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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）用のソフト
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。
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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を物理的

な図に表示することもできます。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、異種ネットワーク全体に QoS
を展開する際の複雑さを解消します。提供されるワークフ

ローによって、ユーザはビジネスインテントポリシーでQoS
を考慮できます。その後は、Cisco APIC-EMがこのポリシー
をデバイス中心の構成に変換します。

EasyQoSアプリケーション

シスコネットワーク PnPアプリケーションは、シスコネッ
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。
シスコネットワークPnPソリューションの範囲は、シスコの
企業ポートフォリオ全体に及びます。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
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説明機能

APIC-EMの Cisco Active Advisorアプリケーションは、次の
ような最新情報を提供し続けることにより、パーソナライズ

されたネットワークデバイスのライフサイクル管理を提供

します。

•ハードウェアとソフトウェアのサポート終了までのマイ
ルストーン

• Product Security Incident Response Team（PSIRT）の報告
書やフィールド通知など、製品に関するアドバイザリ

•保証およびサービス契約のステータス

Cisco Active Advisor

Cisco SD-Bonjourアプリケーションは、ネットワーク内にコ
ントローラ機能を提供します。これにより、ネットワークの

境界に関係なく、ポリシーベースの Cisco SD-Bonjourサービ
スの検出と配信が可能になります。

Cisco SD-Bonjour

Cisco Integrity Verification（IV）アプリケーションは、ネット
ワークデバイスを自動的かつ継続的にモニタリングし、侵害

の可能性を示唆する予期しない結果や不正な結果をすべて検

知します。Cisco IVアプリケーションの目的は、侵害を早期
に検出して、その影響を軽減することです。Cisco IVアプリ
ケーションは、Cisco Application Policy Infrastructure Controller
エンタープライズモジュール（APIC-EM）内で、このリリー
スのベータバージョンとして稼働します。

Cisco Integrity Verification

Cisco Remote TroubleshooterアプリケーションはCisco IronPort
インフラストラクチャを使用してトンネルを作成し、これに

よりサポートエンジニアは APIC-EMクラスタに接続してシ
ステムの問題をトラブルシュートできるようになります。こ

のアプリケーションはアウトバウンドSSHを使用して、この
トンネルを介したクラスターへのセキュア接続を作成しま

す。

管理者は Remote Troubleshooterアプリケーションを使用し
て、サポートエンジニアが特定のクラスターにアクセスでき

るタイミングと時間を制御できます（サポートエンジニアは

自分でセキュアトンネルを確立できません）。サポートエ

ンジニアがリモートアクセスセッションを確立したことを

示すメッセージが表示されます。使用中のトンネルを無効に

することで、いつでもセッションを終了できます。

Cisco Remote Troubleshooter
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説明機能

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

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。

バックアップと復元

監査ログは、Cisco APIC-EMアプリケーションのユーザおよ
びネットワーク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
Cisco APIC-EM GUIにアクセスするには、そのネットワーク IPアドレスをブラウザに入力しま
す。IPアドレスは、設定ウィザードを使用して初期設定する際にCisco APIC-EM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 Cisco APIC-EMの IPアドレスを次の形式で入力します。
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]
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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 [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, （7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 [Devices]テーブルに表示さ
れます。[Devices]テーブルを表示するには、[Navigation]ペインの [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、[Device
Inventory]の [Device Role]に [Border Routers]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 Border
Routers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

APIC-EM 向けシスコパストレースアプリケーションリリース 1.5.0.x ユーザガイド
13

概要

サポート対象のプロトコルおよびテクノロジー

b_Cisco_Path_Trace_User_Guide_1_5_0_x_chapter_0100.pdf#unique_17
b_Cisco_Path_Trace_User_Guide_1_5_0_x_chapter_0100.pdf#unique_17


   APIC-EM 向けシスコパストレースアプリケーションリリース 1.5.0.x ユーザガイド
14

概要

サポート対象のプロトコルおよびテクノロジー


	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
	Cisco APIC-EMへのログイン
	パス トレースについて
	サポートされるネットワーク環境
	サポート対象のプロトコルおよびテクノロジー



