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はじめに

• 対象読者, v ページ

• 表記法, v ページ

• 関連資料, vii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, ix ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュール
（CiscoAPIC-EM）を設定および維持する経験豊富なネットワーク管理者を対象としています。こ
のガイドは、Cisco APIC-EMの導入、トラブルシューティング、およびアップグレードに役立つ
ように設計されたドキュメントセットの一部です。すべてのCiscoAPIC-EMドキュメントセット
の一覧については、関連資料, （viiページ）を参照してください。

このガイドでは、Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュール
（Cisco APIC-EM）は、「コントローラ」とも呼ばれます。

（注）

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
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説明表記法

^および Ctrlシンボルは、Ctrlキーを表しま
す。たとえば、^DまたはCtrl+Dというキーの
組み合わせは、Ctrlキーを押しながらDキーを
押すことを意味します。キーは大文字で表記さ

れていますが、大文字と小文字の区別はありま

せん。

^または Ctrl

ストリングは、イタリックで示される引用符を

付けない一組の文字です。たとえば、SNMPコ
ミュニティストリングとしてpublicを設定する
場合、ストリングの前後には引用符を使用しま

せん。引用符を使用すると、その引用符も含め

てストリングとみなされます。

string

コマンド構文の説明には、次の表記法を使用しています。

説明表記法

ユーザが入力するコマンドおよびキーワードを

示します。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する

引数です。

イタリック体

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、

角カッコで囲んで示しています。

[x]

縦棒で区切られている場合、複数の任意または

必須のキーワードまたは引数から、1つを選択
します。

|

角カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワー

ドまたは引数は、任意の選択肢です。

[x | y]

波カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワー

ドまたは引数は、必須の選択肢です。

{x | y}

省略可能または必須の要素内に、さらに省略可能または必須の選択肢を含める場合は、角カッコ

や波カッコを入れ子にして示しています。次に例を示します。
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説明表記法

角カッコ内の波カッコおよび縦棒は、任意の要

素内の必須の選択肢です。

[x {y | z}]

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

画面に表示される情報の例は、Courierフォント
で表します。

screen

ユーザの入力が必要なテキストの例は、太字の

Courierフォントで表します。
bold screen

山カッコで囲まれたテキストは、パスワードな

ど、画面に出力されないテキストを表します。

< >

行の先頭にある感嘆符（!）は、コメント行を表
します（また、いくつかプロセスでも、Cisco
IOS XEソフトウェアにより感嘆符が表示され
ることがあります）。

!

角カッコは、システムプロンプトに対するデ

フォルトの応答です。

[ ]

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

関連資料
この項では、Cisco APIC-EMおよび関連マニュアルの一覧を示します。これらのマニュアルは、
Cisco.comの次に示す URLで入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/one-enterprise-network-controller/
tsd-products-support-series-home.html [英語]

• Cisco APIC-EMのドキュメンテーション：
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◦ Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュールのリリース
ノート

◦ Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュール対応のプ
ラットフォーム

◦ CiscoAPIC-EMクイックスタートガイド（コントローラのGUIから直接アクセス可能）

◦ Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュールインスト
レーションガイド

◦ Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュールアップグ
レードガイド

◦ Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュール管理者ガイ
ド

◦ Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Troubleshooting Guide

◦ Open Source Used In Cisco APIC-EM

• Cisco APIC-EM向けシスコネットワーク可視性アプリケーション

◦ APIC-EM向けシスコネットワーク可視性アプリケーションのリリースノート

◦ APIC-EM向けシスコネットワーク可視性アプリケーション対応のプラットフォーム

◦ APIC-EM向けシスコネットワーク可視性アプリケーションのユーザガイド

• Cisco APIC-EM向けシスコパストレースアプリケーション

◦ APIC-EM向けシスコパストレースアプリケーションのリリースノート

◦ APIC-EM向けシスコパストレースアプリケーション対応のプラットフォーム

◦ APIC-EM向けシスコパストレースアプリケーションのユーザガイド

• Cisco APIC-EM向け Cisco EasyQoSアプリケーション

◦ APIC-EM向けシスコパストレースアプリケーションのリリースノート

◦ APIC-EM向け Cisco EasyQoSアプリケーション対応のプラットフォーム

◦ APIC-EM向け Cisco EasyQoSアプリケーションのユーザガイド

• Cisco APIC-EM用 Cisco IWANのドキュメンテーション：

◦ Release Notes for Cisco IWAN

◦ Release Notes for Cisco Intelligent Wide Area Networkアプリケーション(Cisco IWAN App)

◦ Configuration Guide for Cisco IWAN on Cisco APIC-EM

◦ Software Configuration Guide for Cisco IWAN on APIC-EM

◦ Open Source Used in Cisco IWAN and Cisco Network Plug and Play
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• Cisco APIC-EM用シスコネットワークプラグアンドプレイのドキュメンテーション：

◦ Release Notes for Cisco Network Plug and Play

◦ Solution Guide for Cisco Network Plug and Play

◦ Configuration Guide for Cisco Network Plug and Play on Cisco APIC-EM

◦ Cisco Open Plug-n-Play Agent Configuration Guide

◦ Mobile Application User Guide for Cisco Network Plug and Play

ノースバウンド REST APIによってコントローラと連携する独自のアプリケーションの開発に
ついては、developer.cisco.com/site/apic-emのWebサイトを参照してください。

（注）

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報については、次の URLで、
毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規
および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/
whatsnew/whatsnew.html
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
このリリースでは新しいパストレース機能はありません。
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第 2 章

概要

• Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライズモジュール（APIC-EM）に
ついて, 3 ページ

• Cisco APIC-EMへのログイン, 5 ページ

• パストレースについて, 6 ページ

Cisco Application Policy Infrastructure Controller エンタープ
ライズモジュール（APIC-EM）について

Cisco Application Policy Infrastructure Controller -エンタープライズモジュール（APIC-EM）は、シ
スコのエンタープライズネットワーク（アクセス、キャンパス、WAN、ワイヤレス）用ソフト
ウェア定義型ネットワーキング（SDN）コントローラです。

プラットフォームは複数のアプリケーション（SDNアプリケーション）をホストし、それらのア
プリケーションでは、コアネットワーク自動化ソリューションを推進するオープンなノースバウ

ンド REST APIが使用されます。このプラットフォームはさまざまなサウスバウンドプロトコル
もサポートしています。これらのプロトコルにより、プラットフォームはお客様の環境に導入済

みの各種ネットワークデバイスと通信し、新規および既存のいずれの環境にも SDNの利点を活
かすことができます。

CiscoAPIC-EMプラットフォームは、キャンパス、ブランチ、WANのインフラストラクチャ全体
における有線およびワイヤレス両方のエンタープライズネットワークをサポートします。次の利

点があります。

•オープンAPIにより、インテリジェントかつオープンで、プログラム可能なネットワークを
構築できる。

•高度な自動化によって、時間、リソース、コストを節約できる。

•ビジネスインテントポリシーをダイナミックなネットワーク設定に変換できる。

•ネットワーク全体の自動化と制御を一元化できる。

APIC-EM 向けシスコパストレースアプリケーションユーザガイド、リリース 1.4.0.x    
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次の表では、Cisco APIC-EMの機能と利点について説明します。

表 1： Cisco APIC エンタープライズモジュールの機能と利点

説明機能

Cisco APIC-EMはネットワークを定期的にスキャンし、ITの
「唯一の正しい情報源」を作成します。このインベントリ

は、すべてのネットワークデバイスを含み、また企業ネット

ワーク全体を抽象化します。

ネットワーク情報データベース

Cisco APIC-EMは、ネットワークデバイスを自動的に検出
し、詳細なデバイスレベルのデータを使用して物理トポロジ

にマッピングします。デバイスとリンクのトポロジは、地理

的なマップにも表示できます。ネットワークのトラブルシュー

ティングにもこのインタラクティブな機能を使用できます。

ネットワークトポロジの可視化

EasyQoSアプリケーションは、異種ネットワークでQoSを導
入することの複雑さを軽減します。Cisco APIC-EMによって
デバイス中心の設定に変換されるビジネスインテントポリ

シーの観点でQoSを考えることができるワークフローをユー
ザに提示します。

EasyQoSアプリケーション

Ciscoネットワーク PnPアプリケーションは、Ciscoネット
ワーク PnPソリューションのコンポーネントの 1つです。
CiscoネットワークPnPソリューションは、シスコのエンター
プライズポートフォリオで拡張されます。シスコルータ、

スイッチ、ワイヤレスアクセスポイントのすべてで、非常

に安全かつスケーラブルでシームレスな統合ゼロタッチ導入

エクスペリエンスを提供します。

シスコネットワークプラグアン

ドプレイ（PnP）アプリケーショ
ン

個別にライセンス付与されるAPIC-EM用の IWANアプリケー
ションは、シンプルなビジネスポリシーで IWANネットワー
クプロファイルのプロビジョニングを簡略化します。IWAN
アプリケーションは、ハイブリッドなWANリンクの優先パ
スによって、アプリケーションまたはアプリケーショング

ループごとにビジネスレベルの優先度を定義します。これに

より、あらゆる接続でのアプリケーションエクスペリエンス

を向上させ、安価なWANリンクを活用して電気通信コスト
を削減します。

シスコインテリジェントWAN
（IWAN）アプリケーション

Cisco APIC-EMは、認証局（CA）またはサブCAとして機能
する統合 PKIサービスを提供し、X.509 SSL証明書ライフサ
イクル管理を自動化します。IWANや PnPなどのアプリケー
ションは、自動SSL証明書管理用の組み込みPKIサービス機
能を使用します。

公開キーインフラストラクチャ

（PKI）サーバ
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説明機能

パストレースアプリケーションによって、ネットワーク内

のビジネスアプリケーションが実行するフローの検査および

問い合わせを自動化し、ネットワークの問題を解決すること

ができます。

パストレースアプリケーション

完全なデータの一貫性を保つ N+ 1冗長モードで高可用性と
スケールを実現します。すべてのノードは、パフォーマンス

とロードシェアリングを最適化するために、アクティブ-ア
クティブモードで稼働します。

ハイアベイラビリティ（HA）

Cisco APIC-EMは、コントローラGUIからのデータベース全
体の完全なバックアップと復元をサポートします。

Back Up and Restore

監査ログは、CiscoAPIC-EMアプリケーションのユーザとネッ
トワークのアクティビティをキャプチャします。

監査ログ

Cisco APIC-EMへのログイン
ブラウザにネットワーク IPアドレスを入力して、CiscoAPIC-EMのGUIにアクセスします。IPア
ドレスは、設定ウィザードを使用して、初期設定時に Cisco APIC-EMのネットワークアダプタに
設定されています。この IPアドレスは、外部ネットワークに接続します。

ステップ 1 ブラウザのアドレスバーに、次の形式で Cisco APIC-EMの IPアドレスを入力します。
https://IP address

ステップ 2 起動ページで、導入手順で設定したユーザ名とパスワードを入力します。

APIC-EMコントローラの [Home]ページが表示されます。[Home]ページは次の 3つのタブで構成されま
す。

• [DASHBOARD]

• [SYSTEM HEALTH]

APIC-EM 向けシスコパストレースアプリケーションユーザガイド、リリース 1.4.0.x    
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• [SYSTEM INFO]

図 1：[SYSTEM INFO] タブ

次の作業

各タブをクリックして、GUIで提供されるデータを確認します。

パストレースについて
コントローラは、パストレースを使用して、検出されたデバイスからネットワークトポロジと

ルーティングデータを確認して収集します。次に、このデータを使用して、2つのホスト間また
はレイヤ 3インターフェイス間のパスを計算します。

オプションとして、パスに関するインターフェイス、QoS、デバイス、およびパフォーマンスモ
ニタの統計情報を収集することもできます。パストレースを介して収集した情報を使用して、

ネットワーク全体のさまざまなデバイス間に分散されているトラフィックパスをモニタし、デ

バッグすることができます。

ネットワークの 2つのノード間でパストレースを実行することにより、これらのタスクを実行し
ます。2つのノードは、有線ホスト、ワイヤレスホスト、レイヤ 3インターフェイスの組み合わ
せにできます。また、パストレースの接続を確立するためにコントローラが使用するプロトコル

として、TCPまたは UDPを指定できます。
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ルータのループバックインターフェイスまたはワイヤレスコントローラの管理インターフェ

イスからのパストレースはサポートされません。

（注）

音声やビデオエンドポイント（たとえば、Cisco IPフォン）に接続されているデバイスの場
合、エンドポイントに関する音声/データ VLAN情報を検出するために、これらのデバイスの
IPデバイストラッキング（IPDT）を有効にする必要があります。詳細については、IPデバイ
ストラッキング設定, （16ページ）を参照してください。

（注）

パス内のすべてのノードで、コントローラがデバイスとパスに関する情報をレポートします。た

とえば、ノードの検出にレイヤ 2プロトコルが使用されている場合、コントローラは、パスがス
イッチドパスであることをレポートし、それに [スイッチド（Switched）]というラベルを付けま
す。検出されたデバイスで行われたロードバランシングの判断をコントローラが検出すると、パ

スが ECMPパスであることをレポートし、それに [ECMP]というラベルを付けます。パストレー
スが特定できるプロトコルとテクノロジーの完全な一覧については、サポート対象のプロトコル

およびテクノロジー, （8ページ）を参照してください。

パストレース内の不明なデバイス（通常はシスコ以外のデバイス）について、コントローラは、

最後の既知のシスコデバイスから（ホストの送信元 IPから）、次のネイバーシスコデバイス（宛
先の送信元 IPのこともある）までの不明なデバイス間のパスを計算します。不明なデバイスにつ
いて収集された IPアドレスデータは、このネイバーシスコデバイスからコントローラに送信さ
れ、トレースパスが計算されます。不明なデバイスは疑問符（?）としてコントローラの GUIに
表示されます。

特定の状況では、パストレースは、2つ（またはそれ以上）のうちいずれかのデバイスを流れ
ることがあります。どのデバイスが実際にパストレースのフローを受信したかを確認するた

めに、コントローラはNetFlowコンフィギュレーションおよびデバイスに関するレコードを読
み取ります（存在する場合）。デバイスからこのデータを読み取ることで、コントローラは実

際のパスの可能性を判断できます。

（注）

パストレースは不明な宛先もサポートします。この場合、デバイスに到達することはできます

が、デバイスは Cisco APIC-EMによって管理されません。

Cisco APIC-EMが最初のスキャンを実行した後、追加処理中のネットワークスキャンが、数分ご
とに定期的に実行されます。進行中のスキャン中に収集される情報は [デバイス（Devices）]テー
ブルに表示されます。[デバイス（Devices）]テーブルを表示するには、[ナビゲーション
（Navigation）]ペインの [デバイスインベントリ（Device Inventory）]をクリックします。Cisco
APIC-EMは、スキャンを実行するたびに、ネットワークからアクセスコントロールリスト、
QoS、および SPANポリシー設定情報の読み取りおよび記録も行います。
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サポートされるネットワーク環境

Cisco APIC-EMは、物理的な接続、およびパス内でデバイスが使用するプロトコルに基づいて、
キャンパスネットワークとWANネットワークの両方に対するパストレースの計算を実行できま
す。具体的には、Cisco APIC-EMは次のネットワーキング環境を通じてパストレースをサポート
します。

•キャンパス/データセンターからキャンパス/データセンターへ

•キャンパス/データセンターからブランチへ

•ブランチからキャンパス/データセンターへ

•ブランチからブランチへ

選択したホストまたはインターフェイスに対してコントローラがパストレースを完了できな

い場合は、部分的なトレースの結果が表示されます。

（注）

サポート対象のプロトコルおよびテクノロジー

次の表で、パストレースがサポートするデバイスのプロトコル、ネットワーク接続（物理的、ワ

イヤレス、仮想）、および機能について説明します。

プラットフォームおよびシナリオでサポートされるプロトコル、ワイヤレス接続、機能の詳細

については、Supported Platforms for the Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise
Moduleを参照してください。

（注）
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表 2：パストレースでサポートされるデバイスプロトコルとネットワーク接続

説明サポートされるデバイスプロトコル

およびネットワーク接続

アクセスコントロールリスト（ACL）トレースは、パス
にプログラミングされたACLによりフローがどのような
影響を受けるかを分析します。送信元と宛先の間のパス

の計算後、ACLトレースが、パス上のすべてのデバイス
の入出力インターフェイスを分析します。

分析はパス全体のACLの間で独立しています。例えば、
ACLにパス上のあるインターフェイスのトラフィックを
拒否するエントリがあっても、分析結果には、トラフィッ

クはACLによって拒否されることなく宛先に到達したか
のように報告されます。ただし、個々のACL内のエント
リの分析は累積されます。つまり、優先順位の高いACE
が一致すると、優先順位の低い ACEは無視されます。

アクセスコントロールリスト

（ACL）

ネットワークでBGPを使用すると、コントローラのGUI
を通じて所定のアプリケーションフローに対するパスト

レースを表示できます。ユーザは、特定のアプリケーショ

ンが使用している正確なパスを特定できます。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

Border Gateway Protocol（BGP）

パストレースは、リンクの情報源を特定することによ

り、2つのスポーク間に DMVPNの動的なトンネルを示
します。

詳細については、DMVPNパストレースの結果の理解,
（37ページ）を参照してください。

Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）

ネットワークで EIGRPを使用すると、コントローラの
GUIを通じて所定のアプリケーションフローに対するパ
ストレースを表示できます。ユーザは、特定のアプリ

ケーションが使用している正確なパスを特定できます。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

Enhanced Interior Gateway Routing
Protocol（EIGRP）
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説明サポートされるデバイスプロトコル

およびネットワーク接続

ネットワーク内で ECMP/TRを使用すると、コントロー
ラのGUIを通じて所定のアプリケーションフローに対す
るパストレースを表示できます。ユーザは、特定のアプ

リケーションが使用している正確なパスを特定できます。

このパストレース計算で使用されるデータは、デバイス

をポーリングすることによってオンデマンドで取得され

ます。ECMPでパストレースを実行すると、要求された
タプルについてのCiscoExpress Forwarding（CEF）ルック
アップがデバイスでオンデマンドで実行されます。パス

トレースにおいてパス内に多数の未定義または管理対象

外のデバイスが検出されると、最後の既知または管理対

象のシスコデバイスからオンデマンドでパストレース

が実行され、そのトレースルート結果の最初の既知また

は管理対象のシスコデバイスからパス計算が再開されま

す。パストレースを使用して検出された未定義または管

理対象外のホップは、未定義のデバイスとして、IPアド
レスとともにパスに追加されます。

等コストマルチパス/トレースルート
（ECMP/TR）

ネットワークで ECMPルーティングのストラテジーを使
用すると、コントローラの GUIを通じて所定のアプリ
ケーションフローに対するパストレースを表示できま

す。ユーザは、特定のアプリケーションが使用している

正確なパスを特定できます。

このパストレース計算に使用されるデータは、パス計算

の要求時にネットワークデバイスを通じて生成されるオ

ンデマンドクエリを通じて取得されます。

パストレースセグメント内のデバイス間で

ECMPが使用されると、コントローラの GUI
に表示されます。

（注）

等コストマルチパス（ECMP）

ネットワーク内で HSRPが使用されると、コントローラ
は所定のセグメントに対する HSRPのアクティブルータ
を自動的に検索し、パストレースのための適切なパスを

計算します。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

ホットスタンバイルータプロトコル

（HSRP）
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説明サポートされるデバイスプロトコル

およびネットワーク接続

ネットワークで IS-ISを使用すると、コントローラのGUI
を通じて所定のアプリケーションフローに対するパスト

レースを表示できます。ユーザは、特定のアプリケーショ

ンが使用している正確なパスを特定できます。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

Intermediate System-to-Intermediate
System（IS-IS）プロトコル

コントローラは、2つのレイヤ 3転送インターフェイス
間、またはレイヤ 3転送インターフェイスとホスト間の
パストレースを実行できます。

レイヤ 3転送インターフェイス

ネットワークでレイヤ 3の再起ルックアップを使用する
と、コントローラのGUIを通じて所定のアプリケーショ
ンフローに対するパストレースを表示できます。ユーザ

は、特定のアプリケーションが使用している正確なパス

を特定できます。最大 3つの再起ルックアップがサポー
トされます。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

レイヤ 3の再帰ルックアップ
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説明サポートされるデバイスプロトコル

およびネットワーク接続

コントローラは、ブランチ間で接続された、プロバイダー

管理のMPLS-VPNサービスに対するパストレースサポー
トを提供します。このタイプのパストレースでサポート

されるデバイスには、次のものがあります。

• CiscoASR1000シリーズアグリゲーションサービス
ルータ

• CiscoASR9000シリーズアグリゲーションサービス
ルータ

• Cisco Integrated Services Routers（ISR）G2

すべてのカスタマーエッジ（CE）ルータでNetFlowが有
効になっており、ホストとルータ間でトラフィックが流

れている必要があります。

上記のサポート対象のデバイスは、[デバイス
インベントリ]の [デバイスロール]に [ボーダー
ルータ]としてタグ付けされます。上記のサポー
ト対象デバイスは、パストレースの実行時に

ボーダールータとしてタグ付けしておく必要

があります。

（注）

このパストレース計算に使用されるデータは、パス計算

の要求時にネットワークデバイスを通じて生成されるオ

ンデマンドクエリを通じて取得されます。

MPLS-VPN（WAN）

ネットワークで Netflowを使用すると、コントローラの
GUIを通じて所定のアプリケーションフローに対するパ
ストレースを表示できます。ユーザは、特定のアプリ

ケーションが使用している正確なパスを特定できます。

宛先に複数のボーダールータがあると、実際の入力ボー

ダールータを見つけるためにデバイスの Netflowキャッ
シュが使用されます。これらのデバイスのNetflowレコー
ドが、所定のタプルについて、オンデマンドで照合され

ます。ボーダールータ上に Netflowを設定する必要があ
ります。Netflowが設定されていない場合、入力インター
フェイスを見つけるためにトレースルートが使用されま

すが、これは正確でない場合があります。

Netflow

パストレースは、リンクの情報源をNHRPとして特定す
ることにより、2つのスポーク間に DMVPNの動的なト
ンネルを示します。

NextHopResolution Protocol（NHRP）
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説明サポートされるデバイスプロトコル

およびネットワーク接続

ネットワークでOSPFを使用すると、コントローラのGUI
を通じて所定のアプリケーションフローに対するパスト

レースを表示できます。ユーザは、特定のアプリケーショ

ンが使用している正確なパスを特定できます。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

Open Shortest Path Firstプロトコル
（OSPF）

所定のアプリケーションフローに対するパストレース

は、イーサネット、Serial over SONET、およびPacket over
SONETを介して表示できます。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

物理的な接続（イーサネット、Serial
over SONET、および Packet over
SONET（PoS））

コントローラは、スパニングツリープロトコル（STP）
のレイヤ 2サポートを提供します。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

スパニングツリープロトコル（STP）

ネットワークでスタティックルーティングを使用する際

は、コントローラのGUIを通じて所定のアプリケーショ
ンフローに対するパストレースを表示できます。ユーザ

は、特定のアプリケーションが使用している正確なパス

を特定できます。

このパストレース計算で使用されるデータは検出プロセ

ス中に取得され、コントローラのデータベース内に保存

されて最新に保たれます。

スタティックルーティング

ネットワーク内でサブインターフェイスを使用する際

は、所定のアプリケーションフローに対するパストレー

スが表示されます。2つのサブインターフェイス間のパ
ストレースが表示され、ユーザはアプリケーションに対

するエンドツーエンドのパスを視覚化できます。

サブインターフェイス
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説明サポートされるデバイスプロトコル

およびネットワーク接続

ネットワーク内で仮想接続（レイヤ 2ポートチャネル）
を使用する際は、所定のアプリケーションフローに対す

るパストレースが表示されます。仮想インターフェイス

（ポートチャネル）を介してパストレースが表示され、

ユーザはアプリケーションに対するエンドツーエンドの

パスを確認できます。

仮想接続：レイヤ 2ポートチャネル

ネットワーク内で仮想接続（VLAN/SVI）を使用すると、
所定のアプリケーションフローに対するパストレースが

表示されます。パストレースが表示され、ユーザはアプ

リケーションに対するエンドツーエンドのパスを確認で

きます。

このパス計算で使用されるデータは検出プロセス中に取

得され、コントローラのデータベース内に保存されて最

新に保たれます。

仮想接続：VLAN/SVI

パストレースは、VRF Liteおよび VRFルートリーキン
グをサポートします。詳細については、VRFパストレー
スの結果の理解, （38ページ）を参照してください。

仮想ルーティングおよびフォワーディ

ング（VRF）

コントローラは、Control and Provisioning ofWirelessAccess
Points（CAPWAP）、802.11、およびモビリティに対する
パストレースサポートを提供します。

ワイヤレスネットワーク要素を使用すると、所定のアプ

リケーションフローに対するパストレースが表示されま

す。ユーザは、特定のアプリケーションが使用している

正確なパスを認識します。

パストレース中に CAPWAPまたはモビリティ
トンネリング（ローミング用）のいずれかが検

出されると、それがコントローラの GUIに表
示されます。

（注）

このパス計算で使用されるデータは検出プロセス中に取

得され、コントローラのデータベース内に保存されて最

新に保たれます。

ワイヤレス
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第 3 章

デバイス設定の前提条件

• パストレースで必要なプラットフォーム設定, 15 ページ

• Cisco NetFlow設定, 16 ページ

• IPデバイストラッキング設定, 16 ページ

• パフォーマンスモニタの設定, 16 ページ

パストレースで必要なプラットフォーム設定
特定のパストレース機能が適切に動作するには、次の表に示すプラットフォームに変更を加える

必要があります。

表 3：パストレースで必要なプラットフォーム設定

必要な設定Platform

これらのルータに NetFlowを設定します。

詳細については、CiscoNetFlow設定, （16ペー
ジ）を参照してください。

• Cisco ASR 1000

• Cisco ASR 9000

• Cisco ISR-G2

• Cisco ISR-4451 -X

エンドポイントに関する音声/データ VLAN情
報を検出するには、これらのデバイスに対して

IPDTを有効にします。

詳細については、IPデバイストラッキング設
定, （16ページ）を参照してください。

音声やビデオエンドポイントに接続されている

デバイス（たとえば、Cisco IPフォンなど）
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必要な設定Platform

パストレースを実行してパフォーマンスモニ

タの情報を収集するには、デバイスに変更を加

える必要はありません。このタイプのパスト

レースを開始すると、シスコパストレースは

自動的にこれを実行します。

シスコパストレースが行う設定の変更につい

ては、パフォーマンスモニタの設定, （16ペー
ジ）を参照してください。

パフォーマンスモニタの情報を必要とするデバ

イス

Cisco NetFlow 設定
Cisco NetFlowは、Cisco APIC-EMのパストレース機能をサポートするために、次のデバイスで有
効にする必要があります。

• Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータ

• Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ

• Cisco ISR-G2ルータ

• Cisco ISR-4451 -X

コントローラは、パストレース用にデバイスからキャッシュされた NetFlowレコードをプルしま
す。デバイスの NetFlowを有効にするには、デバイスのマニュアルを参照してください。Cisco
NetFlowテクノロジーに関する一般情報については、「Cisco IOSFlexibleNetFlowTechnologyQ&A」
を参照してください。

IP デバイストラッキング設定
CiscoAPIC-EMの検出機能は、複数のプロトコルと方法を使用して、ホストの IPアドレス、MAC
アドレス、およびネットワーク接続ポイントなどのネットワーク情報を取得します。IPデバイス
トラッキング（IPDT）を検出に使用するには、このプロトコルをホスト情報の収集に使用するた
め、デバイスおよびインターフェイス上で IPDTを手動で有効にする必要があります。デバイス
の IPDTを有効にするには、特定のデバイスのマニュアルを参照してください。IPDTに関する一
般情報については、「IP Device Tracking (IPDT) Overview」を参照してください。

パフォーマンスモニタの設定
パストレースを実行し、パフォーマンスモニタの統計情報を収集すると、Cisco APIC-EMは必要
なフローモニタコマンドを使用して、要求されたパスのすべてのデバイスを自動的に設定しま

   APIC-EM 向けシスコパストレースアプリケーションユーザガイド、リリース 1.4.0.x
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す。Cisco APIC-EMは、対応するパストレース要求が残っていない場合、またはパストレース要
求の 24時間経過のどちらが先になる場合でも、デバイスから設定を削除します。

次の設定が要求されたパス内の各デバイスに送信されます。

flow record type performance-monitor APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_RECORD
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
match transport destination-port
match transport rtp ssrc
collect ipv4 dscp
collect ipv4 ttl
collect transport rtp jitter mean
collect transport rtp jitter minimum
collect transport rtp jitter maximum
collect interface input
collect interface output
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect counter bytes rate
collect counter packets drop (not applicable to routers)

flow monitor type performance-monitor APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_MONITOR
description APIC_EM flow-analysis request monitor
record APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_RECORD

ip access-list extended APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_ACL
class-map APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_CLASSMAP
match access-group name APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_ACL

policy-map type performance-monitor APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_POLICYMAP
class APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_CLASSMAP
flow monitor APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_MONITOR

interface GigabitEthernet x/y
service-policy type performance-monitor input APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_PERFMON_POLICYMAP

ip access-list extended APIC_EM-FLOW_ANALYSIS_ACL
permit ip host aa.bb.cc.dd host ww.xx.yy.zz

1

1 aa.bb.cc.dd is source ip and ww.xx.yy.zz is destination ip.
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第 4 章

パストレースの実行

• パストレースの実行, 19 ページ

• ACLベースのパストレースの実行, 22 ページ

• パストレース中の統計情報の収集, 24 ページ

• パストレースの結果の理解, 28 ページ

• ACLパストレースの結果の理解, 35 ページ

• DMVPNパストレースの結果の理解, 37 ページ

• VRFパストレースの結果の理解, 38 ページ

• パストレース実行中に取得した統計情報を理解する, 38 ページ

パストレースの実行
ネットワーク内の 2つのノード間のパストレースを実行できます。2つのノードは、2つのホス
トまたはレイヤ 3インターフェイス、あるいはその両方の場合があります。

APIC-EM 向けシスコパストレースアプリケーションユーザガイド、リリース 1.4.0.x    
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パストレースアプリケーションは精度についての注記を表示することがあります。精度につ

いての注記とは、ノードまたはパスセグメント上に表示される赤いボックスのことで、算出

されたパスの精度をパーセンテージで表します。注記にカーソルを合わせると、パストレー

スの精度を向上させるために行う修正措置の提案が表示されます。たとえば、ポート値を入力

してパストレースを再度実行するように求められる場合があります。

（注）

図 2：[パストレース（Path Trace）] ウィンドウ

はじめる前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を

使用して検出します。

コントローラがデバイスに SSHまたは Telnetアクセスできることを確認します。

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで、[パストレース（Path Trace）]をクリックします。

ステップ 2 パストレースツールバーから、[新しいパストレースの開始（Start new Path Trace）]をクリックします。

ステップ 3 [送信元（Source）]フィールドに、トレースを開始するホストまたはレイヤ 3転送インターフェイスの IP
アドレスを入力します。

デバイスの IPアドレスを手動で入力する場合は、リストからデバイスを選択してから、そのデバイスの
インターフェイスを選択する必要があります。
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ステップ 4 [宛先（Destination）]フィールドに、トレースを終了するホストまたはレイヤ 3転送インターフェイスの
IPアドレスを入力します。また、管理対象外のデバイス（未知の宛先と呼ばれる）の IPアドレスを入力
することもできます。

デバイスの IPアドレスを手動で入力する場合は、リストからデバイスを選択してから、そのデバイスの
インターフェイスを選択する必要があります。

ステップ 5 （任意） 送信元および宛先のポートまたはプロトコルを設定するには、[その他のオプション（More
Options）]をクリックします。

ステップ 6 （任意） [送信元ポート（Source Port）]フィールドに、トレースを開始するホストのポート番号を入力し
ます。

ステップ 7 （任意） [宛先ポート（Destination Port）]フィールドに、トレースを終了するホストのポート番号を入力
します。

ステップ 8 （任意） [プロトコル（Protocol）]フィールドで、レイヤ 4パストレースプロトコルのドロップダウン
メニューから [tcp]または [udp]を選択します。

ステップ 9 （任意）パストレースを30秒ごとに更新するよう設定するには、[定期的な更新（30秒）（PeriodicRefresh
(30 sec)）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 （任意）追加の統計情報を収集するようパストレースを設定するには、[統計情報（Stats）]チェックボッ
クス、およびそれ以降のチェックボックスを必要に応じてオンにします。

• [QoS]：QoSに関する情報を収集して表示します。

• [インターフェイス（Interface）]：パス上のデバイスのインターフェイスに関する情報を収集して表
示します。

• [デバイス（Device）]：デバイスの CPUおよびメモリの使用率などの情報を収集して表示します。

• [Perf Mon]：パス上のデバイスに関するパフォーマンスのモニタリング情報を収集して表示します。

[Perf Mon]オプションを選択すると、APIC-EMは、パス内のデバイス上のすべてのフローのパ
フォーマンスのモニタリング設定を有効にします。続行するには、この設定を確認する必要が

あります。

（注）

ステップ 11 （任意） [ACLトレース（ACL Trace）]チェックボックスをオンにして、ACLベースのパストレースを
実行します。

ステップ 12 [Start Trace]をクリックします。
パストレースの出力を確認します。詳細については、パストレースの結果の理解, （28ページ）を参照
してください。

ステップ 13 未知の宛先へのパストレースを行わない限り、[トポロジ（Topology）]ウィンドウにパストレースを表
示できます。そのためには、[トポロジに表示（View in Topology）]をクリックします。
ネットワークのパストレースが強調表示された状態で [トポロジ（Topology）]ウィンドウが新しいウィ
ンドウで開きます。[Topology]ウィンドウの詳細については、CiscoApplicationPolicy InfrastructureController
エンタープライズモジュール管理者ガイドを参照してください。

デバイスのロケーションマーカーを追加した場合は、ロケーションマーカーがトポロジマップ

に表示されます。その場所のトポロジを表示するには、ロケーションマーカーをクリックしま

す。

（注）

APIC-EM 向けシスコパストレースアプリケーションユーザガイド、リリース 1.4.0.x    
21

パストレースの実行

パストレースの実行



ACL ベースのパストレースの実行
ネットワーク内の 2つのノード間のパストレースを実行できます。2つのノードは、2つのホス
トまたはレイヤ 3インターフェイス、あるいはその両方の場合があります。

パストレースアプリケーションは精度についての注記を表示することがあります。精度につ

いての注記とは、ノードまたはパスセグメント上に表示される赤いボックスのことで、算出

されたパスの精度をパーセンテージで表します。注記にカーソルを合わせると、パストレー

スの精度を向上させるために行う修正措置の提案が表示されます。たとえば、ポート値を入力

してパストレースを再度実行するように求められる場合があります。

（注）

図 3：選択した ACL トレースを示すパストレースのウィンドウ

はじめる前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を

使用して検出します。
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コントローラがデバイスに SSHまたは Telnetアクセスできることを確認します。

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで、[パストレース（Path Trace）]をクリックします。

ステップ 2 パストレースツールバーから、[新しいパストレースの開始（Start new Path Trace）]をクリックします。

ステップ 3 [送信元（Source）]フィールドに、トレースを開始するホストまたはレイヤ 3転送インターフェイスの IP
アドレスを入力します。

デバイスの IPアドレスを手動で入力する場合は、リストからデバイスを選択してから、そのデバイスの
インターフェイスを選択する必要があります。

ステップ 4 [宛先（Destination）]フィールドに、トレースを終了するホストまたはレイヤ 3転送インターフェイスの
IPアドレスを入力します。また、管理対象外のデバイス（未知の宛先と呼ばれる）の IPアドレスを入力
することもできます。

デバイスの IPアドレスを手動で入力する場合は、リストからデバイスを選択してから、そのデバイスの
インターフェイスを選択する必要があります。

ステップ 5 （任意） 送信元および宛先のポートまたはプロトコルを設定するには、[その他のオプション（More
Options）]をクリックします。

ステップ 6 （任意） [送信元ポート（Source Port）]フィールドに、トレースを開始するホストのポート番号を入力し
ます。

ステップ 7 （任意） [宛先ポート（Destination Port）]フィールドに、トレースを終了するホストのポート番号を入力
します。

ステップ 8 （任意） [プロトコル（Protocol）]フィールドで、レイヤ 4パストレースプロトコルのドロップダウン
メニューから [tcp]または [udp]を選択します。

ステップ 9 （任意）パストレースを30秒ごとに更新するよう設定するには、[定期的な更新（30秒）（PeriodicRefresh
(30 sec)）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 （任意）追加の統計情報を収集するようパストレースを設定するには、[統計情報（Stats）]チェックボッ
クス、およびそれ以降のチェックボックスを必要に応じてオンにします。

• [QoS]：QoSに関する情報を収集して表示します。

• [インターフェイス（Interface）]：パス上のデバイスのインターフェイスに関する情報を収集して表
示します。

• [デバイス（Device）]：デバイスの CPUおよびメモリの使用率などの情報を収集して表示します。

• [Perf Mon]：パス上のデバイスに関するパフォーマンスのモニタリング情報を収集して表示します。

[Perf Mon]オプションを選択すると、APIC-EMは、パス内のデバイス上のすべてのフローのパ
フォーマンスのモニタリング設定を有効にします。続行するには、この設定を確認する必要が

あります。

（注）

ステップ 11 [ACLトレース（ACL Trace）]チェックボックスをオンにして、ACLベースのパストレースを実行しま
す。

ステップ 12 [Start Trace]をクリックします。
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パストレースの出力を確認します。詳細については、ACLパストレースの結果の理解, （35ページ）を
参照してください。

ステップ 13 未知の宛先へのパストレースを行わない限り、[トポロジ（Topology）]ウィンドウにパストレースを表
示できます。そのためには、[トポロジに表示（View in Topology）]をクリックします。
ネットワークのパストレースが強調表示された状態で [トポロジ（Topology）]ウィンドウが開きます。
[Topology]ウィンドウの詳細については、Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライ
ズモジュール管理者ガイドを参照してください。

デバイスのロケーションマーカーを追加した場合は、ロケーションマーカーがトポロジマップ

に表示されます。その場所のトポロジを表示するには、ロケーションマーカーをクリックしま

す。

（注）

パストレース中の統計情報の収集
ネットワーク内の 2つのノード間でパストレースを実行し、パスに関する次の種類の統計情報を
収集できます。

• Quality of Service（QoS）

•インターフェイス

•デバイス

• Performance Monitor（[Perf Mon]統計情報を収集するためにパストレースを実行する場合、
Cisco APIC-EMは、要求されたパスにある全てのデバイスに必要なフローモニタ設定を行い
ます。この設定の詳細については、パフォーマンスモニタの設定, （16ページ）を参照して
ください。）
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パストレースアプリケーションは精度についての注記を表示することがあります。精度につ

いての注記とは、ノードまたはパスセグメント上に表示される赤いボックスのことで、算出

されたパスの精度をパーセンテージで表します。注記にカーソルを合わせると、パストレー

スの精度を向上させるために行う修正措置の提案が表示されます。たとえば、ポート値を入力

してパストレースを再度実行するように求められる場合があります。

（注）

図 4：選択した統計情報を示すパストレースのウィンドウ

はじめる前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を

使用して検出します。
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手順の概要

1. [ナビゲーション（Navigation）]ペインで、[パストレース（Path Trace）]をクリックします。
2. パストレースツールバーから、[新しいパストレースの開始（Start new Path Trace）]をクリッ
クします。

3. [送信元（Source）]フィールドに、トレースを開始するホストまたはレイヤ3転送インターフェ
イスの IPアドレスを入力します。

4. [宛先（Destination）]フィールドに、トレースを終了するホストまたはレイヤ 3転送インター
フェイスの IPアドレスを入力します。

5. （任意） 送信元および宛先のポートまたはプロトコルを設定するには、[その他のオプション
（More Options）]をクリックします。

6. （任意） [送信元ポート（Source Port）]フィールドに、トレースを開始するホストのポート番
号を入力します。

7. （任意） [宛先ポート（Destination Port）]フィールドに、トレースを終了するホストのポート
番号を入力します。

8. （任意） [プロトコル（Protocol）]フィールドで、レイヤ 4パストレースプロトコルのドロッ
プダウンメニューから [tcp]または [udp]を選択します。

9. （任意） パストレースを 30秒ごとに更新するよう設定するには、[定期的な更新（30秒）
（Periodic Refresh (30 sec)）]チェックボックスをオンにします。

10. [統計情報（Stats）]チェックボックスをオンにします。
11. 収集する統計情報の種類に応じて、次のチェックボックスをオンにします。
12. [Start Trace]をクリックします。
13. （任意） パストレースを [トポロジ（Topology）]ウィンドウで表示するには、次の手順を実
行します。[トポロジに表示（View in Topology）]をクリックします。
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手順の詳細

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで、[パストレース（Path Trace）]をクリックします。

ステップ 2 パストレースツールバーから、[新しいパストレースの開始（Start new Path Trace）]をクリックします。

ステップ 3 [送信元（Source）]フィールドに、トレースを開始するホストまたはレイヤ 3転送インターフェイスの IP
アドレスを入力します。

ステップ 4 [宛先（Destination）]フィールドに、トレースを終了するホストまたはレイヤ 3転送インターフェイスの
IPアドレスを入力します。

ステップ 5 （任意） 送信元および宛先のポートまたはプロトコルを設定するには、[その他のオプション（More
Options）]をクリックします。

ステップ 6 （任意） [送信元ポート（Source Port）]フィールドに、トレースを開始するホストのポート番号を入力し
ます。

ステップ 7 （任意） [宛先ポート（Destination Port）]フィールドに、トレースを終了するホストのポート番号を入力
します。

ステップ 8 （任意） [プロトコル（Protocol）]フィールドで、レイヤ 4パストレースプロトコルのドロップダウン
メニューから [tcp]または [udp]を選択します。

ステップ 9 （任意）パストレースを30秒ごとに更新するよう設定するには、[定期的な更新（30秒）（PeriodicRefresh
(30 sec)）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 [統計情報（Stats）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 11 収集する統計情報の種類に応じて、次のチェックボックスをオンにします。

• [QoS統計情報（QoS Stats）]

• [インターフェイス統計情報（Interface Stats）]

•デバイス統計

• [Perf Mon統計情報（Perf Mon Stats）]

[Perf Mon]統計情報を収集するためにパストレースを実行する場合、要求されたパスにある全
てのデバイスに必要なフローモニタ設定を行うための権限を Cisco APIC-EMに付与する必要が
あります。確認ダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックしてこの設定を許可する
か、[キャンセル（Cancel）]をクリックしてこの操作を中断します。この設定の詳細について
は、パフォーマンスモニタの設定, （16ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 12 [Start Trace]をクリックします。
[トレース結果のデバイス詳細（Trace Results Device Details）]ペインに結果が表示されます。詳細につい
ては、次のトピックを参照してください。

• QoS統計情報, （42ページ）

• Interface Statistics, （40ページ）

•デバイスの統計情報, （38ページ）

•パフォーマンスモニタの統計情報, （43ページ）
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ステップ 13 （任意） パストレースを [トポロジ（Topology）]ウィンドウで表示するには、次の手順を実行します。
[トポロジに表示（View in Topology）]をクリックします。
ネットワークのパストレースが強調表示された状態で [トポロジ（Topology）]ウィンドウが開きます。

デバイスのロケーションマーカーを追加した場合は、ロケーションマーカーがトポロジマップ

に表示されます。その場所のトポロジを表示するには、ロケーションマーカーをクリックしま

す。

（注）

[Topology]ウィンドウの詳細については、Cisco Application Policy Infrastructure Controllerエンタープライ
ズモジュール管理者ガイドを参照してください。

パストレースの結果の理解
パストレースを実行すると、[パストレース（Path Trace）]ウィンドウに結果が表示されます。

図 5：結果を示すパストレースのウィンドウ

パストレースツールバー

パストレースツールバーは、次のオプションと情報を提供します。

• [フィルタ（Filters）]：送信元または宛先 IPアドレス、送信元または宛先ポート、プロトコ
ル、作成日、収集した統計情報（QoS、デバイス、インターフェイス、パフォーマンスモニ
タ、ACLトレース）によってパストレースを検索できます。
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• [新しいパストレースの開始（Start new Path Trace）]：パストレースのパラメータを定義で
きるダイアログボックスを表示します。

•コピーアイコン：選択した（ソース）パストレースで定義されるパラメータを使用して新
しいパストレースを作成できます。ソースパストレースのすべての値を維持し、新しいパ

ストレースのパラメータを変更、追加、選択解除することができます。

[パストレース（Path Traces）] ペイン

[パストレース（Path Traces）]ペインには、次の 3つのカテゴリのうちのいずれかのパストレー
スが表示されます。

• [処理中（IN PROGRESS）]：パスは計算中です。まだ表示する結果はありません。

• [アクティブ（ACTIVE）]：パスの計算は終了しており、30秒ごとに更新されます。統計情
報を定期的に収集することもできます。

• [完了（COMPLETED）]：パスの計算は一度完了しており、更新されません。ただし、統計
情報は定期的に収集することもできます。

トレース結果ツールバー

[トレース結果のグラフィカル表示（Trace Results Graphical Display）]ペインの上部にあるツール
バーには、パストレースの表示を調整するボタンがあります。

表 4：トレース結果ツールバー

説明名前
2

詳細な部分まで表示するためにトレース結果を

最小化します。

縮小表示（View Small）

ホストの宛先 IPからホストの送信元 IPへのト
レース結果を表示します。逆方向パストレース

のグラフィックは、元のパストレースのすぐ下

に表示されます。逆方向パストレースの詳細

は、元のパストレースの詳細の右に表示されま

す。

不明な宛先へのパストレースを実行

した場合は、逆方向パストレースを

表示できません。

（注）

反転

パストレースおよび逆方向パストレース詳細

ウィンドウのスクロールをロックします。（[逆
方向の表示（ShowReverse）]が有効になってい
る場合に使用できます。）

[スクロールロック（Scroll Lock）]
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説明名前
2

パストレース内の重複するデバイスを表示/非
表示します。

[重複デバイスの表示（ShowDuplicateDevices）]

各デバイスまたはインターフェイスで、ACLが
パス上でトラフィックをブロックしているかど

うかを示すアイコンが表示されます。

[ACLトレース（ACL Trace）]チェックボック
ス

3

トレースの統計情報が収集された場合は、イン

ターフェイス、QoS、デバイス、およびパフォー
マンスモニタのチェックボックスを1つ以上選
択して、対応する情報をグラフィック表示で表

示することができます。

統計

[トポロジ（Topology）]ウィンドウを開き、ネッ
トワークトポロジのパストレースの結果を強

調表示します。不明な宛先へのパストレースを

実行した場合、このオプションは使用できませ

ん。[Topology]ウィンドウの使用方法の詳細に
ついては、Cisco Application Policy Infrastructure
Controllerエンタープライズモジュール管理者
ガイドを参照してください。

トポロジに表示（View in Topology）

2
トレースの結果によっては、ツールバーのいくつかの項目が使用できないことがあります。

3 ACLパストレースを実行したときにのみ使用できます。

トレース結果のグラフィカル表示

コントローラは、送信元（ホスト A）と宛先（ホスト B）間のパス上のパス方向、ホストとデバ
イス（IPアドレスを含む）をグラフィカル表示します。パストレースの個々のデバイスをクリッ
クすると、[トレース結果のデバイス詳細（Trace Results DeviceDetails）]エリアでそのデバイスが
強調表示されます。表示では、スイッチド（Switched）、STP、ECMP、ルーテッド（Routed）、
トレースルート（TraceRoute）、その他のソースタイプなど、パス上のデバイス間のパスソース
のプロトコルも表示します。

ACLトレースを実行した場合、デバイスは、条件に一致するトラフィックがインターフェイスで
設定されたACLに基づいて許可されるか、拒否されるかを示します。詳細については、ACLベー
スのパストレースの実行, （22ページ）を参照してください。

トレース結果のデバイス詳細

パストレース内の各デバイスについて表示される詳細情報を確認できます。
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表 5：トレース結果のデバイス詳細

説明名前

デバイスの IPアドレス。IP

有線デバイスまたはワイヤレスデバイス（アクセスポイント、

スイッチ、またはルータ）。

タイプ
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説明名前

リンクの送信元（Link
Source）
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説明名前

2つのデバイス間のリンクに関する情報（送信元と宛先）。リン
ク情報は送信元デバイスの設定に基づいています。

• [Boarder Gateway Protocol (BGP)]：リンクは、送信元デバイ
スに設定されている BGPルートに基づいています。

• [Equal Cost Multipath (ECMP) routing]：リンクはCisco Express
Forwarding（CEF）のロードバランシングの決定に基づいて
います。

• [Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)]：リンク
は、送信元デバイスに設定されている EIGRPルートに基づ
いています。

• [接続（Connected）]：送信元ホスト（ホストA）は宛先ホス
ト（ホスト B）に直接接続されています。リバースパスの
場合、宛先ホスト（ホストB）が送信元ホスト（ホストA）
に直接接続されています。

• [InterVlanRouting]：送信元デバイスにスイッチ仮想インター
フェイス（SVI）が設定されています。

宛先デバイスへパスがスイッチされている送信元デバイスに

VLANが設定されています。

• [Intermediate System-to-Intermediate System Protocol (IS-IS)：リ
ンクは、送信元デバイスに設定されている IS-ISルートに基
づいています。

• [NetFlow]：リンクは、送信元デバイスで収集されたNetFlow
レコードに基づいています。

• [Next Hop Resolution Protocol (NHRP)]：パストレースは、リ
ンクの情報源をNHRPとして特定することにより、2つのス
ポーク間に DMVPNの動的なトンネルを示します。

• [Open Shortest Path First (OSPF)]：リンクは、送信元デバイス
に設定されている OSPFルートに基づいています。

• [スタティック（Static）]：リンクは、送信元デバイスに設定
されているスタティックルートに基づいています。

• [スイッチド（Switched）]：リンクはレイヤ 2 VLAN転送に
基づきます。

• [トレースルート（TraceRoute）]：リンクはトレースルート
に基づきます。

• [有線（Wired）]：送信元デバイスは、宛先デバイスへ有線
接続されています。
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説明名前

[ワイヤレス（Wireless）]：送信元デバイスは宛先デバイス
（アクセスポイント）へ接続されているワイヤレスホスト

です。

•

パストレースは、次のタイプのトンネルをグラフィカル表示で示

します。

• Control and Provisioning of Wireless Access Pointsプロトコル
（CAPWAP）のデータ（ワイヤレス）またはモビリティト
ンネリング

• Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）トンネル：パストレー
スは、スポーク間、スポークからハブ、およびハブからス

ポークへの DMVPNトンネルルートを表示し、使用中のア
ンダーレイプロトコルを示します。ただし、アンダーレイ

デバイスは示しません。

詳細については、DMVPNパストレースの結果の理解, （37
ページ）を参照してください。

トンネル

パストレースのデバイスの入力インターフェイス（物理または仮

想）。

たとえば、物理入力インターフェイスは GigabitEthernet1/0/1、仮
想入力インターフェイスはGigabitEthernet1/3 [Vlan1]となります。

このパストレースに対して統計情報が収集された場合、[統計情
報の表示（View Stats）]ボタンをクリックしてインターフェイス
または QoSの統計情報を表示します。詳細については、Interface
Statistics, （40ページ）またはQoS統計情報, （42ページ）を参
照してください。

入力インターフェイス

パストレースのデバイスの出力インターフェイス（物理または仮

想）。

たとえば、物理インターフェイスは GigabitEthernet1/0/2、仮想入
力インターフェイスは GigabitEthernet1/4 [Vlan2]となります。

このパストレースに対して統計情報が収集された場合、[統計情
報の表示（View Stats）]ボタンをクリックしてインターフェイス
または QoSの統計情報を表示します。詳細については、Interface
Statistics, （40ページ）またはQoS統計情報, （42ページ）を参
照してください。

出力インターフェイス
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説明名前

デバイス間のセグメントのパストレースについて不確実な点があ

る場合、パストレースは注記を表示し、算出されたパスの精度を

パーセンテージとして示します。たとえば、10 %は 90 %よりも
精度が低いことを示します。

注記にカーソルを合わせると、パストレースの精度を向上させる

ために行う修正措置の提案が表示されます。たとえば、ポート値

を入力してパストレースを再度実行するように求められる場合が

あります。

精度の注記（Accuracy note）

パストレースは、ルータで VRFを検出すると、グラフィック表
示で VRFを表示し、インターフェイス名と VRF名を示します。
詳細については、VRFパストレースの結果の理解,（38ページ）
を参照してください。

VRF

トレース結果の統計情報

デバイスの統計情報をパストレースに含めるように指定した場合は、デバイスに関する統計情報

が収集され、表示されます。[統計（Stats）]ドロップダウンリストから 1つ以上のオプションを
選択または選択解除して、さまざまな情報を区分できます。

統計情報の詳細については、次の項を参照してください。

•デバイスの統計情報, （38ページ）

• Interface Statistics, （40ページ）

• QoS統計情報, （42ページ）

•パフォーマンスモニタの統計情報, （43ページ）

ACL パストレースの結果の理解
ACLパストレースは、条件に一致するトラフィックがパスで設定された ACLに基づいて許可さ
れるか、拒否されるかを示します。

次のルールは ACLパストレースの結果に影響します。

•一致する ACEのみが報告されます。

•パストレースの定義時にプロトコル、送信元ポート、または宛先ポートを省略した場合は、
これらのフィールドの可能性のあるすべての値に一致する ACEが結果に含まれます。
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•一致する ACEが ACLに存在しない場合は、暗黙的に拒否されるフローが報告されます。

図 6：選択した ACL トレースを示すパストレースのウィンドウ

表 6：ACL パストレースアイコン

説明アイコン

インターフェイスで適用された、トラフィック

を許可する ACLがあります。

トラフィックがブロックされるかどうかは不明

です。たとえば、トラフィックが拒否アクセス

コントロールエントリ（ACE）に一致した場
合、そのトラフィックは拒否されます。ただ

し、トラフィックが他の ACEに一致した場合
は許可されます。パストレースの定義時にプロ

トコル、送信元ポート、または宛先ポートを省

略した場合は、このタイプの結果を得る可能性

があります。

パスのトラフィックをブロックしているデバイ

スやインターフェイスに ACLがあります。
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説明アイコン

インターフェイスで適用されている ACLはあ
りません。

DMVPN パストレースの結果の理解
スポーク間接続でパストレースを実行すると、パストレースは、2つのスポーク間で発生するト
ラフィックによる動的な NHRPエントリが存在するかどうかを（リアルタイムで）判断します。
存在する場合、パストレースは、LinkInformationSourceを NHRPとして示します。

2つのスポーク間にトラフィックがない場合、パストレースはデバイス検出時に収集されるイン
ベントリデータを使用して、2つのスポークのハブであるネクストホップサーバ（NHS）を決定
します。パストレースは、EIGRPや OSPFなどのハブによってアドバタイズされるルーティング
プロトコルを特定し、強調表示します。また、パストレースは、サービスプロバイダーなどの中

間ホップを表示します（クラウドのアイコンとして表示）。

パストレースは、すべてのトンネル送信元インターフェイスタイプを特定し、出力または入力イ

ンターフェイスとして強調表示し、前面扉VRF（FVRF）や内部VRF（IVRF）などのトンネルト
ランスポートタイプを表示します。
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パストレースは、mGREトンネルインターフェイスを仮想インターフェイスとして表示し、アン
ダーレイインターフェイスを DMVPNエンドポイントの物理インターフェイスとして表示しま
す。

図 7：DMVPN トンネルを示すパストレースのウィンドウ

VRF パストレースの結果の理解
パストレースは、VRF Liteおよび VRFのルート漏洩をサポートします。パストレースは、ルー
タで VRFを検出すると、グラフィック表示で VRFを表示し、インターフェイス名と VRF名を示
します。VRFが色分けされた円で表示され、パス上のVRFの場所を簡単に確認できます。同じ名
前の VRFは同じ色になります。

パストレース実行中に取得した統計情報を理解する

デバイスの統計情報

デバイスの統計情報をパストレースに含めるように指定した場合は、パストレースがデバイスに

関する統計情報を収集して表示します。すべてのデバイスタイプがすべてのパラメータ（5分、
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5秒、および 1分）をサポートしているわけではありません。デバイスが特定のパラメータをサ
ポートしていない場合、パストレースは N/A（未サポート）を表示します。

図 8：デバイスの統計情報を示すパストレースのウィンドウ

表 7：パストレースデバイスの統計情報

説明パラメータ

CPU Usage

最後の 5分間のデバイスの CPU使用率（パーセンテージ）。5分間の使用率（%）（5Mins
Usage(%)）

最後の 5秒間のデバイスの CPU使用率（パーセンテージ）。5秒間の使用率（%）（5 Secs
Usage(%)）

最後の 1分間のデバイスの CPU使用率（パーセンテージ）。1分間の使用率（%）（1 Min
Usage(%)）

情報が収集された日付と時刻。更新（Refreshed At）

Memory Usage

情報が収集された日付と時刻。更新（Refreshed At）

デバイスが使用している物理メモリ使用量および I/Oメモリ使用
量の合計（バイト）。

メモリ使用量（バイト）

（Memory Usage(bytes)）
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説明パラメータ

デバイスの合計メモリ（バイト）。合計メモリ(バイト)

Interface Statistics
パストレースの実行時には、インターフェイスがどのように実行されているかを表すインター

フェイスの統計情報を収集できます。このように、ネットワークにおけるQoSポリシーの効果を
モニタし、必要に応じて変更することができます。次の表に、取得されるインターフェイスの統

計情報を示します。

図 9：インターフェイスの統計情報を示すパストレースのウィンドウ

表 8：ポリシーごとのインターフェイスの統計情報

説明パラメータ

インターフェイスの管理ステータス：

• [アップ（Up）]：インターフェイスはCLI
で有効にされました。

• [ダウン（Down）]：インターフェイスは
CLIで無効にされました。

Admin Status
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説明パラメータ

インターフェイスで受信されているパケット

数。

入力パケット（Input Packets）

インターフェイスカウンタが最後にクリアされ

た後、入力キューからドロップされたパケット

数。インターバルには関連付けられていませ

ん。

入力キューのドロップ（Input Queue Drops）

パケットのドロップを開始するまでに、入力

キューが保持できるパケットの最大数。

入力キューの最大の深さ（Input Queue Max
Depth）

入力キュー内のパケット数。入力キュー数（Input Queue Count）

選択的パケット廃棄（SPD）によりドロップさ
れたパケット数。SPDは、CPUが過負荷になっ
たときに優先順位の高いパケットに対する処理

キャパシティを確保しておくために、優先順位

の低いパケットをすぐにドロップするメカニズ

ムです。

入力キューのフラッシュ（InputQueueFlushes）

1秒あたりにインターフェイスにパケットが着
信するビット数。

入力レート（bps）（Input Rate (bps)）

インターフェイスの動作ステータス：

• [アップ（Up）]：インターフェイスは、ト
ラフィックを要求に応じて送受信していま

す。このステートにするためには、イン

ターフェイスが管理上アップの状態、イン

ターフェイスリンク層ステートがアップ

の状態で、インターフェイスの初期化が完

了している必要があります。

• [ダウン（Down）]：インターフェイスが
（データ）トラフィックを送信または受信

できません。

Operational Status

キューが最大しきい値に達したために、出力

キューからドロップしたパケット数。

出力ドロップ（Output Drop）

インターフェイスから送信されるパケット数。出力パケット（Output Packets）

出力キュー内のパケット数。出力キュー数（Output Queue Count）

パケットのドロップを開始するまでに、出力

キューが保持できるパケットの最大数。

出力キューの深さ（Output Queue Depth）
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説明パラメータ

1秒あたりにインターフェイスからパケットが
送信されるビット数。

出力レート（bps）（Output Rate (bps)）

現在の統計情報が収集された日時。更新（Refreshed At）

QoS 統計情報
パストレースの実行時には、QoSポリシーがどのように実行されているかを表すQoSの統計情報
を収集できます。QoSの統計情報に含まれている唯一のインターフェイス統計情報は、ボーダー
ルータの出力インターフェイスの統計です。QoSの統計情報を収集すると、ネットワークデバイ
ス上で QoSポリシーの効果をモニタし、必要に応じて変更するうえで役立ちます。

図 10：QoS の統計情報を示すパストレースのウィンドウ

次の表に、取得される QoSの統計情報を示します。

表 9：ポリシーごとの QoS 統計情報

説明パラメータ

ポリシー名のドロップダウンリスト。このポリ

シー名についてQoS統計情報が収集されます。
ポリシー名

クラスマップ名です。クラスマップ名
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説明パラメータ

キューを介して転送された平均バイト数。バイト数（Num of Bytes）

特定のトラフィックに対して提供されるトラ

フィックレート。

Offered Rate

キューがパケットを処理できるレート（bps）。キュー帯域幅（bps）（Queue Bandwidth (bps)）

キューが最大しきい値に達したために、キュー

からドロップしたパケット数。

キューの合計ドロップ数（Queue Total Drops）

1秒あたりにキューからパケットがドロップさ
れるビット数。

Drop Rate

キューが保持できるパケット数。パケット数（Num of Packets）

パケットのドロップを開始するまでに、キュー

が保持できるパケットの最大数。

Queue Depth

十分なバッファが割り当てられていないため

に、パケットがドロップされた回数。

キューでバッファドロップなし（Queue No
Buffer Drops）

現在の統計情報が収集された日時。更新（Refreshed At）

パフォーマンスモニタの統計情報

パストレースを実行してパフォーマンスモニタの統計情報を収集すると、Cisco APIC-EMは自動
的に必要なフローモニタ設定で必要なパスのすべてのデバイスを設定し、設定が不要になった場

合には削除します（パスに対して保留中パフォーマンスモニタパストレースがなくなったか、
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または 24時間経過の場合）。この設定の詳細については、パフォーマンスモニタの設定, （16
ページ）を参照してください。

図 11：パフォーマンスモニタの統計情報を示すパストレースのウィンドウ

次の表に、取得されるパフォーマンスモニタの統計情報を示します。

表 10：パフォーマンスモニタの統計情報

説明パラメータ

送信された IPパケットの合計数。Packet Count

モニタリングインターバル中にモニタリング

システムによって 1秒間に処理された平均のパ
ケット数またはバイト数（設定によって異な

る）。

バイトレート（Byte Rate）

モニタ対象フローの中継システムで失われた IP
パケットの合計数。

Packet Loss

モニタ対象フローの中継システムで失われた IP
パケットのパーセンテージ。

パケット損失（%）

パケットのペアについて送信側と比較した受信

側のパケット間隔の差に関する平均偏差（マイ

クロ秒）。

平均 RTPジッター（RTP Jitter Mean）
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説明パラメータ

Real-time Transport Protocol（RTP）ジッターの
最小値（マイクロ秒）。

最小 RTPジッター（RTP Jitter Min）

Real-time Transport Protocol（RTP）ジッターの
最大値（マイクロ秒）。

最大 RTPジッター（RTP Jitter Max）

IPv4のDifferentiated Services Code Point（DSCP）
タイプオブサービス（ToS）の 16進数の値。

IPv4 DSCP（16進数）

IPv4存続可能時間（TTL）の値。IPv4 TTL

一致基準として使用した入力インターフェイス

の名前。

入力インターフェイス

一致基準として使用した出力インターフェイス

の名前。

出力インターフェイス

パフォーマンスモニタの統計情報が収集された

日時。

更新（Refreshed At）

フローエクスポータから送信されたすべてのパ

ケットの送信元インターフェイスの IPアドレ
ス。

Source IP

フローエクスポータから送信されたすべてのパ

ケットの宛先インターフェイスの IPアドレス。
宛先 IP
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