファブリックをアップグレードする際には、適切な計画と準備を行うことを強く推奨し
ます。これらの準備を容易にするために、Cisco	 は、予測可能で信頼性の高いアップグレー
ドを実現するために利用できる、複数のマニュアルやツールをご用意しています。予期し
ない結果が発生した場合は、潜在的なフォールバック計画についてさらに考慮する必要が
あります。

クラスタの状態の確認 

APIC	クラスタの健全性は、ファブリック	アップグレードの前に検証する必要があります。
問題または異常が発見された場合は、続行する前に、さらにトラブルシューティングと解
決を行う必要があります。

admin@bdsol-aci12-apic1:~> acidiag cluster    
Admin password:   
Product-name = APIC-SERVER-M1    
Serial-number = FCH1906V1XV    
Running...   

Checking Core Generation: OK   
Checking Wiring and UUID: OK   
Checking AD Processes: Running   
Checking All Apics in Commission State: OK   
Checking All Apics in Active State: OK   
Checking Fabric Nodes: OK   
Checking Apic Fully-Fit: OK   
Checking Shard Convergence: OK    
Checking Leadership Degration: Optimal leader for all shards   
Ping OOB IPs:    
APIC-1: 10.48.22.69 - OK    
APIC-2: 10.48.22.70 - OK    
APIC-3: 10.48.22.71 - OK    
Ping Infra IPs:    
APIC-1: 10.0.0.1 - OK    
APIC-2: 10.0.0.2 - OK    
APIC-3: 10.0.0.3 - OK    
Checking APIC Versions: Same (4.2(1c))    
Checking SSL: OK

Done!
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アップグレード チェックリスト 

ACI	アップグレード準備では最初に、常に	Cisco.com	にある「Cisco	ACI	アップグレードチ
ェックリスト」を確認する必要があります。

その他の重要な推奨事項を次に示します。

•		 ターゲット	ソフトウェア	バージョンに関する最新情報については、「リリース ノー
ト」を確認してください。

•		 アップグレードを開始する前に、フォルトがないかどうかを確認し、可能な場合は
修復してください。

•		 「ACI	モード	スイッチ	ハードウェア	サポート	マトリクス」に記載されている	ACI	モ
ード	スイッチの「ハードウェア サポート情報」を確認してください。

•		 「APIC	のアップグレード/ダウングレード	サポート	マトリクス」を使用して、適切
かつサポートされているアップグレード	パスを確認します。

•		 ACI	アップグレード	ベスト	プラクティスの確認：

-		 暗号化バックアップとパスフレーズがどのように機能するかを理解します。

-		 Cisco	APIC	ノードにインストールされているすべての	ACI	Apps	を無効にし
てから、それらのノードの	APIC	ソフトウェアをアップグレードします。

-		 アップグレードを実行する前に、ターゲット バージョンが正しく設定され
ていることを確認します。

-		 「/firmware」」パーティションが	 75%	 以上に達していないことを確認し
ます。

•		 Cisco	DC	App	Center	にある	StateChecker	(statechangechecker	とも呼ばれる)	を
使用して検証できます。

•		 「インストール	ノートと使用上のガイドライン」ドキュメントを参照してください。

•		 ファームウェアの管理を理解し、『Cisco	 APIC	 のインストール、アップグレード、
およびダウングレード	ガイド』の重要な注意事項を確認してください。
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•		 ファームウェア	 アップグレード	 モード	 (「今すぐアップグレード」と「後でアップ
グレードをスケジュールする」など)	を理解します。

•		 『Cisco	APIC	のインストール、アップグレード、およびダウングレード	ガイド』に
記載されている	 Cisco	 ACI	 ファブリックをアップグレードするためのワークフロー
を理解します。

•		 『Cisco	 APIC	 のインストール、アップグレード、およびダウングレードガイド』に
記載されている	Cisco	APIC	ノードおよびスイッチ	ソフトウェアのアップグレードを
理解します。

•		 『Cisco	 APIC	 のインストール、アップグレード、ダウングレードガイド』に記載さ
れている	Cisco	APIC	およびスイッチ	ソフトウェアをアップグレードします。

これらのチェックリストの詳細について、必ず確認してください。次に、最も重要な手順
について詳しく説明します。

最新情報をリリースノートで確認 
Cisco	では、リリース	ノートの重要性を十分に強調することはできません。これらの注意事
項は、確認されている問題、どのハードウェアがサポートされているか、検討する必要が
ある特定の考慮事項、その他特定のバージョン情報を示しています。対象バージョンのリ
リース	 ノートを正しく確認し、お読みください。問題がある場合は、Cisco	 TAC	 に連絡し
て、さらにサポートを求めてください。スイッチと	APIC	ソフトウェアの両方のリリースノ
ートがあることに注意してください。

アップグレード前のフォルト確認 
アップグレードする前に、システムのフォルトを確認してください。バージョン	4.2	では、
チェックされ上書きされない限り、特定の重大または主な障害がシステムでアクティブな
場合、ファブリックはアップグレードを拒否します。『Cisco	 APIC	 のインストール、アッ
プグレード、ダウングレード	 ガイド』の「ACI	 のアップグレードまたはダウングレードの
ブロッキング」セクションを参照してください。つまり、すべての深刻な障害と一部の重
大な障害によってアップグレードがブロックされます。

[アップグレード	 (upgrade)]	 ダイアログには、重大または対象となる主な障害があるファブ
リックでアップグレードを開始すると、次のように表示されます。
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重大な障害の警告

管理者は、上記のチェックボックスをオンにすることによって、これらのフォルトを許容
することができます。続行すると、ファブリックの健全性と正常なアップグレードの予想
に重大な影響を与える可能性があることに注意してください。

適切なアップグレード パスの決定 
サポートされているアップグレード	パスを確認し、考慮すべき警告を確認するには、「APIC	
のアップグレード/ダウングレード	サポート	マトリクス」ツールを参照してください。
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APIC のアップグレード/ダウングレードのサポート マトリクス

ツールを使用する場合は、下のセクションまでスクロールし、「対象リリース-オープン	 バ
グ」と「現在のリリース-バグ	ステータス」を確認して、提案されたアップグレード	パスの
影響を確認してください。

複数のパスが使用可能な場合、このツールはすべての可能なアップグレード	 パスを提供し
ます。3.2	(x)	や	4.2	(x)	などの「Long-Lived」の	APIC	バージョンを通過するパスを使用する
ことを強く推奨します。

Long-Lived	 リリースについては、「推奨される	 Cisco	 APIC」および「Cisco	 Nexus	 9000	
シリーズ	ACI	モード	スイッチ	リリース」のドキュメントを参照してください。
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暗号化バックアップとパスフレーズがどのように機能するかの理解 
APIC	 のバックアップでは、デフォルトで暗号化は使用されません。暗号化を使用するに
は、ユーザーがこの機能を手動で有効にし、暗号化と復号化に使用される特定のキー値
を設定する必要があります。一度定義されたキーを確認することはできません。これによ
り、キーをどこかに保存し、問題が発生したバックアップの復元を行うためにすぐに使用
できるようになることが重要になります。

ファブリック	 アップグレード中にバックアップから復元する必要がある問題が発生し
た場合は、必ず	Cisco	TAC	に連絡して次の手順を確認してください。

StateChecker アプリケーションの使用 
ACI	アプリケーションセンターには「状態変更チェッカー」と呼ばれるアプリケーションが
あります。これは、アップグレードの前後にファブリックの状態をキャプチャし、アップ
グレードの結果としてファブリックの状態に発生した変更を検証するのに役立ちます。

この機能は、次の状況で非常に役立ちます。

•		 リブート後、リーフまたはスパインの重要な設定が欠落していないことを確認し
ます。

-  たとえば、リブート時に外部デバイスがリブートに反応して、ルートが欠落
している可能性があります。

•		 リブート後に重複するポリシーが別の順序で適用される。

オブジェクト数に基づく変更の評価は、アップグレード中に何らかの問題が発生した
かどうかを理解するための完全な方法ではありません。オブジェクト数はバージョン
によって変わる可能性があります。ただし、影響がある場合は、ツールが調査の絞り
込みに役立つかどうか理解するために、このツールを参照することが重要です。

次に、アップグレードの前後にスナップショットが取得されたスパインの例を示します。
この例では、OSPF	ルートが欠落していることが確認されています。
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状態変更チェッカーの表示

削除された特定のオブジェクトは、赤色のテキストをドリルダウンすることによって確認
できます。

状態変更チェッカで [削除済み (Deleted)] セクションへのドリルダウン 

ospfRoute	オブジェクトをドリルダウンすることによって、さらに詳細を確認できます。
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状態変更チェッカー ospfUcNexthop クラスの詳細

さらにドリルダウンすると、削除が実際に発生したノードが確認できます。

状態変更チェッカー ospfUcNexthop クラスの詳細 

詳細情報で、どの	OSPF	ネクスト	ホップが削除されたかを示しています。

推奨されるアップグレード手順の順守 

ACI	 ファブリックをアップグレードする場合は、「Cisco	 APIC	 のインストール、アップグ
レード、ダウングレード」のガイドに記載されている推奨手順に従ってください。
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Cisco	ACI	ファブリックをアップグレードする手順の概要は次のとおりです。

•		 アップグレードおよびダウングレードの手順またはステップは、固有のリリースの
リリース	ノートに別途指示がない限り同一です。

•		 CIMC	ソフトウェアが宛先	APIC	ソフトウェアと相互運用するバージョンであること
を確認します。

•		 Cisco	ACI	コントローラ	イメージ	(Cisco	APIC	イメージ)	を	APIC	ファームウェア	リ
ポジトリにダウンロードします。

•		 APIC	ファームウェア	リポジトリに	Cisco	ACI	スイッチ	イメージをダウンロードし
ます。

•		 アプリケーション	ポリシー	インフラストラクチャ	コントローラ	(Cisco	APIC)	のクラ
スタをアップグレードします。

		 続行する前に、ファブリックが動作していて、APIC	 クラスタが「Fully	 Fit」状態で
あることを確認します。

•		 スイッチを複数のグループに分割して、グループ別にスイッチをアップグレード
し、各スイッチ	 グループをアップグレードした後にファブリックが動作しているこ
とを確認します。たとえば、スイッチを赤と青の	 2	 つのグループに分割してから、
次のアップグレード	プロセスに進みます。

1	

2	

3	

4	

5	

6

赤のグループのスイッチをアップグレードします。

スイッチの赤色グループのアップグレードが完了するまで待ちます。

ファブリックが動作していることを確認します。

青のグループのスイッチをアップグレードします。

スイッチの青色グループのアップグレードが完了するまで待ちます。

ファブリックが動作していることを確認します。
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CIMC	のアップグレードについては、この章の「CIMC」の項を参照してください。

ファブリックの規模に応じて、スイッチを	2	個以上のグループに分割します。
規模に応じて、一部のファブリックでは複数のファームウェア	 アップグレード	 グルー
プが必要となる場合があります。一度に	 1	 つの	 グループをアップグレードします。そ
うすると、アップグレード中にファブリック帯域幅が全体的に失われることはありま
せん。
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アップグレード中およびアップグレード後の
検証

概要 

前の「アップグレード前の検証」で説明したように、ACI	ファブリックのアップグレードに
は主に	2	段階の手順が含まれています。

•		 APIC	クラスタのアップグレード。

•		 ACI	ノードのアップグレード。

この章では、アップグレード	 プロセス中に実行することと実行しないことに関する推奨事
項について説明します。

アップグレード中に従うべきいくつかの一般的なルールを次に要約します。

•		 アップグレードの実行中にデバイスを強制的にリブートしないでください。

•		 アップグレードの実行中は、ACI	 ファブリックでポリシーを変更しないようにして
ください。

•		 アップグレードがトリガされたら、それ以上のアップグレード	 コマンドをプッシュ
しないでください。

•		 アップグレードの進行中にファブリック	 トポロジを変更しないでください。たと
えば、ノードの追加または削除、ケーブルの追加または取り外しは行わないでく
ださい。

上記のガイドラインから逸脱した場合は、ACI	 ファブリックの安定性と	 ACI	 ファブリッ
クのアップグレードで、元に戻せない影響を与える可能性があります。この章で説明した
ように、アップグレード	 プロセスが失敗した場合、または予期しない状態になった場合
は、TAC	エンジニアに相談することを強く推奨します。

APIC クラスタのアップグレード中 

APIC	クラスタのアップグレード	プロセス中は、一度に	 1	つのコントローラのみがリブート
のためダウンします。



482			ファブリック	アップグレード

APIC	 コントローラのアップグレードとリブートの時間は異なる場合があります。リブート
時に、APIC	 コントローラは他のコントローラのビューから消えます。これは予想どおりの
結果です。次の画面キャプチャで、APIC3	 はトリガされたコントローラのアップグレード
の結果として再起動されています。

ファームウェアアップグレード中の APIC：APIC のリロード
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ファームウェアアップグレード中の APIC：APIC の起動

1	時間以上経過しても	APIC	コントローラがオンラインにならない場合は、APIC	がアップグ
レードに失敗した可能性があります。

この場合は、次の検証を行うことができます。

•		 デバイスの電源	 LED	 が点灯していることを確認して、APIC	 コントローラの電源が
オンになっていることを確認します。

•		 ping、SSH、および	 HTTPS	 を使用して	 APIC	 コントローラが到達可能であること
を確認します。到達可能な場合、コントローラがユーザー	 クレデンシャルを受け入
れ、ログインに成功することを確認します。

•		 APIC	の現在の状態に関する詳細情報を収集するために、CIMC	経由で	KVM	コンソ
ールにアクセスします。

上記のチェックのいずれかが失敗した場合は、TAC	ケースをオープンして、Cisco	のエンジ
ニアが追加の検証とリカバリを支援できるようにします。
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APIC クラスタのアップグレード後 

APIC	クラスタのアップグレードが完了すると、APIC	コントローラは対象バージョンを実行
します。

アップグレード後の APIC ファームウェア 

コントローラはアクティブ	ステータスになり、健全性ステータスは「Fully	Fit」ステータス
になります。



ファブリック	アップグレード			485

APIC クラスタ ビュー

これらの検証は、APIC	CLI	の「show	version」と「show	controller」コマンドを使用して
行うこともできます。

APIC	 CLI	 から、「show	 firmware	 upgrade	 status」コマンドを使用してコントローラの
アップグレードをモニタおよび検証できます。

コントローラまたはスイッチノードがリロード中の場合、「ファームウェア	 アップグ
レード	ステータスの表示」の出力に表示されないことがあります。
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ノードのアップグレード中 

同じアップグレード	 グループのノードは、次のルールに当てはまらない限り、並行して
アップグレードされます。

•		 異なるポッドのノードを同時にアップグレードすることはできません。

•		 VPC	ペアのノードは並行してアップグレードできません。

このような場合、並行してアップグレードできないノードは、アップグレードのために
キューに入れられます。

たとえば、VPC	ペアが同じアップグレード	グループの一部である場合、APIC	GUI	によって
次のように表示されます。

同じアップグレード グループ内の VPC ノードのアップグレード
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Node: 101, Policy: pod1_leaf, Check constraint: Is VPC peer upgrading?, Result: fail, Details: Rejecting upgrade  
request from node: 101. VPC peer upgrading, node to retry periodically. Peer node: 10.2.72.64/32

VPC ノードのアップグレード：フォルト記録

上記の場合、ノード	101	は、次のメッセージと共にアップグレードのためにキューに入れら
れます。

ノードのアップグレードとリブートの時間は異なる場合があります。リブート時に、ノー
ドは	GUI	に	unknown	ステータスとして表示されます。これは予想どおりの結果です。次の
スクリーン	キャプチャでは、ノード	101	が再起動されています。
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ファブリック ノードのアップグレード：アップグレード中

1	 時間以上経過してもノードがオンラインにならない場合は、ノードのアップグレードに失
敗した可能性があります。

この場合は、次の検証を行うことができます。

•		 スイッチ	 シャーシの	 LED	 が点灯していることを確認して、ノードの電源がオンに
なっていることを確認します。

•		 ノードが	 ping	 および	 SSH	 を使用して到達可能であることを確認します。到達可能
な場合は、ノードがユーザー	 クレデンシャルを受け入れ、ログインに成功すること
を確認します。

•		 現在の状態に関する追加情報を収集するために、コンソール	 ポート経由でノードに
アクセスします。

上記のチェックのいずれかが失敗した場合は、TAC	ケースをオープンして、Cisco	のエンジ
ニアが追加の検証とリカバリを支援できるようにします。
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ノード アップグレード後 
ノードのアップグレードが実行されると、ノードは対象バージョンを実行します。

ノード ファームウェア：アップグレード後

この検証は、CLI	でコマンド「show	version」を使用して行うこともできます。

APIC	CLI	から、「show	 firmware	upgrade	status」コマンドを使用して、ノードのアップ
グレードをモニタおよび検証できます。

コントローラまたはスイッチノードがリロード中の場合、「ファームウェア	 アップグ
レード	ステータスの表示」の出力に表示されないことがあります。
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FPGA/EPLD/BIOS 

リーフまたはスパインをアップグレードするには、さまざまな 方法	があります。

1	

2	

3	

4

APIC	を使用してポリシーのアップグレード/ダウングレードを実行する。

NXOS	から	ACI	への変換を実行する。

USB	または	TFTP	を使用してローダ	プロンプトでイメージをロードする。

イメージ	(SCP、SFTP、USB	など)	をスイッチの「/bootflash」に転送し、「'setup-
bootvars.sh	<image>」コマンドを使用して、その後にデバイスをリロードする。

最初の方法では、FPGA/EPLD	および	BIOS	イメージが正しくアップグレードされているこ
とが常に保証されています。これはアップグレードまたはダウングレードを実行するため
に常にサポートされている方法です。

APIC	GUI	でポリシーのアップグレード/ダウングレードを使用することを強く推奨します。
これを行わなかった場合、FPGA、EPLD、および	BIOS	関連の障害が発生し、最悪の場合、
前面パネル	 ポートをアクティブ化できないデバイスが発生する可能性があります。このよ
うなシナリオでは、デバイスはファブリックに参加できないため、管理者は	APIC	GUI	を使
用して是正措置を実行できなくなります。

方法	 2、3、または	 4	 を使用する場合は、次の「F1582	 FPGA	 version	 mismatch	 detected.	
Running	 version:<0x(z)>	 Expected	 version:<0x(y)>」というエラーが発生するリスクがあ
ります。実行バージョン：<0x(z)>	Expected	version:<0x(y)>.。この問題を解決する方法に
ついては、「ファブリック検索」の章の「デバイスの交換」の項を参照してください。



アプライアンスの世代 部品番号 UCS モデル ベース

第 3 世代
APIC-L3 UCSC-C220-M5

APIC-M3 UCSC-C220-M5

第 2 世代
APIC-L2 UCSC-C220-M4

APIC-M2 UCSC-C220-M4

第 1 世代
APIC-L1 UCSC-C220-M3

APIC-M1 UCSC-C220-M3
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CIMC

概要

ここでは、Cisco Integrated Management Controller	 (CIMC)	の設定、モニタリング可能
なハードウェア項目、およびアップグレード手順について説明します。CIMC	は、すべての	
UCS	 C	 シリーズでライトアウト管理インターフェイスとして利用される、シャーシ内のハ
ードウェア	 コンポーネントに関する詳細情報を提供することを目的としたコンポーネント
です。これにより、サーバの電源状態の変更、リモート	 コンソール接続、ハードウェア	 モ
ニタリング用の	SNMP	アラートなどの機能が提供されます。ハードウェア	ファームウェア
と	APIC	オペレーティング	システム	(OS)	との互換性を確保するために、CIMC	を定期的に
アップグレードする必要があります。

ハードウェア モデル 
このマニュアルの執筆時点で、ACI	でサポートされている	APIC	が	3	世代があります。

APIC 世代
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CIMC 設定

APIC	の管理アドレスに到達不能である場合、CIMC	サーバは	APIC	サーバのトラブルシュー
ティング時に重要な役割を果たします。このような状況で	 CIMC	 を使用するには、リモー
ト	アクセス	(IP	アドレス、パスワードなど)	用に設定する必要があります。これは通常、サ
ーバに接続された物理キーボードとモニタを使用して設定されることに注意してください。

CIMC	は、APIC	アプライアンスの起動時に設定できます。これを行うには、BIOS POST	画
面で	F8	キーを押します。

APIC ブート アップ画面

CIMC	 設定ページでは、リモート	 アクセスを許可するパラメータを管理用ネットワークの
要件に従って設定できます。Dedicated mode	は
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ACI	ファブリックで正しい動作を行うために必要です。

CIMC 設定ユーティリティ

設定が完了すると、HTTPS	および	SSH	を使用して	CIMC	にアクセスできるはずです。

CIMC	内では、APIC	を適切に動作させるために、いくつかのハードウェア項目を表示して管
理することができます。ここでは、APIC	アプライアンス固有の項目について説明します。

Serial over LAN（SoL）

Serial	over	LAN	は、ユーザーの	SSH	セッションをコンソールへリダイレクトする	CIMC	の
機能です。これにより、ユーザーは	vKVM	のような	APIC	のリモート	コンソールを表示でき
ます。これは、ユーザーが	Java	または	HTML5 vkvm	コンソールでの操作に問題がある場
合に、代替として使用できます。
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C220-FCH1930V2Z7# scope sol  
C220-FCH1930V2Z7 /sol # set enabled yes  
C220-FCH1930V2Z7 /sol # commit  
C220-FCH1930V2Z7 /sol # show  
Enabled Baud Rate(bps)  Com Port SOL SSH Port  
------- --------------- -------- -------------  
yes     115200          com0     2400

C220-FCH1930V2Z7# connect host  
CISCO Serial Over LAN:  
Press Ctrl+x to Exit the session  

apic1 login:

C220-FCH1930V2Z7# scope chassis   
   C220-FCH1930V2Z7 /chassis # scope adapter 1   
   C220-FCH1930V2Z7 /chassis/adapter # show detail   
   PCI Slot 1:   
       Product Name: UCS VIC 1225   
       Serial Number: FCH19277ZTT   
       Product ID: UCSC-PCIE-CSC-02   
       Adapter Hardware Revision: 6   
       Current FW Version: 4.1(3a)

SoL	機能を有効にするには、CIMC	CLI	で次のコマンドを使用します。

有効にしたら、次のコマンドを使用してシリアル	コンソールに接続します。

SOL	を有効にするとオンボード	ハードウェア	コンソール	ポートが無効になることを確認し
てください。

LLDP 

LLDP	は、APIC	とリーフ間のファブリック検索と接続に不可欠なプロトコルです。APIC	の
ファブリック	ポートに使用される	 Cisco VIC アダプタは、LLDP	 パケットの生成にも対応
しています。APIC	アプライアンスは、デフォルトでは	VIC	で	LLDP	が無効な状態で出荷さ
れ、有効になっている場合は正しく動作しません。これは、LLDP	が	VIC	で有効になってい
る場合、LLDP	パケットは、APIC	OS	に検索パケットを渡すのではなく、VIC	自体によって
送受信されるためです。このような場合、APIC	は接続されているリーフ	スイッチの検出に
失敗します。VIC	の	LLDP	設定は、SSH	から次のコマンドで確認できます。



RAID Level ドライブ [メディア タイプ（Media Type）]

1 2	および	3 HDD

0 1 SSD
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VNTAG: Disabled          
       FIP: Disabled          
       LLDP: Disabled   
       Configuration Pending: no   
       Cisco IMC Management Enabled: no
       VID: V03   
       Vendor: Cisco Systems Inc   
       Description:   
       Bootloader Version: 4.0(1e)   
       FW Image 1 Version: 4.1(3a)   
       FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED   
       FW Image 2 Version: 4.0(1e)   
       FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED   
       FW Update Status: Idle   
       FW Update Error: No error   
       FW Update Stage: No operation (0%)   
       FW Update Overall Progress: 0%

C220-FCH1930V2Z7 /chassis/adapter # set lldp disabled   
C220-FCH1930V2Z7 /chassis/adapter *# commit   
New VNIC adapter settings will take effect upon the next server reset

何らかの理由で	[有効	(Enabled)]	に設定されている場合は、次のコマンドを使用して更新で
きます。

VIC	の	LLDP	設定の変更は、APIC	のリブート後にのみ有効になります。

RAID/HDD/SSD

APIC	 アプライアンスは、複数のディスクで	 RAID	 で事前に設定されています。仮想ドライ
ブ	グループの健全性ステータスは、CIMC	GUI	の	[ストレージ	(Storage)]	タブに表示されま
す。RAID	設定は、次のようになっている必要があります。

APIC RAID レイアウト
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TPM

トラステッド プラットフォーム モジュール	 (TPM)	 は、サーバを検証し認証するために使
用されるハードウェア	 コンポーネントです。APIC	 が起動して正常に動作するには、BIOS	
で	 TPM	 が	 Enabled	 になっており、また	 Activated、Owned	 になっている必要がありま
す。TPM	がこの状態になっていない場合、APIC	が起動またはアップグレードに失敗する可
能性があります。

TPM	の状態を確認するには、BIOS	設定で	Advanced > Trusted Computing	を確認し
ます。

BIOS の Advanced タブ ビュー

TPM	 の設定は、アプライアンスが使用できなくなる可能性があるため、Cisco	 TAC	 が関与
しない状況では変更しないでください。
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C220-FCH1930V2Z7# scope vmedia  
C220-FCH1930V2Z7 /vmedia # set enabled yes  
C220-FCH1930V2Z7 /vmedia *# commit  
C220-FCH1930V2Z7 /vmedia # show  
Encryption Enabled Enabled Active Sessions Low Power USB Enabled  
------------------ ------- --------------- -------  
no                 yes     1               yes

ホスト アップグレード ユーティリティ（HUU）

Cisco Host Upgrade Utility (HUU)	は、APIC	アプライアンスおよびその他の	UCS	C	シリー
ズ	シャーシ	コンポーネントの	CIMC	ファームウェアをアップグレードするために使用でき
るツールです。このツールは、APIC	の	VIC	アダプタ、RAID	コントローラ、BIOS	バージョ
ンなどのコンポーネントを更新します。このタスクを実行する際には、使用可能なすべて
のコンポーネントをアップグレードすることをお勧めします。

HUU	 経由で	 CIMC	 ファームウェアのアップグレードを開始するには、この章の「ハード
ウェア モデル」の項の図から、APIC	 で利用されている適切な	 UCS	 モデルを特定してくだ
さい。特定したら、ACI	バージョンに基づいて推奨されるファームウェアをダウンロードし
ます。サポートされている	 CIMC	 ファームウェアの完全なリストと、使用される推奨バー
ジョンは、APIC	ソフトウェアのリリース ノートに記載されています。

CIMC	のアップグレードを開始する前に、APIC	クラスタが	 fully fit	ステータスであること
を確認します。アップグレードは一度に	 1	 つの	 APIC	 でのみ実行する必要があります。ま
た、CIMC	のアップグレードを行っている	APIC	はメンテナンスの実行中は、クラスタから	
decomission	している必要があります。

CIMC	 にイメージをロードするには、2	 つのオプションを使用できます。1	 つは	 HTTP/
HTTPS	マウント経由であり、もう	1	つは	vKVM	マウント経由です。両方の手順の基本的な
手順は、次のとおりです。

vMedia(HTTP/HTTPS) マウント

1

2

SSH	を使用して	CIMC	CLI	にログインします。

vMedia	機能を有効にします	(まだ実行していない場合)。
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C220-FCH1930V2Z7 /vmedia # map-www mnt https://10.122.141.117/files/2/techsupport/ ucs-c220-huu-3.0.4j.iso  
Server username: admin  
Server password:  
Confirm password:  
C220-FCH1930V2Z7 /vmedia # show mappings detail  
Volume mnt:  
   Map-Status: OK  
   Drive-Type: CD  
   Remote-Share: https://10.122.141.117/files/2/techsupport/  
   Remote-File: ucs-c220-huu-3.0.4j.iso  
   Mount-Type: www  
   Mount-Options: "noauto,username=admin,password=********"

3

4	

5	

6	

7	

8	

9

HTTP/HTTPS	 パスを使用して、HUU	 をマッピングします。他の	 APIC	 の「/data/
techsupport」ディレクトリに	 HUU	 をコピーすることで、HTTPS	 で簡単に公開す
ることができます。次の例では、クラスタの	APIC2	で公開されている	HUU	をマウ
ントしています。URL	は	APIC	で公開しているファイルに応じて変わります。

acidiag reboot	コマンドを使用して、APIC	をリブートします。

BIOS	POST	画面で、F6	キーを使用して、Boot Selection	メニューに入ります。パス
ワードの入力を求められた場合、デフォルトは「password」です。

[Cisco CIMC-Mapped vDVD]	を選択し、HUU	を起動します。

シャーシのインベントリ確認が開始され、数分後にユーザー	 インターフェイスが表
示されます。

[すべてアップグレード (Upgrade All)]	オプションを選択して、CIMC	ファームウェ
アのアップグレードを開始します。

完了すると、ユーザーは	[終了 (Exit)]	オプションを使用して	HUU	を終了し、リブー
トできます。BIOS	 のアップグレードが完了すると、APIC	 は自動的に再起動してこ
のプロセスを完了します。

vKVM マウント

1	

2

CIMC	の	GUI	に	HTTPS	でアクセスし、ログインします。

HTML5	または	Java	を使用して	vKVM	コンソールを起動します。
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3

4	

5

6

7

8	

9

vKVM コンソールの仮想メディア経由で選択した	HUU	をマウントします。

「acidiag reboot」コマンドを使用して、APIC	を再起動します。

BIOS	POST	画面で、F6	キーを使用して、Boot Selection	メニューに入ります。パス
ワードの入力を求められた場合、デフォルトは「password」です。

[Cisco vKVM-Mapped vDVD]	を選択し、HUU	を起動します。

シャーシのインベントリ確認が開始され、数分後にユーザー	 インターフェイスが表
示されます。

[すべてアップグレード (Upgrade All)]	オプションを選択して、APIC	ファームウェア
のアップグレードを開始します。

完了すると、ユーザーは	[終了 (Exit)]	オプションを使用して	HUU	を終了し、リブー
トできます。BIOS	 のアップグレードが完了すると、APIC	 は自動的に再起動してこ
のプロセスを完了します。VKVM	も切断されます。

HUU	 更新が完了し、APIC	 が再度起動すると、ユーザーはクラスタ内の別の	 APIC	 から		
re-comission	 できます。さらに、一部のハードウェア	 コンポーネントは、デフォルト値	
(VIC	で	LLDP	がアクティブ化されているなど)	にリセットされる場合があります。APIC	が
起動に失敗した場合、またはクラスタに再参加できない場合は、このセクションで前述し
たコンポーネント設定を確認します。
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略語

ACI：アプリケーション	セントリック	インフラストラクチャ	
ACL：アクセス	コントロール	リスト。
AEP：アクセス	エンティティ	プロファイル	
APIC：アプリケーション	ポリシー	インフラストラクチャ	コントローラ	
AP：アプリケーション	プロファイル	
ARP：アドレス解決プロトコル	
AS：自律システム	
ASIC：アプリケーション特定用途集積回路	
ASN：自律システム番号	
AVS：アプリケーション仮想スイッチ	
BD：ブリッジ	ドメイン	
BGP：ボーダー	ゲートウェイ	プロトコル	
BIOS：基本入力/出力システム	
BL：境界リーフ	
BOOTP：ブート	ストラップ	プロトコル	
BUM：ブロードキャスト、不明なユニキャスト、マルチキャスト	
CAM：コンテンツ連想メモリ	
CDP：Cisco	検索プロトコル	
CIDR：クラスレス	ドメイン間ルーティング	
CIMC：Cisco	連携管理コントローラ	
CLI：コマンド	ライン	インターフェイス（Command	Line	Interface）	
COOP	-	Council	Of	Oracle	Protocol	
CPLD：複合プログラマブル論理デバイス	
CRC：巡回冗長検査	
DHCP：動的ホスト設定プロトコル	
DNS：ドメイン名システム	
DR：指定ルータ	
DSCP：差別化サービス	コード	ポイント	
DVS：分散仮想スイッチ	
ECMP：等コスト	マルチパス	ルーティング	
EIGRP：Enhanced	Interior	Gateway	Routing	Protocol	
ELAM：組み込み論理アナライザ	モジュール
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EP：エンドポイント	
EPG：エンドポイント	グループ	
EPLD：電子プログラマブル論理デバイス	
ERSPAN：カプセル化リモート	スイッチ	ポート	アナライザ	
ETEP：外部トンネル	エンドポイント	
EVPN：イーサネット仮想プライベート	ネットワーク	
FC：ファイバ	チャネル	
FCS：フレーム	チェック	シーケンス	
FHRP：ファースト	ホップ冗長プロトコル	
FPGA：フィールド	プログラマブル	ゲート	アレイ	
FQDN：完全修飾ドメイン名	
FTAG	：転送タグ	
GIPo：グループ	インターネット	プロトコル外部	
GRE：総称ルーティング	カプセル化	
HTTP：HyperText	転送プロトコル	
HTTPS：Hypertext	Transfer	Protocol	Secure
HUU：ホスト更新ユーティリティ	
ICMP：インターネット制御メッセージ	プロトコル	
IGMP：インターネット	グループ管理プロトコル	
IGP：内部ゲートウェイ	プロトコル	
IP：インターネット	プロトコル	
IPN：ポッド間ネットワーク	
IS-IS：Intermediate	System-to-Intermediate	System
ISN：サイト間ネットワーク	
KVM：キーボード、ビデオ、およびマウス	
LACP：リンク集約コントロール	プロトコル	
LAN：ローカル	エリア	ネットワーク	
LBT：ロードベース	チーミング	
LC：ラインカード	
LED：発光ダイオード	
LLDP：リンク層検出プロトコル	
LSA：リンク	ステート	アドバタイズメント	
LSDB：リンク	ステート	データベース	
MAC	アドレス：メディア	アクセス	コントロール	アドレス	
MP-BGP：マルチ	プロトコル	ボーダー	ゲートウェイ	プロトコル
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MSDP：マルチキャスト	ソース検索プロトコル
MTU：最大伝送単位	
NAT：ネットワーク	アドレス変換	
NIC：ネットワーク	インターフェイス	カード	
NSSA：Not-So-Stubby	Area
NTP：ネットワーク	タイム	プロトコル	
NXOS：Nexus	オペレーティング	システム	
OID：オブジェクト識別子	
OIF：発信インターフェイス	
OOB：アウトオブバンド	
OSPF：Open	Shortest	Path	First	
PBR：ポリシー	ベース	リダイレクト	
PCI：Peripheral	Component	Interconnect。
PCIe：ペリフェラル	コンポーネント	インターコネクト	エクスプレス	
PC：ポート	チャネル	
PID：製品	ID
PIM	BiDir：Protocol	Independent	Multicast	Bi-Directional	
POAP：Power	On	Auto	Provisioning	
PSU：電源装置	
PTEP：物理トンネル	エンドポイント	
RAID：独立ディスクの冗長アレイ	
RBAC：ロールベース	アクセス	コントロール	
RIB：ルーティング情報ベース	
RMA：返品許可	
RPF：リバース	パス転送	
RP：ランデブー	ポイント	
RR：ルート	リフレクタ	
SCP：Secure	Copy	Protocol	
SDK：ソフトウェア開発キット	
SDN：ソフトウェア定義型ネットワーキング	
SFP：着脱可能スモールフォームファクタ	
SFTP：セキュア	ファイル転送プロトコル	
SNMP：簡易ネットワーク管理プロトコル（Simple	Network	Management	Protocol）	
SPAN：スイッチド	ポート	アナライザ	
SSD：ソリッド	ステート	ドライブ
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SSL：セキュア	ソケット	レイヤ	
STP：スパニングツリー	プロトコル	
SUP：スーパーバイザ	
SVI：スイッチ仮想インターフェイス	
TAC：テクニカル	アシスタンス	センター	
TCAM：三値連想メモリ	
TCP：トランスミッション	コントロール	プロトコル	
TEP：トンネル	エンドポイント	
TFTP：トリビアル	ファイル転送プロトコル	
TLV：タイプ、長さ、値	
ToS：タイプ	オブ	サービス	
TPM：トラステッド	プラットフォーム	モジュール	
TTL：存続可能時間	
UDP：User	Datagram	Protocol	
URL：ユニフォーム	リソース	ロケータ	
UTC：協定世界時	
UUID：汎用一意識別子	
VIC：仮想インターフェイス	カード	
VIP：仮想インターネット	プロトコル	
VLAN：仮想ローカル	エリア	ネットワーク	
VM：仮想マシン	
VMK：仮想マシン	カーネル	
VMM：仮想マシン	マネージャ	
VNI：仮想ネットワーク	インスタンス	
VNIC：仮想ネットワーク	インターフェイス	カード	
VNID：仮想ネットワーク	ID	
VNTAG：仮想ネットワーク	タグ	
VPC：仮想ポート	チャネル	
VPNv4/v6：仮想プライベート	ネットワーク	バージョン	4/6	
VRF：仮想ルーティングおよび転送	
VTEP：仮想トンネル	エンド	ポイント	
VXLAN：仮想拡張ローカル	エリア	ネットワーク
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