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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, v ページ
• 関連資料, v ページ
• マニュアルに関するフィードバック, vi ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。
• 仮想マシンのインストールと管理
• サーバ管理
• スイッチおよびネットワークの管理

関連資料
• Cisco ACI Simulator Release Notes
• Cisco ACI Simulator Getting Started Guide
アプリケーション セントリック インフラストラクチャのマニュアル セットには、次の URL の
Cisco.com から入手可能な次のドキュメントが含まれます。http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html
Web ベースのマニュアル
• Cisco APIC Management Information Model Reference
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マニュアルに関するフィードバック

• Cisco APIC Online Help Reference
• Cisco APIC Python SDK Reference
• Cisco ACI Compatibility Tool
• Cisco ACI MIB Support List
ダウンロード可能なマニュアル
• Cisco Application Centric Infrastructure Release Notes
• Cisco Application Centric Infrastructure Fundamentals Guide
• Cisco APIC Getting Started Guide
• Cisco APIC REST API User Guide
• Cisco APIC Command Line Interface User Guide
• Cisco APIC Faults, Events, and System Messages Management Guide
• Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Device Package Development Guide
• Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Services Deployment Guide
• Cisco ACI Firmware Management Guide
• Cisco ACI Troubleshooting Guide
• Cisco ACI System Messages Reference Guide
• Cisco ACI Switch Command Reference, NX-OS Release 11.0
• Verified Scalability Guide for Cisco ACI
• Cisco ACI MIB Quick Reference
• Cisco Nexus CLI to Cisco APIC Mapping Guide

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、apic-docfeedback@cisco.com までご連絡ください。 ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
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概要
• Application Policy Infrastructure Controller の概要, 1 ページ
• ACI シミュレータについて, 1 ページ

Application Policy Infrastructure Controller の概要
Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）は、外部エンドポイントの接続性がアプリケーショ
ンセントリックポリシーを通じて制御されグループ化された分散型のスケーラブルなマルチテナ
ント インフラストラクチャです。 Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、ACI の自
動化、管理、モニタリングおよびプログラマビリティの統合ポイントです。 APIC は、インフラ
ストラクチャの物理/仮想コンポーネント用の統合操作モデルを使用して、アプリケーションの展
開、管理、およびモニタリングをあらゆる場所でサポートします。 APIC は、アプリケーション
の要件とポリシーに基づき、ネットワークのプロビジョニングおよび制御をプログラムで自動化
します。また、これは幅広いクラウドネットワークに対する中央制御エンジンなので、管理が簡
単になり、アプリケーションネットワークの定義および自動化の方法に柔軟性が得られます。ま
た、ノースバウンド Representational State Transfer（REST）API が提供されます。 APIC は、多く
のコントローラ インスタンスのクラスタとして実装される分散システムです。

ACI シミュレータについて
ACI Simulatorの目的は、1 台の物理サーバのリーフ スイッチおよびスパイン スイッチのシミュレー
トされたファブリック インフラストラクチャとともに、実際のフル機能を搭載した APIC コント
ローラ ソフトウェアを提供することです。 ACI Simulatorには、APIC とともに実稼動用のソフト
ウェアが含まれるので、機能を理解し、API について実習し、サードパーティのオーケストレー
ション システムやアプリケーションとの統合を開始するのに役立ちます。 APIC のネイティブ GUI
と CLI は、サード パーティに公開されるものと同一の API を使用します。
ACI Simulatorにはシミュレートされたスイッチが含まれるので、データ パスを検証できません。
ただし、シミュレートされたスイッチポートの一部は前面パネルのサーバポートにマッピングさ
れているので、ESX サーバ、vCenter、vShields、ベア メタル サーバ、L4 ～ L7 サービス、AAA シ
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ACI シミュレータについて

ステムおよびその他の物理または仮想サービス アプライアンスのような外部管理エンティティを
接続することができます。 さらに、ACI Simulatorでは、障害およびアラートのシミュレーション
を行えるため、テストや機能のデモンストレーションを行うことができます。
サーバ アプライアンスごとに 1 つの実稼働 APIC のインスタンスが付属します。 一方、ACI
Simulatorには単一サーバに 3 つの実際の APIC インスタンスとシミュレートされた 2 台のリーフ
スイッチおよび 2 台のスパイン スイッチが含まれます。 その結果、ACI Simulatorのパフォーマン
スは、実際のハードウェアに導入した場合よりも低速です。
シミュレータにより、次の機能インターフェイスのいずれかを使用してシミュレートされたファ
ブリック上で操作を実行できます。
• グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）
• コマンドライン インターフェイス（CLI）
• アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）
ACI Simulatorは、Cisco UCS C220 M3 高密度ラック サーバ上でホストされます。 物理サーバのハー
ドウェアの設置および要件については、次の URL にある Cisco UCS C220 M3 高密度ラック サー
バのマニュアルを参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/
C220/install/C220.html
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シミュレータ トポロジ
• シミュレートされたトポロジと接続, 3 ページ
• シミュレータ サーバの物理的な接続, 4 ページ
• ネットワーク サービス アプライアンスの接続, 6 ページ
• AAA サーバおよび Syslog サーバの接続, 7 ページ

シミュレートされたトポロジと接続
ACI Simulatorは、次のトポロジを実装しています。
• 2 つのspine switch（spine1、spine2）
• 2 つのleaf switch（leaf1、leaf2）
• APIC の 3 つのインスタンス（apic1、apic2、apic3）
これらのコンポーネントは、次のように接続されます。
• APIC インスタンス apic1 と apic2 は leaf1 に接続されます。
• APIC インスタンス apic3 は leaf2 に接続されます。
• 各leaf switchは各spine switchに接続されます。
次の図は、シミュレータ サーバ内でシミュレートされたコンポーネントと接続を示します。
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この図は、複数の外部 ESX サーバの接続例を示します。 シミュレータ サーバ ポートに接続され
た外部サーバは、図のようにシミュレートされたリーフスイッチに接続されます。たとえば、シ
ミュレータ サーバのポート 4 に接続されたサーバは、Leaf1 のポート 2 に接続されているように
見えます。
vCenter および vShield は、テナントの管理ネットワークまたはアウトオブバンド管理ネットワー
クを介して接続できます。 vCenter および vShield への ESX 管理接続は、図に示すように、シミュ
レータ サーバの外部にあります。

（注）

外部サーバはシミュレータの一部ではなく、ESX サーバである必要はありません。 外部サー
バは、シミュレータ サーバ ポートに直接接続するか、またはブレード スイッチなどの外部ス
イッチを介して接続できます。

シミュレータ サーバの物理的な接続
次の図は、シミュレータ サーバの背面パネルへの物理ポート接続を示します。
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APIC にアクセスするには、アウトオブバンド管理ネットワークにポート 1 を接続する必要があり
ます。 ポート 2 は、レイヤ 2 またはレイヤ 3 経由で外部ネットワーク デバイスにリーフ スイッ
チを接続するテナントの管理ネットワークに接続できます。 ポート 3 ～ 8 のいずれかに外部ホス
トまたはレイヤ 2 スイッチを接続できます。

（注）

シミュレータ サーバでは、外部ネットワーク デバイス間のデータ パス スイッチングは提供さ
れません。 外部サーバ上の追加のインターフェイスを介してテナントの管理ネットワークに
外部サーバを接続する必要があります。
次の表は、管理および外部サーバ接続用のポートを示しています。
ポート

速度

説明

1

1G

アウトオブバンド管理

2

1G

テナント管理

3

1G

Leaf1 ポート 1

4

1G

Leaf1 ポート 2

5

1G

Leaf2 ポート 1

6

1G

Leaf2 ポート 2

7

10G

Leaf2 ポート 3

8

10G

Leaf1 ポート 3
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ネットワーク サービス アプライアンスの接続
ここでは、ファイアウォール（たとえば Cisco ASA）または ADC（F5 BigIP または Citrix NetScaler
などのアプリケーション デリバリ コントローラ）などの物理または仮想ネットワーク サービス
アプライアンスを接続する方法について説明します。
APIC のネットワーク サービス統合機能により、次の機能が自動化されます。
• サービス挿入：ネットワーク サービス アプライアンス（ノード）を介してトラフィックを
リダイレクトするためのネットワークの設定
• サービス設定：エンドポイント グループおよびアプリケーション要件に基づくネットワーク
サービス アプライアンスの設定
シミュレータサーバでネットワークサービスの統合機能をイネーブルにするには、次の図に示す
ように、シミュレータ サーバにサービス アプライアンス（物理または仮想）を接続します。

物理アプライアンスの管理インターフェイスには、シミュレータ サーバの Eth1 インターフェイス
ポートへのレイヤ 2（L2）接続が必要です。 ネットワーク サービス アプライアンスの管理イン
ターフェイスは、アウトオブバンド管理ネットワークに L2 接続を提供するポート グループに接
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続する必要があります。また、仮想サービスアプライアンスのネットワーク接続の自動化では、
仮想サービス アプライアンス VM を管理する vCenter Server に APIC が接続されている必要があり
ます。

（注）

シミュレータ サーバでは、サービス ネットワーク構成およびサービス機能設定を検証する機
能のみが提供されます。 図に示すように、データ パケットはシミュレータを通過しません。

AAA サーバおよび Syslog サーバの接続
次の図は、L2 または L3 接続を介して、AAA サーバおよび Syslog サーバにシミュレータの接続す
る方法を示します。 外部ネットワークの設定、AAA（RADIUS、TACACS+、または LDAP）サー
バの設定および Syslog（または Cisco Call Home）サーバの設定については、該当するコンフィギュ
レーション ガイドを参照してください。
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初めてのアクセス
• シミュレータを設定するための前提条件, 9 ページ
• シミュレータの開始, 9 ページ

シミュレータを設定するための前提条件
4 つの IP アドレスが必要です。 各 APIC インスタンスには、アウトオブバンド管理のためにユー
ザのネットワーク内からのプライベート IP アドレスが必要です。 追加の IP アドレスがテナント
管理に必要です。

シミュレータの開始
シミュレータ サーバが起動すると、ACI Simulatorは自動的に起動し、各 APIC インスタンス用の
個別の初期化コンソールを開始します。次のキーボードコマンドを使用して、コンソール間で切
り替えることができます。
• Alt-F1：apic1 コンソールに接続します
• Alt-F2：apic2 コンソールに接続します
• Alt-F3：apic3 コンソールに接続します
ACI Simulatorの設定および操作を続行するには、『Cisco ACI Simulator Getting Started Guide』を参
照してください。

（注）

シミュレータ サーバを設定する前に、『Cisco ACI Simulator Release Notes』を読んでシミュレー
ションと実際の APIC 間の機能または設定の違いについて理解してください。
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