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APICの概要
There are a number of fundamental differences between the operations of traditional networking hardware
and an Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) fabric.これらの相違点として、管理の大幅な
簡素化、タッチポイント数の減少、目的とする設定インテントからのスイッチングハードウェ

アの分離などがあげられます。変更点には次の項目が含まれます。

•コントローラベースのアーキテクチャによる一元管理

•ステートレスハードウェア

•指定した状態型の結果整合性モデル

The single point of management within the ACI architecture is known as the Application Policy
Infrastructure Controller (APIC).このコントローラによって、すべての設定、管理、モニタリン
グ、ヘルスの機能にアクセスできます。アプリケーションプログラミングインターフェイス

（API）を使用した集中型コントローラを装備するということは、ファブリックによって設定
またはアクセスされるすべての機能に、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）、APIを介して一様にアクセスでき、各種データイン
ターフェイス間で不整合が発生するリスクがないことを意味します。これにより、インター

フェイス間における正常で予測可能な遷移が実現されます。The underlying interface for all access
methods is provided through a REST-based API, which modifies the contents of a synchronized database
that is replicated across APICs in a cluster and provides an abstraction layer between all of the interfaces.

このコントローラベースのアーキテクチャによって、実行している構成からハードウェアを分

離するステートレスな設定モデルが可能になります。This translates to anAPIC cluster thatmanages
individual fabric nodes of leaf and spine switches that derive their identity fromwhat the controller defines
as being the desired intent, and not from the serial number of the chassis, nor from a configuration file
residing on the devices.各ノードは一意のノード IDを受け取り、これによって、デバイスがコン
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トローラから適切な設定属性をダウンロードできるようになります。デバイスはステートレス

な方法で置き換えることができます。つまり、ハードウェアスワップが速くなり、トポロジの

変更による影響が軽減され、ネットワーク管理が簡素化されます。

構成に対して指定した状態モデルは約束理論（Promise Theory）という概念に基づいており、
宣言型制御ベースの管理と呼ばれる概念を利用して、コントローラベースの管理とステートレ

ス状態に関する概念を補完します。宣言型制御は、詳細に指定しなくても、各オブジェクトが

目的の状態を実現して「promise（約束）」を果たすように指示します。これは、命令型制御の
従来モデルと対照的です。従来モデルでは、管理対象の各要素は、何を実行するべきかの正確

な指示と、その実行方法の指定が必要であり、現在の状態から設定済みの状態に移行できるか

どうかに影響する特定の状況を考慮することが必要です。宣言型制御に基づくシステムでは、

命令型制御システムに比べてはるかに効率的なスケーリングが可能です。これは、管理側のコ

ントローラの指示により、ドメイン内の各エンティティ自体が、現在の状態と、目的の状態に

なるために必要な手順とを把握しているためです。

新APIC機能の詳細については『Cisco Application Policy Infrastructure Controller Release Notes』
、ソフトウェアのご使用のリリースの『』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html

管理プロトコルの設定
ACMEのシスコ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
を最適化するために、ネットワークチームは次の管理プロトコルポリシーを作成しました。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）：CDPは既存のネットワーク機器の標準ポリシーである
ため、主にネットワークチームによって使用されます。

• LinkLayerDiscoveryProtocol（LLDP）：検出プロトコルは、ネットワークデバイスだけに
限定されなくなりました。LLDPはトポロジ関係を検出するための標準プロトコルです。
ACMEは、サーバ、レイヤ 4～レイヤ 7サービス、デバイス、ストレージアレイにLLDP
を展開します。したがって、これらのポリシーはすべてのチームで使用可能になります。

•ネットワークタイムプロトコル（NTP）：アプリケーションログとインフラストラクチャ
コンポーネントにおいて正確な時刻を維持することは、イベントを関連付ける上で非常に

重要です。ACMEには既存の NTPサーバがあるので、それらを活用して ACIファブリッ
クの展開で時間を維持します。ACIでは、正確な時刻はアトミックカウンタなどの機能の
前提条件であるため、正確な時刻の維持は非常に重要です。

•ドメインネームサービス（DNS）：アプリケーションチームやサーバチームとの一貫性
を保つように、ファブリックコンポーネントの名前を解決します。ファブリック内の名前

を解決できることに加えて、重要なACIコンポーネントがACMEのDNSサーバに登録さ
れるので、チームは各自の管理タスクにおいてそれらに簡単にアクセスできます。

GUIを使用した Cisco Discovery Protocolポリシーの作成
CiscoDiscoveryProtocol（CDP）は、物理およびデータリンク層の問題をトラブルシューティン
グするための有用な情報源です。ACIの運用中に、CDPのオン/オフポリシーを使用して、特
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定のホスト側のポートを手動でプロビジョニングしなければならない場合もあります。デフォ

ルトでは、ACIファブリックは、CDPが無効化されているデフォルトのポリシーを備えていま
す。推奨事項として、CDPが有効な「CDP対応」ポリシーを手動で作成し、さらに、すべて
のインターフェイスポリシー設定から参照できる、CDPが無効な「CDP非対応」ポリシーを
作成することをお勧めします。

CDPポリシーを作成する手順：

1. メニューバーで、[Fabric] > [Access Policies]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Interface Policies] > [Policies] > [CDP Interface]の順に選択します。
3. [Work]ペインで、[Actions] > [Create CDP Interface Policy]の順に選択します。
4. [Create CDP Interface Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Name]フィールドに、ポリシーの名前を入力します（「CDP-ENABLED」など）。
2. [Admin State]オプションボタンで、[Enabled]をクリックします。
3. [Submit]をクリックします。`

5. [Work]ペインで、[Actions] > [Create CDP Interface Policy]の順に選択します。
6. [Create CDP Interface Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Name]フィールドに、ポリシーの名前を入力します（「CDP-DISABLED」など）。
2. [Admin State]オプションボタンで、[Disabled]をクリックします。
3. [Submit]をクリックします。`

これで、CDPポリシーをインターフェイスポリシーグループに割り当てられるようになりま
した。

GUIを使用した Link Layer Discovery Protocolポリシーの作成
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）は、物理およびデータリンク層の問題をトラブルシュー
ティングするための有用な情報源です。ACIの運用中、デフォルトでは、ファブリックでLLDP
機能が有効になります。ACIファブリックの運用中、エンドホストデバイスの相互運用性の要
件を満たすために、手動でLLDPプロトコルを調整しなければならない場合があります。たと
えば、Cisco Unified Computing System（UCS）ブレードサーバに接続するときは、LLDPを無
効にする必要があります。

今後のインターフェイスポリシーの導入決定を合理化して簡単に設定できるように、事前プロ

ビジョニングしてLLDPを有効化し、プロトコルポリシーを無効化することをお勧めします。

LLDPポリシーを作成する手順：

1. メニューバーで、[Fabric] > [Access Policies]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Interface Policies] > [Policies] > [LLDP Interface]の順に選択します。
3. [Work]ペインで、[Actions] > [Create LLDP Interface Policy]の順に選択します。
4. [Create LLDP Interface Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Name]フィールドに「LLDP-TX-ON-RX-ON」と入力します。
2. [Receive State]オプションボタンで、[Enabled]をクリックします。
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3. [Transmit State]オプションボタンで、[Enabled]をクリックします。
4. [Submit]をクリックします。`

5. [Work]ペインで、[Actions] > [Create LLDP Interface Policy]の順に選択します。
6. [Create LLDP Interface Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Name]フィールドに「LLDP-TX-ON-RX-OFF」と入力します。
2. [Receive State]オプションボタンで、[Disabled]をクリックします。
3. [Transmit State]オプションボタンで、[Enabled]をクリックします。
4. [Submit]をクリックします。`

7. [Work]ペインで、[Actions] > [Create LLDP Interface Policy]の順に選択します。
8. [Create LLDP Interface Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Name]フィールドに「LLDP-TX-OFF-RX-ON」と入力します。
2. [Receive State]オプションボタンで、[Enabled]をクリックします。
3. [Transmit State]オプションボタンで、[Disabled]をクリックします。
4. [Submit]をクリックします。`

9. [Create LLDP Interface Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Name]フィールドに「LLDP-TX-OFF-RX-OFF」と入力します。
2. [Receive State]オプションボタンで、[Disabled]をクリックします。
3. [Transmit State]オプションボタンで、[Disabled]をクリックします。
4. [Submit]をクリックします。`

これで、LLDPポリシーは、インターフェイスポリシーグループの一部として使用できるよう
になりました。

時刻同期と NTP
Within the Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) fabric, time synchronization is a crucial capability
upon whichmany of the monitoring, operational, and troubleshooting tasks depend, including the following
tasks:

• The Application Policy Infrastructure Controllers (APICs) and fabric switches use certificates to
establish encrypted communication channels between themselves. If the time difference between the
APIC and switches is significantly large (greater than 7 hours), the switch might tear down existing
communication channels or never create new communication channels with the APIC, which isolates
the switch from the fabric until the time is manually set on the switch.

•クロック同期は、トラフィックフローの適切な分析にとって重要であり、複数のファブ
リックノード間でデバッグとフォールトのタイムスタンプを関連付けるためにも重要で

す。1つ以上のデバイスでオフセットが生じると、多くの一般的な運用問題を適切に診断
して解決する機能がブロックされる可能性があります。In addition, clock synchronization
allows for the full utilization of the atomic counter capability that is built into the ACI upon which
the application health scores depend.
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ファブリックまたはアプリケーション全体を展開する前に、それらの機能を適切に使用できる

よう時刻同期を設定する必要がありますが、時刻同期の設定が存在しないかまたは不適切であ

るためにフォールトや低ヘルススコアが必ずしも発生するわけではありません。デバイスのク

ロックを同期させる最も一般的な方法は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用す
ることです。アトミックカウンタの詳細については、アトミックカウンタを参照してくださ

い。

NTPを設定する前に、どの管理 IPアドレススキームをACIファブリックに配置するかを検討
してください。There are two options for configuring management of all ACI nodes and APICs, in-band
management and/or out-of-band management.ファブリックに対して選択した管理オプションに応
じて、NTPの設定が異なります。

時刻同期の展開に関するもう1つの考慮事項は、時刻源の場所です。プライベート内部時刻ま
たは外部パブリック時刻の使用を決定する際は、時刻源の信頼性について慎重に検討する必要

があります。

GUIを使用したアウトオブバンド管理 NTPの設定
ACIファブリックをアウトオブバンド管理と共に展開する場合、ファブリックの各ノードは、
スパイン、リーフ、および APICクラスタの全メンバーを含めて、ACIファブリックの外部か
ら管理されます。この IP到達可能性を活用することで、各ノードは一貫した時刻源として同
じ NTPサーバに個々に照会することができます。

NTPを設定するには、アウトオブバンド管理のエンドポイントグループを参照する日付時刻
ポリシーを作成する必要があります。日付時刻ポリシーは 1つのポッドに限定され、ACIファ
ブリック内のプロビジョニングされたすべてのポッドに展開する必要があります。このドキュ

メントの発行時点では、ACIファブリックごとに 1つのポッドだけが許可されています。

GUIを使用して NTPの設定するには、次の手順に従います。

1. メニューバーで、[Fabric] > [Fabric Policies]を選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies]の順に選択します。
3. [Work]ペインで、[Actions] > [Create Date and Time Policy]の順に選択します。
4. [Create Date and Time Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. 環境内のさまざまなNTP設定を簡単に識別できる名前をポリシーに対して指定します
（「Production-NTP」など）。

2. Nextをクリックします。
3. [+]記号をクリックし、使用する NTPサーバ情報（プロバイダー）を指定します。
4. [CreateProviders]ダイアログボックスで、次のフィールドを含めて、すべての関連情報
を入力します。[Name]、[Description]、[Minimum Polling Intervals]、および [Maximum
Polling Intervals]

1. 複数のプロバイダーを作成する場合は、最も信頼できる NTP時刻源の [Preferred]
チェックボックスをオンにします。

2. ファブリックのすべてのノードがアウトオブバンド管理によって NTPサーバに到
達できる場合は、[Management EPG]ドロップダウンリストで、[Out-of-Band]を選
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択します。インバンド管理を展開した場合は、「インバンド管理 NTP」の項を参
照してください。

3. [OK]をクリックします。

5. 作成する各プロバイダーごとにステップ cと dを繰り返します。

これで、NTPポリシーを ACIファブリックノードに展開できるようになりました。

NX-OSスタイルの CLIを使用したアウトオブバンド管理 NTPの設定
NX-OSスタイルの CLIを使用して、ファブリックのデフォルトポッドの POD 1に対し NTP
サーバを設定できます。

手順

ステップ 1 SSH to an APIC in the fabric.
# ssh admin@node_name

ステップ 2 設定モードを開始します。

apic1# configure

ステップ 3 POD 1の設定モードを入力します。
apic1(config)# pod 1

ステップ 4 NTP設定モードを入力します。
apic1(config-pod)# ntp

ステップ 5 NTPサーバを設定します。
apic1(config-ntp)# server 192.168.29.35 prefer use-vrf oob-mgmt

この設定では、NTPソースとして IPアドレス 192.168.29.35を優先し、そこに到達するために
VRF oob-mgmt（アウトオブバンド管理）を使用します。

インバンド管理 NTP
ACIファブリックがインバンド管理とともに導入されている場合は、ACIインバンド管理ネッ
トワーク内から（前面パネルリーフポートにより到達可能な送信元から）NTPサーバへの到
達可能性を考慮してください。インバンド管理されているファブリックの外部のNTPサーバを
使用するには、その通信を可能にするポリシーを作成する必要があります。インバンド管理ポ

リシーの設定に使用する手順は、アウトオブバンド管理ポリシーの設定に使用する手順と同じ

です。相違点は、NTPサーバへのファブリックの接続を許可する方法に関することです。

通信を許可するポリシーを設定したら、「アウトオブバンド管理 NTP」の項と同じ手順で、
NTPポリシーを作成できます。
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GUIを使用した NTPの動作の確認
Full verification of NTP functionality is best accomplished by leveraging both the Cisco Application
Centric Infrastructure (ACI) CLI and the Application Policy Infrastructure Controller (APIC) GUI. Start
verifying time synchronization configuration by ensuring that all policies are configured properly inside
of the APIC GUI.ポリシーの設定は、次の手順を使用して確認できます。

1. メニューバーで、[Fabric] > [Fabric Policies]を選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [Date and Time] > [ntp_policy] > [server_name]
の順に選択します。[ntp_policy]は前に作成したポリシーです。

3. [Work]ペインで、サーバの詳細を確認します。

NX-OSスタイルの CLIを使用した NTPポリシー設定の確認
NX-OSスタイルの CLIを使用して、NTPポリシー設定を確認できます。

手順

ステップ 1 SSH to an APIC in the fabric.
# ssh admin@node_name

ステップ 2 設定モードを開始します。

apic1# configure

ステップ 3 POD 1の設定を表示します。
apic1(config)# show running pod 1 ntp
# Command: show running-config pod 1 ntp
# Time: Mon Nov 9 17:17:18 2015

ステップ 4 POD 1の設定モードを入力します。
apic1(config)# pod 1

ステップ 5 NTP設定モードを入力します。
apic1(config-pod)# ntp

ステップ 6 NTPサーバを設定します。
apic1(config-ntp)# server 192.168.29.35 prefer use-vrf oob-mgmt

ステップ 7 設定モードを終了します。

apic1(config-ntp)# exit
apic1(config-pod)# exit
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NX OSスタイルの CLIを使用した NTPポリシーが各ファブリックス
イッチに展開されていることの確認

To verify that the policy has been successfully deployed on each fabric switch, you should use the NX-OS
Virtual Shell that is present in the APIC. To access the NX-OS Virtual Shell, open an SSH session to the
out-of-band management IP interface of any of the APIC nodes.このプロンプトで「version」コマン
ドを実行し、ノードホスト名の統合リストを取得します。

手順

ステップ 1 SSH to an APIC in the fabric.
# ssh admin@node_name

ステップ 2 が認識しAPICているスイッチを探します。
apic1# show switch
ID Address In-Band Address OOB Address Version Flags Serial Number
Name
--- ----------- --------------- -------------- ------------ ----- -------------
------
101 10.0.136.64 192.168.1.14 10.122.254.241 n9000-11.2(1 aliv ABC1234DEF5
Leaf-1

k)
...

ステップ 3 スイッチに接続します。

apic1# ssh admin@Leaf-1

ステップ 4 NTPピアのステータスを表示します。
Leaf-1# show ntp peer-status
Total peers : 1
* - selected for sync, + - peer mode(active),
- - peer mode(passive), = - polled in client mode
remote local st poll reach delay vrf
-----------------------------------------------------------------------------
*192.168.129.235 0.0.0.0 3 64 377 0.00142 management

到達可能なNTPサーバの IPアドレスの前にはアスタリスク（*）が付き、遅延がゼロ以外の値
になります。

ステップ 5 ファブリックのすべてのノードに対して、ステップ 3と 4を繰り返します。

オブジェクトモデルCLIを使用したNTPポリシーが各ファブリックス
イッチに展開されていることの確認

To verify that the policy has been successfully deployed on each fabric switch, you should use the NX-OS
Virtual Shell that is present in the APIC. To access the NX-OS Virtual Shell, open an SSH session to the
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out-of-band management IP interface of any of the APIC nodes.このプロンプトで「version」コマン
ドを実行し、ノードホスト名の統合リストを取得します。

手順

ステップ 1 SSH to an APIC in the fabric.
# ssh admin@node_name

ステップ 2 オブジェクトモデル CLIに切り替えます。
apic1# bash
admin@apic1:~>

ステップ 3 attachコマンドを入力して Tabキーを 2回押し、使用可能なノードの名前をすべて表示しま
す。

admin@apic1:~> attach <Tab> <Tab>
Leaf-1 Node name
Leaf-2 Node name
Spine-1 Node name
apic-1 Node name
apic-2 Node name
apic-3 Node name

ステップ 4 Log in to one of the nodes using the same password that you used to access the APIC:
admin@apic1:~> attach Leaf-1
# Executing command: ssh Fab2-Leaf1
...

ステップ 5 NTPピアのステータスを表示します。
Leaf-1# show ntp peer-status
Total peers : 1
* - selected for sync, + - peer mode(active),
- - peer mode(passive), = - polled in client mode
remote local st poll reach delay vrf
-----------------------------------------------------------------------------
*192.168.129.235 0.0.0.0 3 64 377 0.00142 management

到達可能なNTPサーバの IPアドレスの前にはアスタリスク（*）が付き、遅延がゼロ以外の値
になります。

ステップ 6 ファブリックのすべてのノードに対して、ステップ 3と 4を繰り返します。

NX OSスタイルの CLIを使用したNTPポリシーが各 APICに展開されて
いることの確認

You can use the NX-OS-style CLI to verify that the policy has been successfully deployed on each
Application Policy Infrastructure Controller (APIC).
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手順

ステップ 1 SSH to an APIC in the fabric.
# ssh admin@node_name

ステップ 2 show ntpqコマンドを実行して、NTPサーバとそのステータスのリストを取得します。
apic1# show ntpq
nodeid remote refid st t when poll reach delay offset
jitter
------ - ------------- -------- ---- -- ----- ----- ------- ------ -------
-------
1 * 192.168.38.65 .GPS. u 27 64 377 76.427 0.087 0.067
2 * 192.168.38.66 .GPS. u 3 64 377 75.932 0.001 0.021

オブジェクトモデル CLIを使用した NTPポリシーが各 APICに展開さ
れていることの確認

You can use the object model CLI to verify that the policy has been successfully deployed on each APIC.

手順

ステップ 1 SSH to an APIC in the fabric.
# ssh admin@node_name

ステップ 2 オブジェクトモデル CLIに切り替えます。
apic1# bash
admin@apic1:~>

ステップ 3 ntpq -pコマンドを実行して、NTPサーバとそのステータスのリストを取得します。
admin@apic1:~> ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
=======================================================================
*adc-mtv5-c1-1.c 192.168.1.5 3 u 58 64 377 1.712 6.180 5.170

Use theman ntpq command on the APIC to see additional commands.

ドメインネームサービス（DNS）
DNSサーバを設定すると、APICによってさまざまなホスト名を IPアドレスに解決できます。
これは、VMMドメインまたはレイヤ 4～レイヤ 7デバイスとホスト名との結びつきを参照す
る際に役立ちます。

1. メニューバーで、[Fabric] > [Fabric Policies]を選択します。
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2. [Navigation]ペインで、[Global Policies] > [DNS Profiles] > [default]>の順に選択します。
3. [Work]ペインで、[Management EPG]ドロップダウンリストから適切な管理 EPGを選択し
ます。 Note: The default is default (Out-of-Band).

4. [DNS Providers]の横にある [+]をクリックして、DNSプロバイダーを追加します。

1. [Address]フィールドに、プロバイダーアドレスを入力します。
2. 優先するプロバイダーとしてこのアドレスが必要な場合は、[Preferred]フィールドで、
チェックボックスをオンにします。 Note: You can have only one preferred provider.

3. [Update]をクリックします。

5. 追加する DNSプロバイダーごとにステップ 4を繰り返します。
6. [DNS Domains]の横にある [+]をクリックして、DNSドメインを追加します。

1. [Name]フィールドに、ドメイン名を入力します（「cisco.com」など）。
2. [Default]フィールドで、チェックボックスをオンにして、このドメインをデフォルト
ドメインにします。 Note: You can have only one domain name as the default.

3. [Update]をクリックします。

7. 追加する DNSドメインサフィックスごとにステップ 6を繰り返します。
8. [送信（Submit）]をクリックします。

オブジェクトモデル CLIを使用した DNSの動作の確認

手順

ステップ 1 SSH to an APIC in the fabric.
# ssh admin@node_name

ステップ 2 オブジェクトモデル CLIに切り替えます。
apic1# bash
admin@apic1:~>

ステップ 3 resolv.confファイルを確認します。

admin@apic1:~> cat /etc/resolv.conf
# Generated by IFC
search acme.com
nameserver 192.168.168.183
nameserver 192.168.131.10

ステップ 4 APICアウトオフバンド管理から到達可能なホストを DNS名によって pingします。

admin@apic1:~> ping acme.com
PING acme.com (192.168.4.161) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.acme.com (192.168.4.161): icmp_seq=1 ttl=241 time=42.7 ms
64 bytes from www.acme.com (192.168.4.161): icmp_seq=2 ttl=241 time=42.4 ms
64 bytes from www.acme.com (192.168.4.161): icmp_seq=3 ttl=241 time=43.9 ms
^C
--- acme.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2102ms
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rtt min/avg/max/mdev = 42.485/43.038/43.903/0.619 ms
admin@apic1:~>

NX-OSスタイルの CLIを使用したコントロールプレーンポリシングの
表示

リーフまたはスパインスイッチ上にリストされているプロトコルのコントロールプレーンポ

リシングを表示するには、show system internal aclqos brcm copp entries unit 0コマンドを使用
します。コマンドの出力により、スイッチのデフォルトの動作を理解し、不要なコントロール

プレーンの負荷によるスイッチのパフォーマンス問題を監視できます。ネットワーク動作の相

違を見つけるには、これらのパラメータのアドホックモニタリング用に、次のコマンドを使用

できます。

次の例は、コマンドの出力を示しています。

module-1# show system internal aclqos brcm copp entries unit 0
Protocol CPUQ Entry-ID Priority Counter-ID Rate Burst GreenPkts
OSPF 1 603 0 603 2000 2000 2584133
EIGRP 30 575 0 575 2000 2000 0

GreenBytes RedPkts RedBytes
373659784 0 0
0 0 0

ロールベースアクセスコントロール
シスコ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）ファブリックを操作す
る上で、ロールベースアクセスコントロール（RBAC）とテナントは習得する必要がある重
要な概念です。テナントの概念およびロールベースのアクセスは、ACI管理とポリシーモデ
ルを構築するための 2つの中心基盤です。

ACIファブリックでは、Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、設定で定
められているユーザのロールに基づいて、すべてのオブジェクトへのアクセスを許可します。

各ユーザは、一連のロール、権限のタイプ、およびセキュリティドメインに割り当てることが

できます。ここでは、Who、What、Whereという観点から考えてみます。ロールとは誰であ
るか（Who）（権限の論理的集合）を示し、権限はユーザがどのような（What）機能を実行
できるかを定義し、セキュリティドメインはユーザがアクションを実行できる対象範囲

（Where）を定義します。これらのオブジェクトを組み合わせることで、非常に詳細なアクセ
スコントロールをシステムで実現できます。

ロールの分類とはアクセス許可をグループ化したものです。たとえば、fabric-adminはファブ
リック全体へのアクセスに加え、他のユーザロールを割り当ててセキュリティドメインに関

連付けることができます。一方、tenant-adminは、関連付けられているテナント内のコンポー
ネントにのみアクセスでき、ファブリックレベルで他のユーザロールを割り当てることはで

きません。ACMEの IT組織はこのアクセスコントロールモデルに完全に適合しています。
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APICは、ユーザのロールに従って RBACによりアクセスを提供します。ACIファブリック
ユーザは、次に関連付けられています。

•ロールのセット

•ロールごとに、権限と権限タイプ（「アクセスなし」、「読み取り専用」、「読み取り/
書き込み」）

•ユーザがアクセスできる管理情報ツリー（MIT）の一部を識別する 1つ以上のセキュリ
ティドメインタグ

図 1 :認証されたユーザの作成ライフサイクル

ACIファブリックは、管理対象オブジェクト（MO）レベルでアクセス権限を管理します。権
限は、システム内の特定の機能に対するアクセスを許可または制限するMOです。たとえば、
fabric-equipmentは特権フラグです。このフラグは、物理ファブリックの機器に対応するすべ
てのオブジェクトに、APICによって設定されます。

APICポリシーは、シスコ ACIファブリックのアクセス、認証、およびアカウンティング
（AAA）機能を管理します。ユーザ権限、ロール、セキュリティドメインをアクセス権限の
継承とを組み合わせることにより、管理者は管理対象オブジェクトレベルで非常に詳細にAAA
機能を設定することができます。これらの設定は、RESTAPI、CLI、またはGUIを使用して実
行できます。

マルチテナントのサポート

コア APIC内部データアクセスコントロールシステムにより、マルチテナントの分離が実現
され、テナント間での個人情報の漏洩が防止されます。読み取り/書き込みの制約により、テ
ナントによる他のテナントの設定、統計情報、障害、またはイベントデータの参照が防止され
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ます。管理者によって読み取り権限が割り当てられない限り、テナントはファブリックの設

定、ポリシー、統計情報、障害、またはイベントの読み取りが制限されます。

仮想マシン管理（VMM）ドメインがセキュリティドメインでタグ付けされている場合、セキュ
リティドメイン内のユーザは、対応するVMMドメインにアクセスできます。たとえば、solar
という名前のテナントに sunというセキュリティドメインのタグが付いており、VMMドメイ
ンにも sunというセキュリティドメインのタグが付いている場合、solarテナント内のユーザ
は各自のアクセス権限に従って VMMドメインにアクセスできます。

GUIを使用したユーザロールの表示
組み込みのユーザロールを表示したり、特定の要件に適したカスタムロールを作成できます。

1. メニューバーで、[Admin] > [AAA]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Security Management Roles]を選択します。ここでは、それぞれの
組み込みロールと関連する特権を表示できます。また、[Actions]メニューからカスタム
ロールを作成できます。

セキュリティ・ドメイン

セキュリティドメインの概念は、ACIファブリックを適切に運用するために重要です。セキュ
リティドメインを使用することで、さまざまな権限構造にユーザを組み入れることができま

す。最も一般的にはテナントに適用されます。ACIファブリックのテナント機能を適切に設定
されたセキュリティドメインと併用すると、必要とするユーザにのみアクセスを提供しなが

ら、アプリケーションワークロードの設定を完全に分離することができます。

セキュリティドメインを設定する際に留意すべき主要な概念は、設定はテナントレベルでの

み適用されるということです。APICの RBAC画面ではオブジェクトレベルで参照できます
が、現時点では、ポリシーは個々のオブジェクトに適用できません。

テナントを展開する前に、セキュリティドメインとアクセスレベルを設定することをお勧め

します。また、「all」ドメイン権限を変更することによって、ユーザアクセス設定を行うこと
はお勧めしません。「all」ドメインでの変更は、すべてのユーザのアクセス権限に影響しま
す。選択的に変更して、ユーザのセキュリティドメイン外へのアクセスを許可する必要がある

場合は、必ず、その通信専用のユーザアクセスポリシーを個別に設定してください。

GUIを使用したセキュリティドメインの作成
ACIファブリックでは、デフォルトで 3つのセキュリティドメイン（「all」、「common」、
「mgmt」）がプロビジョニングされます。通常、「all」セキュリティドメインには、管理情
報ツリー（MIT）内のすべてに対するアクセス権限があります。「common」は、通常、DNS
やディレクトリサービスなど、テナント間で共有リソースが必要な場合に使用されます。

「mgmt」セキュリティドメインは、管理トラフィックポリシー用です。必要に応じてセキュ
リティドメインを追加できます。たとえば、マルチテナント環境の場合は、各テナントごとに

セキュリティドメインが作成されます。次に、ユーザが作成され、特定のセキュリティドメ

インやテナントに割り当てられます。
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MITの詳細については、次の URLにあるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/aci-fabric-controller/
white-paper-c11-729586.html

セキュリティドメインを作成する手順：

1. メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Security Management] > [Security Management]の順に選択します。
3. [Work]ペインで、[Actions] > [Create a Security Domain]の順に選択します。
4. [Create a Security Domain]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. セキュリティドメインの名前、および説明（任意）を入力します。

GUIを使用したユーザの追加
ACIファブリック内に新しいユーザを追加する必要がある場合があります。ACIには管理者に
よって手動でローカルユーザを入力できます。また、LDAP、RADIUS、Active Directory、
TACACS+などを使用して、ACIネットワークの一部を管理するユーザを指定できます。

ローカルユーザを設定する手順：

1. メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]を選択します。
3. [Local]をまだ選択していない場合は、[Work]ペインで、[Realm]ドロップダウンリストか
ら [Local]を選択し、[Submit]をクリックします。

4. [Navigation]ペインで、[Security Management]を選択します。
5. [Work]ペインで、[Actions] > [Create Local User]の順に選択します。
6. [Create Local User]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. 必要なセキュリティ情報を指定し、[Next]をクリックします。
2. 管理者またはテナント管理者用の読み取り/書き込みなど、ユーザに割り当てる [Roles]
を選択し、[Next]をクリックします。

3. ユーザのログイン情報を指定します。

7. [Finish]をクリックします。

インポートおよびエクスポートポリシー
新しいモバイルアプリケーションプラットフォームの展開と管理に関係する ACMEのすべて
の人員は、各自がコンフィギュレーションの消失から簡単かつ迅速に回復できることを確認す

る必要があります。APICのポリシーと設定データはすべて、ディザスタリカバリ、トラブル
シューティング、オフライン分析用のバックアップやテニカルサポートファイルを作成する

ためにエクスポートできるので、ACIはこの面でも適しています。APICの他のすべてと同様、
ポリシーを設定してエクスポートするか、設定ポリシーをバックアップする必要があります。

これは、ACIファブリック内の完全に適合するアクティブな APICから実行できます。バック
アップと復元プロセスでは、個々のコンポーネントのバックアップは必要ありません。
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エクスポートポリシーによりバックアップを設定し、リモートサーバに定期的または即時に

バックアップすることができます（推奨）。外部 SCP/FTPサーバを使用できない場合、バッ
クアップはローカル APICファイルシステムに書き込まれます。

バックアップ/エクスポートポリシーは、オンデマンドで実行するか、定期的スケジュールに
基づいて実行するように設定できます。大きなシステム設定変更を行う場合や、ソフトウェア

のアップデートを適用する場合は、その前に現在のバックアップを実行することをお勧めしま

す。設定のインポートポリシー（ポリシーの復元）については、この項の後半で説明します。

デフォルトでは、すべてのポリシーとテナントがバックアップされますが、管理者は管理情報

ツリーの特定のサブツリーだけを選択して指定できます。これは、個々のテナントごとにポリ

シーをバックアップまたは復元する必要がある、マルチテナント展開において役立ちます。

また、テクニカルサポート情報を収集する場合にも、エクスポートポリシーが必要です。シ

ステム内で問題が発生した場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡する必要が
あります。テクニカルサポートバンドルを提出すると、シスコのサポートエンジニアは、問

題を特定して修復案を提示するために必要な情報を得ることができます。テクニカルサポート

のエクスポートポリシーは、オンデマンドで実行するか、定期的に繰り返して実行するように

設定できます。テクニカルサポートバンドルは、設定のエクスポートポリシーと非常によく

似た手順で設定できるので、ここではバンドルの詳細について説明しません。テクニカルサ

ポートのエクスポートポリシーの詳細については、本書の付録に示されている『Cisco APIC
Troubleshooting Guide』を参照してください。

設定のエクスポート（バックアップ）

ACIはポリシー主導型であるため、バックアップ以外の作業も行う必要があります。まず、リ
モートロケーション（情報のエクスポート先となる外部サーバ）を作成し、次に、エクスポー

トポリシータスクと、必要に応じて（繰り返しタスク用の）スケジューラを作成します。以

下の手順は、ACIでリモートロケーションとエクスポートポリシーを作成し、SCPサーバに
設定ファイルバンドルを転送する方法を示しています。設定バンドルがデスクトップに転送さ

れた後、個々の XMLファイルを取り出して表示できます。作成された tar.gzファイルを圧縮
解除するには、解凍ユーティリティが必要です。

図 2 :設定のエクスポートポリシー

GUIを使用したリモートロケーション（SCP）の追加
1. メニューバーで、[Admin] > [Import/Export]の順に選択します。
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2. [Navigation]ペインで、[Remote Locations]を選択します。
3. [Work]ペインで、[Actions] > [Create Remote Location]の順に選択します。
4. [Create Remote Location]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. リモートロケーションの名前を入力します。
2. ホスト名または IPアドレスを入力します。
3. プロトコルを選択します。
4. リモートパスを入力します。
5. リモートポートを入力します。
6. ユーザ名を入力します。
7. パスワードを入力します。
8. 管理 EPGを選択します。

Note: default (Out-of-Band)

5. [送信（Submit）]をクリックします。

GUIを使用したワンタイムエクスポートポリシーの作成
以下は設定のエクスポートポリシーを作成する手順を示していますが、テクニカルサポート

のエクスポートポリシーの手順とよく似ています。

1. メニューバーで、[Admin] > [Import/Export]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Export Policies] > [Configuration]の順に選択します。
3. In the Work pane, choose Actions > Create Configuration Export Policy
4. [Create Configuration Export Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. Name：Export_Policy_Name
2. Format：XML
3. Start Now：Yes
4. Export Destination：Choose_the_Remote_location_created_above

5. [Submit]をクリックします。`

繰り返し操作を設定する場合は、2つのオプション設定をスケジューラポリシーに適用し、管
理情報ツリー（MIT）のサブセットのみをバックアックする場合は、特定の識別名（DN）を
指定します。

GUIを使用したポリシーが正常にエクスポートされたことの確認
1. メニューバーで、[Admin] > [Import/Export]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Export Policies] > [Configuration] > [Export_Name]の順に選択しま
す。

3. [Work]ペインで、[Operational]タブをクリックします。

1. エクスポートが正常に完了すると、[State]が [pending]から [Success]に変わります。
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2. （任意）SCPサーバで、バックアップファイル名があることを確認します。

GUIを使用した設定ファイルの取得と表示
設定のエクスポートタスクは、個々のXMLファイルの圧縮バンドルをエクスポートします。
これらの XML設定ファイルは別のワークステーションで取得して表示できます。

1. エクスポートしたバンドルがコピーされているワークステーションで、アーカイブユー
ティリティを選択します。

2. 設定のエクスポートファイル（tar.gz）があるフォルダに移動し、ファイルを強調表示し
て、[Extract]を選択します。

3. いずれかの XMLファイルをダブルクリックし、ブラウザで内容を表示します。
4. さまざまな XML設定ファイルを表示して、設定されているパラメータを確認します。

GUIを使用した設定のインポート（復元/マージ）
設定をインポートするには、リモートロケーションが必要です。リモートロケーションが存

在しない場合は、[Adding a Remote Location (SCP)]セクションごとにリモートロケーションを
作成します。

以前のバックアップから設定を復元する手順：

1. メニューバーで、[Admin] > [Import/Export]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Import Policies] > [Configuration]の順に選択します。
3. [Work]ペインで、[Actions] > [Create Import Configuration Policy]の順に選択します。
4. [Create Import Configuration Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. インポートポリシーの名前とファイル名（「backup-file.tar.gz」など）を入力します。
ファイルパスを含めないでください。

2. インポートタイプを選択します。

• Merge：既存の実行されている設定とバックアップ設定をマージします。既存の
ポリシーは書き換えられません。

• Replace：すべての設定をバックアップファイルの設定に置き換えます。

3. [Merge]インポートを実行する場合は、インポートモードを指定する必要があります。
設定データはモジュールごとにインポートされます。各モジュールにはシステム設定

オブジェクトの特定部分が含まれています。デフォルトは [best-effort]です。[Replace
Import Mode]は次のいずれかになります。

• [best-effort]：各モジュールがインポートされ、無効なオブジェクトはスキップさ
れます。

• atomic -無効な設定を含むモジュールはスキップしながら、各モジュールをイン
ポートしようとします。このモードでインポートする場合、モジュールのすべて

の設定が有効である必要があります。

4. [Start Now]を選択します。
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5. [Adding a Remote Location (SCP)]セクションで作成したリモートロケーションを選択
します。

GUIを使用した設定のロールバック
You can take a configuration snapshot of the APIC.これにより、不適切な設定の変更を迅速にロー
ルバックできるようになります。設定のロールバックは手動または繰り返しポリシーとして設

定できます。The difference between a configuration export and configuration rollback is that configuration
rollbacks can remain on the APIC.設定のエクスポートは、SCP/FTP/SFTPサーバなど、外部の場
所が必要です。設定のスナップショットはファブリックまたはテナントレベルで実行できま

す。

ACME社は保護手段として、毎日の設定のエクスポートポリシーに加えて、毎日のファブリッ
ク全体の設定のスナップショットを設定することを決定しました。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin] > [Config Rollbacks]の順に選択します。

ステップ 2 [Work]ペインで、右上部の繰り返しスナップショットポリシーのアイコンをクリックします。

ステップ 3 [Automatic Snapshot]ダイアログボックスで、ポリシーが有効になっていることを確認します。
[Enable/Disable]を切り替えます。

ステップ 4 [Automatic Snapshot]ダイアログボックスで、実行する繰り返しスナップショットの [Days of the
Week]および [Time]を選択します。

By default, the snapshots will remain stored on the APICs.

ステップ 5 （任意）スナップショットをリモートの場所に保存する場合は、[RemoteLocation]を選択する
か、新しく作成します。

ステップ 6 [Submit]をクリックして変更を保存します。
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