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概要

このドキュメントでは、ルート ピアリングを使用した L4-L7 サービス グラフの設定の段階的検
証について説明します。この設定では、コンシューマとプロバイダの両方が、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）ファブリック外部にあります。   

著者：シスコ アドバンスド サービスのエンジニア、Zahid Hassan

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

外部デバイスと ACI ファブリック間のカプセル化 VLAN に使用されるスタティック VLAN プ
ール

●

外部デバイスのロケーション（リーフ ノード/パス）と VLAN プールを結合する外部物理ド
メインおよび外部ルーテッド ドメイン

●

外部ネットワークへのレイヤ 3 接続（L3Out）●

前述のファブリック アクセスおよび L3Out の設定手順は、このドキュメントでは説明しません。
これらの設定手順はすでに完了していることを前提としています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。



Cisco Application Policy Infrastructure Controller（Cisco APIC）- 1.2(1m) ●

適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）デバイス パッケージ - 1.2.4.8●

ASA 5585 -  9.5(1)●

Nexus 3064 - 6.0(2)U3(7)●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

ルート ピアリングは、ファイアウォールやロード バランサなどのサービス アプライアンスが、
ACI ファブリック経由で外部ネットワークに到達できることをアドバタイズできるようにする機
能です。

ここに示す使用例は、2 つの L3Out または外部エンド ポイント グループ（EPG）間に 2 アーム
サービス グラフとして導入された物理ファイアウォールです。 サービス グラフは、リーフ
101（N3K-1）の外部 EPG とリーフ 102（N3K-2）の外部 EPG 間のコントラクトに関連付けら
れています。 ACI ファブリックがルータ（N3K-1 および N3K-2）に転送サービスを提供し、ルー
ト ピアリングが使用され、ルーティング プロトコルとして Open Shortest Path First（OSPF）が
使用され、ファイアウォールと ACI ファブリックの間でルートが交換されます。

設定

ネットワーク図

次に、エンドツーエンドでのルート ピアリングの仕組みを示します。



設定

ステップ 1：Virtual Routing and Forwarding1（VRF1）、VRF2、Bridge Domain1（BD1）、およ
び BD2 を設定します。 図に示すように、BD1 を VRF1 に、BD2 を VRF2 に関連付けます。

ステップ 2：図に示すように、L4-L7 デバイスの下で ASA デバイス パッケージをアップロードし
ます。



図に示すように、物理 ASA 5585（ルーテッド）に対して L4-L7 デバイスを設定します。

ステップ 3：N3K-1 に対して L3Out を設定し、BD1 および VRF1 を関連付けます。

図に示すように、外部ルーテッド ネットワークを使用して ACI ファブリック内でルート ピアリ
ングのためのルーティング設定が指定されます。



注: ルート ピアリングに使用されるすべての L3Out インターフェイスを、VLAN カプセル化
が設定されたスイッチ仮想インターフェイス（SVI）として設定する必要があります。

図に示すように、N3K-1 L3Out 外部 EPG に対しサブネットでインポート/エクスポート ルート制
御を設定します。



図に示すように、ASA 外部インターフェイスに対して L3Out を設定し、BD1 および VRF1 を関
連付けます。



図に示すように、ASA 外部 L3Out 外部 EPG に対しサブネットでインポート/エクスポート ルー
ト制御を設定します。

図に示すように、ASA 内部に対して L3out を設定し、BD2 および VRF2 を関連付けます。



図に示すように、ASA 内部 L3Out 外部 EPG に対しサブネットでインポート/エクスポート ルー
ト制御を設定します。



図に示すように、N3K-2 に対して L3Out を設定し、BD2 および VRF2 を関連付けます。



図に示すように、外部 EPG の N3K-2 L3Out に対しサブネットでインポート/エクスポート ルー
ト制御を設定します。

ステップ 4：図に示すように、機能プロファイル グループを作成し、既存のテンプレートから機
能プロファイルを設定します。



ステップ 5：図に示すように、コントラクトを作成し、[Scope] フィールドを [Tenant] に変更し
ます。



ステップ 6：図に示すように、L4-L7 サービス グラフ テンプレートを作成します。このテンプレ
ートでは、サービス グラフの関連付けで、外部ルーテッド ネットワーク ポリシーおよびルータ
設定とデバイス選択ポリシーの関連付けが行われます。

 :



図に示すように、サービス アプライアンス（ASA 5585）で使用されるルータ ID を [Router
configuration] で指定します。

図に示すように、[Adjacency Type] を L2 から L3 に変更します。



図に示すように、サービス グラフ テンプレートを適用します。

 図に示すように、サービス グラフをコントラクトに接続します。



図に示すように、L4-L7 パラメータを必要に応じて追加または変更します。



ステップ 7： 図に示すように、[Route-tag Policy] で、VRF1 のルート タグ ポリシー
（[Tag:100]）を設定します。

図に示すように、VRF2 のルート タグ ポリシー（[Tag:200]）を設定します。



ステップ 8： 図に示すように、ステータスを調べ、デバイス選択ポリシーを確認します。



図に示すように、導入済みグラフ インスタンスを確認します。



確認とトラブルシューティング

テナントの APIC 設定：

apic1# sh running-config tenant T1

# Command: show running-config tenant T1

# Time: Thu Feb 25 16:05:14 2016

  tenant T1



    access-list PERMIT_ALL

      match ip

      exit

    contract PERMIT_ALL

      scope tenant

      subject PERMIT_ALL

        access-group PERMIT_ALL both

        l4l7 graph ASA5585_SGT

        exit

      exit

    vrf context VRF1

      exit

    vrf context VRF2

      exit

    l3out ASA_IN_L3OUT

      vrf member VRF2

      exit

    l3out ASA_OUT_L3OUT

      vrf member VRF1

      exit

    l3out N3K-1_L3OUT

      vrf member VRF1

      exit

    l3out N3K-2_L3OUT

      vrf member VRF2

      exit

    bridge-domain BD1

      vrf member VRF1

      exit

    bridge-domain BD2

      vrf member VRF2

      exit

    application AP1

      epg EPG1

        bridge-domain member BD1

        exit

      epg EPG2

        bridge-domain member BD2

        exit

      exit

    external-l3 epg ASA_IN_EXT_NET l3out ASA_IN_L3OUT

      vrf member VRF2

      match ip 10.10.10.0/24

      exit

    external-l3 epg ASA_OUT_EXT_NET l3out ASA_OUT_L3OUT

      vrf member VRF1

      match ip 20.20.20.0/24

      exit

    external-l3 epg N3K-1_EXT_NET l3out N3K-1_L3OUT

      vrf member VRF1

      match ip 10.10.10.0/24

      contract consumer PERMIT_ALL

      exit

    external-l3 epg N3K-2_EXT_NET l3out N3K-2_L3OUT

      vrf member VRF2

      match ip 20.20.20.0/24

      contract provider PERMIT_ALL

      exit

    interface bridge-domain BD1

      exit

    interface bridge-domain BD2

      exit

    l4l7 cluster name ASA5585 type physical vlan-domain T1_PHY service FW function go-to

      cluster-device ASA5585_Device_1



      cluster-interface inside

        member device ASA5585_Device_1 device-interface GigabitEthernet0/1

          interface ethernet 1/2 leaf 106

          exit

        exit

      cluster-interface outside

        member device ASA5585_Device_1 device-interface GigabitEthernet0/0

          interface ethernet 1/2 leaf 105

          exit

        exit

      exit

    l4l7 graph ASA5585_SGT contract PERMIT_ALL

      service N1 device-cluster-tenant T1 device-cluster ASA5585 mode FW_ROUTED

        connector consumer cluster-interface outside

          l4l7-peer tenant T1 out ASA_OUT_L3OUT epg ASA_OUT_EXT_NET redistribute bgp,ospf

          exit

        connector provider cluster-interface inside

          l4l7-peer tenant T1 out ASA_IN_L3OUT epg ASA_IN_EXT_NET redistribute bgp,ospf

          exit

        rtr-cfg ASA5585

        exit

      connection C1 terminal consumer service N1 connector consumer

      connection C2 terminal provider service N1 connector provider

      exit

    rtr-cfg ASA5585

      router-id 3.3.3.3

      exit

    exit

apic1#

リーフ 101 の OSPF ネイバー関係とルーティング テーブルを確認します。

leaf101# show ip ospf neighbors vrf T1:VRF1

 OSPF Process ID default VRF T1:VRF1

 Total number of neighbors: 2

 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

 1.1.1.1           1 FULL/BDR         02:07:19 192.168.1.1     Vlan8

 3.3.3.3           1 FULL/BDR         00:38:35 192.168.1.5     Vlan9

leaf101# show ip route vrf T1:VRF1

IP Route Table for VRF "T1:VRF1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.10.10.0/24, ubest/mbest: 1/0

   *via 192.168.1.1, vlan8, [110/8], 01:59:50, ospf-default, intra

20.20.20.0/24, ubest/mbest: 1/0

   *via 192.168.1.5, vlan9, [110/22], 00:30:20, ospf-default, inter

100.100.100.100/32, ubest/mbest: 2/0, attached, direct

   *via 100.100.100.100, lo1, [1/0], 02:21:22, local, local

   *via 100.100.100.100, lo1, [1/0], 02:21:22, direct

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

   *via 192.168.1.2, vlan8, [1/0], 02:35:53, direct

192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached

   *via 192.168.1.2, vlan8, [1/0], 02:35:53, local, local

192.168.1.4/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

   *via 192.168.1.6, vlan9, [1/0], 02:20:53, direct

192.168.1.6/32, ubest/mbest: 1/0, attached

   *via 192.168.1.6, vlan9, [1/0], 02:20:53, local, local



192.168.1.8/30, ubest/mbest: 1/0

   *via 192.168.1.5, vlan9, [110/14], 00:30:20, ospf-default, intra

200.200.200.200/32, ubest/mbest: 1/0

   *via 192.168.1.5, vlan9, [110/15], 00:30:20, ospf-default, intra

リーフ 102 の OSPF ネイバー関係とルーティング テーブルを確認します。

leaf102# show ip ospf neighbors vrf T1:VRF2

 OSPF Process ID default VRF T1:VRF2

 Total number of neighbors: 2

 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

 3.3.3.3           1 FULL/BDR         00:37:07 192.168.1.9     Vlan14

 2.2.2.2           1 FULL/BDR         02:09:59 192.168.1.13    Vlan15

leaf102# show ip route vrf T1:VRF2

IP Route Table for VRF "T1:VRF2"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.10.10.0/24, ubest/mbest: 1/0

    *via 192.168.1.9, vlan14, [110/22], 00:35:22, ospf-default, inter

20.20.20.0/24, ubest/mbest: 1/0

    *via 192.168.1.13, vlan15, [110/8], 02:08:13, ospf-default, intra

192.168.1.4/30, ubest/mbest: 1/0

    *via 192.168.1.9, vlan14, [110/14], 00:35:22, ospf-default, intra

192.168.1.8/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

    *via 192.168.1.10, vlan14, [1/0], 02:14:29, direct

192.168.1.10/32, ubest/mbest: 1/0, attached

    *via 192.168.1.10, vlan14, [1/0], 02:14:29, local, local

192.168.1.12/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

    *via 192.168.1.14, vlan15, [1/0], 02:09:04, direct

192.168.1.14/32, ubest/mbest: 1/0, attached

    *via 192.168.1.14, vlan15, [1/0], 02:09:04, local, local

200.200.200.200/32, ubest/mbest: 2/0, attached, direct

    *via 200.200.200.200, lo4, [1/0], 02:10:02, local, local

    *via 200.200.200.200, lo4, [1/0], 02:10:02, direct

ASA 5585 の設定、OSPF ネイバー関係、およびルーティング テーブルを確認します。

ASA5585# sh run interface

!

interface GigabitEthernet0/0

 no nameif

 security-level 0

 no ip address

!

interface GigabitEthernet0/0.101

 nameif externalIf

 security-level 50

 ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

!

interface GigabitEthernet0/1

 no nameif

 security-level 100

 no ip address

!

interface GigabitEthernet0/1.102

 nameif internalIf



 security-level 100

 ip address 192.168.1.9 255.255.255.252

!

interface Management0/0

 management-only

 nameif management

 security-level 0

 ip address 172.23.97.1 255.255.254.0

ASA5585# sh run router

router ospf 1

 router-id 3.3.3.3

 network 192.168.1.4 255.255.255.252 area 0

 network 192.168.1.8 255.255.255.252 area 0

 area 0

 log-adj-changes

!

ASA5585# sh ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

100.100.100.100   1   FULL/DR         0:00:38    192.168.1.6     externalIf

200.200.200.200   1   FULL/DR         0:00:33    192.168.1.10    internalIf

ASA5585# sh route ospf

Routing Table: T1

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

O IA     10.10.10.0 255.255.255.0

           [110/18] via 192.168.1.6, 00:22:57, externalIf

O IA     20.20.20.0 255.255.255.0

           [110/18] via 192.168.1.10, 00:22:47, internalIf

O        200.200.200.200 255.255.255.255

           [110/11] via 192.168.1.10, 00:22:47, internalIf

ASA5585# sh access-list

access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)

            alert-interval 300

access-list access-list-inbound; 3 elements; name hash: 0xcb5bd6c7

access-list access-list-inbound line 1 extended permit tcp any any eq www (hitcnt=0) 0xc873a747

access-list access-list-inbound line 2 extended permit tcp any any eq https (hitcnt=0)

0x48bedbdd

access-list access-list-inbound line 3 extended permit icmp any any (hitcnt=6) 0xe4b5a75d

N3K-1 の設定、OSPF ネイバー関係、およびルーティング テーブルを確認します。



N3K-1# sh run ospf

!Command: show running-config ospf

!Time: Thu Feb 25 15:40:55 2016

version 6.0(2)U3(7)

feature ospf

router ospf 1

  router-id 1.1.1.1

interface Ethernet1/21

  ip router ospf 1 area 0.0.0.1

interface Ethernet1/47

  ip router ospf 1 area 0.0.0.1

N3K-1# sh ip ospf neighbors

 OSPF Process ID 1 VRF default

 Total number of neighbors: 1

 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

 100.100.100.100   1 FULL/DR          01:36:24 192.168.1.2     Eth1/47

N3K-1# sh ip ospf route

 OSPF Process ID 1 VRF default, Routing Table

  (D) denotes route is directly attached      (R) denotes route is in RIB

10.10.10.0/24 (intra)(D) area 0.0.0.1

     via 10.10.10.0/Eth1/21* , cost 4

20.20.20.0/24 (inter)(R) area 0.0.0.1

     via 192.168.1.2/Eth1/47 , cost 62

100.100.100.100/32 (intra)(R) area 0.0.0.1

     via 192.168.1.2/Eth1/47 , cost 41

192.168.1.0/30 (intra)(D) area 0.0.0.1

     via 192.168.1.1/Eth1/47* , cost 40

N3K-2 の設定、OSPF ネイバー関係、およびルーティング テーブルを確認します。

N3K-2# sh run ospf

!Command: show running-config ospf

!Time: Thu Feb 25 15:44:47 2016

version 6.0(2)U3(7)

feature ospf

router ospf 1

  router-id 2.2.2.2

interface loopback0

  ip ospf network point-to-point

  ip router ospf 1 area 0.0.0.0

interface Ethernet1/21

  ip router ospf 1 area 0.0.0.1

interface Ethernet1/47

  ip router ospf 1 area 0.0.0.1



N3K-2# sh ip ospf neighbors

 OSPF Process ID 1 VRF default

 Total number of neighbors: 1

 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

 200.200.200.200   1 FULL/DR          01:43:50 192.168.1.14    Eth1/47

N3K-2# sh ip ospf route

 OSPF Process ID 1 VRF default, Routing Table

  (D) denotes route is directly attached      (R) denotes route is in RIB

2.2.2.0/30 (intra)(D) area 0.0.0.0

     via 2.2.2.0/Lo0* , cost 1

10.10.10.0/24 (inter)(R) area 0.0.0.1

     via 192.168.1.14/Eth1/47 , cost 62

20.20.20.0/24 (intra)(D) area 0.0.0.1

     via 20.20.20.0/Eth1/21* , cost 4

192.168.1.12/30 (intra)(D) area 0.0.0.1

     via 192.168.1.13/Eth1/47* , cost 40

リーフのコントラクト フィルタ ルールとパケット ヒット カウントを確認します。  

leaf101# show system internal policy-mgr stats

Requested Rule Statistics

[CUT]

Rule (4107) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-32773-d-49158-f-33)     Ingress: 1316,

Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

Rule (4108) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-49158-d-32773-f-33)     Ingress: 1317,

Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

leaf101# show system internal policy-mgr stats

Requested Rule Statistics

[CUT]

Rule (4107) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-32773-d-49158-f-33)     Ingress: 2317,

Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

Rule (4108) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-49158-d-32773-f-33)     Ingress: 2317,

Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

leaf102# show system internal policy-mgr stats Requested Rule Statistics [CUT] Rule (4103) DN

(sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-49156-d-6019-f-default) Ingress: 3394, Egress: 0, Pkts:

0 RevPkts: 0 Rule (4104) DN (sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-6019-d-49156-f-default)

Ingress: 3394, Egress: 0, Pkts: 0 RevPkts: 0 [CUT] leaf102# show system internal policy-mgr

stats Requested Rule Statistics [CUT] Rule (4103) DN (sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-

49156-d-6019-f-default) Ingress: 4392, Egress: 0, Pkts: 0 RevPkts: 0 Rule (4104) DN

(sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-6019-d-49156-f-default) Ingress: 4392, Egress: 0, Pkts:

0 RevPkts: 0 [CUT]

N3K-1 および N3K-2 間の到達可能性テスト：

    N3K-1# ping 20.20.20.1 source 10.10.10.1

PING 20.20.20.1 (20.20.20.1) from 10.10.10.1: 56 data bytes

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=0 ttl=250 time=2.098 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=1 ttl=250 time=0.922 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=2 ttl=250 time=0.926 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=3 ttl=250 time=0.893 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=4 ttl=250 time=0.941 ms

--- 20.20.20.1 ping statistics ---



5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.893/1.156/2.098 ms

N3K-2# ping 10.10.10.1 source 20.20.20.1

PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) from 20.20.20.1: 56 data bytes

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=0 ttl=250 time=2.075 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=250 time=0.915 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=250 time=0.888 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=250 time=1.747 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=250 time=0.828 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.828/1.29/2.075 ms

このデモに使用されるテナントおよび ASA 機能プロファイルの XML コンフィギュレーション フ
ァイルを添付します。
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