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概要

このドキュメントでは、アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）ファブリ
ック クラスタを完全に交換するためのプロセスについて説明します。

背景説明

このドキュメントで説明する例では、すべての Application Policy Infrastructure
Controller（APIC）で障害が発生した運用ファブリックを扱います。 すべてのポリシーと設定が
含まれているコンフィギュレーション ファイルを以前の APIC からエクスポートしていることを
前提としています。

注意： コンフィギュレーション ファイルをエクスポートしていない場合、クラスタの交換
後に設定が失われます。

交換手順に進む前に、コンフィギュレーション ファイルをインポートするため新しい APIC から
アクセスできるサーバがあることを確認します。 また、新しい APIC に必要な次の情報を現行
APIC 設定から取得してください。

ファブリック名●

ノード名●

トンネル エンド ポイント（TEP）アドレス空間●

VLAN ID●

アウトオブバンド（OOB）アドレスの詳細●

クラスタ サイズ●

速度/デュプレックス モードのタイプ●

新しい APIC に対してセットアップ スクリプトを実行するときに、以前のファブリック名やその
他の値を覚えていない場合は、スイッチの 1 つにコンソール接続し、Acidiag avread コマンドを
入力してこの情報を取得します。

注: クラスタの障害が原因で一部の情報が使用できません。



クラスタの交換手順

クラスタ全体を交換するには、次の手順を実行します。

新しい APIC の 1 つを設定します。

交換した APIC の 1 つの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）にコンソール接
続し、カーネル ベースの仮想マシン（KVM）を起動します。 APIC の電源がオンになった
ら、セットアップ スクリプトが自動的にロードされます。

障害が発生した APIC で以前設定されていたものと同一のファブリック名、ノード名、TEP
アドレス空間、VLAN ID、OOB アドレスの詳細、クラスタ サイズ、速度/デュプレックス モ
ードのタイプを使用します。 次に例を示します。

1.

サーバに保存されている最新のコンフィギュレーション ファイルをインポートします。

> GUI ヘッダの IMPORT/EXPORT 『Admin』 を選択 して下さい。

[IMPORT/EXPORT] サイドバー（画面左側）の [Remote Locations] タブをクリックします
。

操作ドロップダウン リストから、遠隔地を『Create』 を選択 して下さい:

2.



最新のコンフィギュレーション ファイルが含まれているサーバのホスト名（または IP アド
レス）を含むリモート ロケーションを設定します。

注: コンフィギュレーション ファイルの転送には任意のプロトコルを使用できますが、FTP
を使用する場合は、ファブリックへの FTP トラフィックを許可するためコントラクトを追
加する必要があります。

注: リモート パスは、コンフィギュレーション ファイルが含まれているディレクトリ パス
です。
インポート ポリシーを作成します。3.



インポート/Export タブのサイドバーからポリシー > 設定を『Import』 を選択 して下さい。

Action をクリックして下さい（画面の右側で）。

[Create Configuration Import Policy] をクリックします。

設定したリモート ロケーションからコンフィギュレーション ファイルをインポートし、次
の点を確認します。

ファイル名フィールドがサーバのファイル名と一致している（この例では
ce_somefilename.tar.gz）。[Import Type] フィールドで [replace] オプション ボタンが選択
されている。[Import Mode] フィールドで [Atomic] オプション ボタンが選択されている。
[Start Now] フィールドで [Yes] オプション ボタンが選択されている。[Import Source] が、
以前に設定したリモート ロケーションである。次に例を示します。

この時点で、APIC に古い設定が表示されます。 APIC GUI を使用して、新しい APIC にす
べての古い設定が取り込まれていることを確認します。

リーフ スイッチとスパイン スイッチを設定します。

設定した APIC に接続しているリーフ スイッチにセキュア シェル（SSH）を介してログイ

4.



ンします。 スイッチで OOB アドレスを設定する必要があります。 OOB アドレスが機能し
ない場合は、スイッチにコンソール接続します。

bootflash ディレクトリに移動します（cd bootflash）。 これは、ACI イメージ ファイルが含
まれているディレクトリです。

dir コマンドを入力し、ファブリックで使用されている ACI イメージを見つけます。

イメージ ファイルが見つかったら、setup-clean-config.sh < the aci image you located> コマ
ンドを入力し、続いて reload コマンドを入力します。

これらのコマンドは、交換した APIC の 1 つに接続しているリーフ スイッチを再イメージ
化します。 APIC で設定したポリシーが、再イメージ化したリーフ スイッチにプッシュされ
ます。

リーフ スイッチのリロードが完了したら、このリーフ スイッチは自動的にファブリックに
再び追加されます（リーフ スイッチが以前にそのファブリックの一部であった場合）。 こ
れを確認するには、コンフィギュレーション ファイルをプッシュした APIC GUI のサイドバ
ーで [Fabric membership] をクリックします。

ヒント： リーフ スイッチがファブリックに自動的に追加されない場合は、「Cisco APIC ト
ラブルシューティング ガイド」を参照し、ファブリック検出の問題をトラブルシューティ

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/1-x/troubleshooting/b_APIC_Troubleshooting.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/1-x/troubleshooting/b_APIC_Troubleshooting.pdf


ングしてください。
ファブリックのリーフ スイッチとスパイン スイッチごとにステップ 4 を繰り返します。5.

すべてのリーフ スイッチとスパイン スイッチをファブリックに正常に追加したら、その他
の APIC を設定する必要があります。

APIC ごとにステップ 1 の操作を繰り返します。 その後 APIC がファブリックに追加されま
す。

APIC がファブリックに追加されたことを確認するため、最初に設定した APIC の GUI を使
用して、[Controllers] サブヘッダーのサイドバーにある [Controllers] をクリックします。

すべての APIC が正常にファブリックに追加されたら、最初の APIC にアップロードした設
定がその他の APIC にプッシュされ、ファブリックが完全に動作可能になります。

6.

注: どの取り替えられた APICs でも残りのクラスタ メンバーとして APIC ソフトウェアの
正しいバージョンとインストールする必要があります。  そうする失敗によってはその
APIC がクラスタをきちんと再合同させない注意しません。
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