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はじめに
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•マニュアルに関するフィードバック（xxxixページ）

対象読者
このガイドは、アプリケーションセントリックインフラストラクチャファブリックの設定お

よび維持に携わるネットワーク管理者およびシステム管理者を対象としています。

新機能および変更された機能に関する情報
次の表は、この最新リリースまでの、このガイドでの主な変更点の概要を示したものです。た

だし、このリリースまでのこのガイドの変更点や新機能の中には一部、この表に記載されてい

ないものもあります。

表 1 : Cisco ACI,リリース 3.2(1)の新機能と変更された動作

参照先説明機能

Cisco ACIスマートライセンス
（39ページ）

スマートライセンスには、

Cisco Smart Licensing対応製品
として Cisco APICの内線番号
とCisco ACIファブリックでは
有効です。

スマートライセンス

レイヤ3外部接続の設定（179
ページ）

レイヤ 3のポートチャネルの
サポートが追加されました。

レイヤ 3ルーティングとサブ
インターフェイスポートチャ

ネル
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参照先説明機能

レイヤ 2外部接続の設定（85
ページ）

ファブリック over FCトラ
フィックをサポートします。

ファイバチャネル NPV

セキュリティの設定（387ペー
ジ）

IP電話のサポート802.1 x拡張機能

エニーキャストサービスの設

定（441ページ）
エニーキャストサービスは、

Cisco ACIファブリックでサ
ポートされます。Typical
use(典型的な事例、一般的な使
用)ケースは、multipodファブ
リックのポッドのASAファイ
アウォールをサポートするた

めいても、DNSサーバや印刷
サービスなど、他のサービス

を有効にするエニーキャスト

を使用することもできます。

エニーキャストサービス

グローバルポリシーの設定（

451ページ）
不正な EPs検出するように、
グローバルの不正エンドポイ

ント検出のサポートが追加さ

れます。

不正なエンドポイントの制御

レイヤ 2外部接続の設定（85
ページ）

サポートが追加された

N9K-C93180YC-FXスイッチ
ポートをアップリンクからダ

ウンリンクまたはアップリン

クをダウンリンクに変更する

ポートプロファイルの。

N9K-C93180YC-FXスイッチで
拡張ポートプロファイルのサ

ポート

レイヤ 2外部接続の設定（85
ページ）

100ギガビット (Gb) (4X25Gb)
のサポートが追加し、(ACI
モード)ではスイッチのダイナ
ミックブレークアウト N9K
C93180YC FXでプロファイリ
ングされQSFPポートで 40 Gb
(4X10Gb)。

N9K-C93180YC-FXスイッチで
プロファイリングされ QSFP
ポートで拡張ブレイクアウト

サポート
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参照先説明機能

テナントの設定（49ページ）Epgの間で契約が拡張され、
件名や契約書を例外が含まれ

ます。これには、契約のフィ

ルタリングで除外する Epgの
サブセットが有効にします。

たとえば、プロバイダー EPG
と通信できるものを除くすべ

てのコンシューマ Epg一致基
準が自分の通信を制御する契

約でサブジェクト例外に設定

されていること。

契約とサブジェクトの例外

APIC CLIの使用（1ペー
ジ）

ファブリックを設定する 2つ
のインターフェイスを混在に

ついての注意事項が追加され

ます。

NX-OSスタイル CLIおよび
APIC GUIの混在

スケールプロファイルポリ

シーの転送を設定する（561
ページ）

高ほか スケールオプション

は、転送に追加プロファイル

ポリシーをスケールします。

高最長プレフィックス照合 (ほ
か)は、ほかスケール 128,000
はポリシースケールは 8,000
こと以外に、スケーラビリ

ティと同様に、デュアルス

タックポリシーを提供しま

す。

スケール改善他 forwardingscale
オプションでは、このリリー

スでも追加されます。

転送スケールプロファイルポ

リシー

レイヤ3外部接続の設定（179
ページ）

NX-OSスタイル CLIを使用し
て、中継ルーティングを設定

する手順は、このガイドに追

加されます。

トランジットルーティング

レイヤ3外部接続の設定（179
ページ）

外部ネットワークへの接続を

L3Outを設定する新しい手順
は、このガイドに追加されま

す。

外部ネットワークへのルー

テッド接続
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表 2 : Cisco ACIリリース 3.1(2m)の新機能および変更された動作

参照先説明機能

グローバルポリシーCisco APICリリース 3.1 (2)ま
で範囲は 576～ 9000バイトで
す。リリース 3.1 (2)以降、最
大MTU値は 9216です。デ
フォルトでは、9000から変更
されていません。

増加した最大MTU

Cisco ACI QoSの設定L3Out入力トラフィックのQoS
ポリシー適用が強化されま

す。L3Outで QoSポリシーを
設定するには、ポリシー制御

を有効にした状態で（ポリ

シー制御適用の基本設定 =
「適用」）、VRFを出力モー
ド（ポリシー制御適用の方向

「出力」）に設定する必要が

あります。レイヤ 3外部ネッ
トワークを制御するコントラ

クトで、QoSクラスの優先順
位または DSCP設定を設定す
る必要があります。

L3Outの QoS

レイヤ 3外部接続の設定RS/RAパケットは、自動設定
は使用されは、ルーテッドイ

ンターフェイス、レイヤ 3サ
ブインターフェイス、SVIな
どのレイヤ 3インターフェイ
スで設定できます。

Outレイヤ 3でネイバー探索
ルータアドバタイズメント
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表 3 : Cisco ACIリリース 3.1の新機能および変更された動作

参照先説明機能

カプセル化のフラッディング

の設定（170ページ）
Cisco ACIスイッチのアプリ
ケーションスパインエンジン

(ASE)と Cisco ACIリリース
3.1 (1)以降では、すべてのプ
ロトコルはカプセル化にフ

ラッディングされます。複数

の Epgが外部のスイッチでサ
ポートされている 1つのブ
リッジドメインします。2個
の EPGが同じ BDを共有し、
カプセル化のフラッディング

オプションがオンになってい

る場合、EPGフラッディング
トラフィックは他の EPGに達
しません。Virtual Connect (VC)
トンネルネットワークをCisco
ACIスイッチを使用しての課
題を克服します。

カプセル化のフラッド攻撃か

らの設定

コントロールプレーンポリシ

ングの設定

CoPPの設定のサポート、イン
ターフェイスあたりプロトコ

ルごと。

プロトコルごとのインター

フェイスごとの CoPP

リモートのリーフスイッチで

レイヤ 3の外部接続の設定
導入 ACIファブリックと ACI
サービスとローカルスパイン

スイッチまたは接続された

APICを持たない Cisco ACI
リーフスイッチとリモート

データセンターに APIC
managementを拡張することが
できます。

リモートリーフスイッチ
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参照先説明機能

Cisco ACIゴルフ と Multipod
ファブリック で 3の外部接続
をレイヤの設定

マルチポッドおよび GOLF
は、すべてのCisco Nexus 9300
プラットフォーム ACIモード
スイッチと、Cisco Nexus 9500
プラットフォーム ACIモード
スイッチラインカードとファ

ブリックモジュールによりサ

ポートされています。Cisco
APIC3.1(x)のリリース、およ
び以上の場合、これに N9K
C9364Cスイッチが含まれま
す。

Multipodしの新しいハード
ウェアサポート

MACsecの設定MACsecは、暗号化キーにア
ウトオブバンド方式を使用し

て、有線ネットワーク上で

MACレイヤの暗号化を提供し
ます。MACsec Key Agreement
（MKA）プロトコルでは、必
要なセッションキーを提供

し、必要な暗号化キーを管理

します。

MACsec

レイヤ 3外部接続の設定の
Cisco ACI GOLF

拡大 Vrfゴルフ接続を共有す
る場合、複数のサイトトポロ

ジでは、APICサイトの VRF
間のトラフィックの問題を回

避するガイドラインが追加さ

れました。

使用して、複数のサイト間で

ゴルフ接続の共有

レイヤ 3外部接続の設定SVI自動状態スイッチ仮想イ
ンターフェイスの動作を有効

にできます。これにより、

VLAN内のすべてのポートが
ダウンするとダウン状態にSVI
状態です。

この機能は、APICリリース
2.2(3x)リリースおよび APIC
リリース 3.1 (1)で使用できま
す。APICリリース 3.0(x)では
サポートされていません。

SVI自動状態
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参照先説明機能

双方向ルート転送（BFD）の
設定

Bidirectional Forwarding
Detection（BFD）スパインス
イッチのサポートが追加され

ました。

スパインスイッチの BFDサ
ポート

SNMPの設定Apicのパフォーマンス、クラ
スタ内のいずれかに配信する

SNMPトラップ集約ファブ
リックノードからの SNMPト
ラップを有効にします。

SNMPトラップ集約

APICリリース 2.2(3x)機能では、この特定のリリースで使用可能なのみです。APICリリース
3.0(x)またはリリース 3.1(x)ではサポートされません。

（注）

表 4 : Cisco ACIリリース 2.3(3x)の新機能および変更された動作

参照先説明機能

レイヤ 3外部接続の設定SVI自動状態スイッチ仮想イ
ンターフェイスの動作を有効

にできます。これにより、

VLAN内のすべてのポートが
ダウンするとダウン状態にSVI
状態です。

SVI自動状態
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表 5 : Cisco ACIリリース 3.0(1k)の新機能および変更された動作

参照先説明機能

スケールプロファイルポリ

シーの転送を設定する

転送スケールプロファイルポ

リシーにより、デュアルス

タック（デフォルトプロファ

イル）と IPv4スケールの間で
選択できるようになります。

デュアルスタックポリシーに

設定されている転送スケール

プロファイルポリシーでは、

Ipv6設定に最大 6 Kエンドポ
イントと Ipv4設定に最大 12 K
エンドポイントのスケーラビ

リティを提供します。IPv4ス
ケールオプションでは、最大

24 K IPv4エンドポイントにス
ケーラビリティを増加する

IPv6設定を使用しないシステ
ムを有効にします。

スケールプロファイルポリ

シーの転送

メンテナンスモードの CLIを
使用してスイッチを削除

正常な挿入し、削除(登場させ)
モードまたはメンテナンス

モード最小サービスの中断で

ネットワークからのスイッチ

を特定するためにできます。

グレースフル挿抜（GIR）モー
ド

Epgの Q-で-Qカプセル化の
マッピングの設定 で レイヤ

2の外部接続の設定

Cisco APICを使用して、通常
のインターフェイスまたは

VPCで二重タグ付きVLANト
ラフィック入力を EPGにマッ
ピングできます。この機能が

有効になっている場合、二重

タグ付きトラフィックが EPG
のネットワークに入るとき、

両方のタグがファブリックで

個別に処理され、ACIスイッ
チを入力するとき二重タグに

復元されます。単一タグおよ

びタグなしのトラフィックの

入力はドロップします。

EPGのQ-in-Qカプセル化マッ
ピング
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参照先説明機能

802.1 x認証ポリシーのポート
の設定 および 802.1 x認証ポ
リシーのノードを設定 で レ

イヤ 2接続の設定

このリリースでは、802.1 x
ポートの認証ポリシーまたは

802.1 x認証ポリシーのノード
を設定できます。

802.1Xポート認証

セキュリティ設定のファース

トホップセキュリティの設定

有効には、レイヤ 2リンク上
で IPv4と IPv6のリンクセ
キュリティと管理を向上しま

す。

ファーストホップセキュリ

ティ

PTPを設定 で グローバルポ
リシーの設定

ノードに対して IEFE 1588で
定義された時間同期プロトコ

ルは、APIC全体で配信されま
した

高精度時間プロトコル

ブリッジドメインを適用 で

テナントの設定

サブジェクトエンドポイント

グループ (EPG)で、エンドポ
イントに pingできるの関連付
けられているブリッジドメイ

ン内のサブネットゲートウェ

イのみ enforcedブリッジドメ
インをサポートします。

この設定を有効にすると、そ

のサブネットゲートウェイに

pingを実行できる IPアドレス
のグローバル例外リストを作

成できます。

適用されるブリッジドメイン

表 6 : Cisco ACIリリース 2.3(1e)の新機能および変更された動作

参照先説明機能

クォータ管理の作成作成し、削除すると、特定の

テナントでまたはテナント間

でグローバルに追加できるど

のような管理対象オブジェク

トを制限する adminを有効に
するクォータ管理設定を更新

します。

Cisco APICクォータの管理
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参照先説明機能

参照してください 契約継承

で テナントの設定

コントラクトを新しい EPGに
合理的に関連付けられるよう

に、同じテナント内で他の

EPGに直接関連付けられたす
べての（指定/消費）コントラ
クトを継承できるようになり

ました。コントラクトの継承

は、アプリケーション EPG、
マイクロセグメント EPG、
L2Out EPG、およびL3Out EPG
に設定できます。EPGコント
ラクトマスターのコントラク

トに対して変更を行うと、継

承側の EPGが変更内容を受信
します。

コントラクトの継承

レイヤ 2外部接続の設定使用するためのコアスイッチ

のポートを設定するようにな

りました Dot1qトンネル 複
数のお客様にします。アクセ

ス VLANを定義して、
corePortsを消費する顧客を区
別できます。MACラーニング
を無効にすることもできます

Dot1qトンネル 。

802.1 qトンネル機能拡張

セキュリティの設定コントロールプレーンを保護

し、それをデータプレーンか

ら分離することによって、

ネットワークの安定性、到達

可能性、およびパケット配信

を保証します。

コントロールプレーンポリシ

ング

「レイヤ 3外部接続の設定」
を参照してください

このリリースでは、レイヤ 3
外部ネットワーク経由で SVI
のカプセル化の範囲を設定で

きます。

SVIのレイヤ3外部ネットワー
ク経由でのカプセル化の範囲

「NX-OS CLIを使用したリー
フノードでのポートチャネル

の設定」を参照してください

ポートチャネルでは、対称

ハッシュ化はサポートされて

います。

対称ハッシュ
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参照先説明機能

「ファブリックとインター

フェイスの設定」を参照して

ください

リフレクティブリレーは、外

部ネットワークスイッチへの

ホストサーバから仮想マシン

のスイッチングを転送しま

す。同じ物理サーバ上の Vm
と、ネットワークの残りの部

分間の接続を提供します。こ

れにより、同じサーバ上のVm
の間のトラフィックに適用す

る Cisco APICで設定するポリ
シーができます。

リフレクティブリレー
(802.1Qbg)

参照してください 仮想スイッ

チでの"マイクロセグメンテー
ション"の設定

VMware VDS、シスコのAV、
およびMicrosoft vSwitchで
microsegment Epgの設定のコン
テンツを追加します。

仮想スイッチでは"マイクロセ
グメンテーション"

表 7 : Cisco APIC 2.2(2e)リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

レイヤ 3外部接続の設定このリリースでは定義および

で BGPタイマーを関連付け
る、VRFあたりノードごと。

BGPタイマーのノードごとの
VRFあたり

レイヤ 3外部接続の設定このリリースでは、異なるVrf
に、共有のレイヤ 3が記録さ
れるコントラクトを使用して

相互に通信できます。

レイヤ 3をインターVRF漏出
Out Out 3をレイヤします。

レイヤ 3外部接続の設定このリリースでは、複数の

BGPコミュニティは、ルート
プレフィックスのBGPプロト
コルを使用してごとここで割

り当てられます。

ルートプレフィックスごとに

割り当てられた複数のBGPコ
ミュニティ

About Import and Export
Configurations in

出力の設定を実行している別

Cisco APICに showの適用

2つの新しい CLIコマンド設
定をエクスポートするには、

設定をインポート、および別

Cisco APICで show
running-configコマンドの出力
を実行中の有効化に追加され

ました。

Show configコマンドの出力を
実行している別 Cisco APICに
適用します。
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参照先説明機能または変更

Cisco ACI GOLF andMultipod in
Configuring Layer 3 External
Connectivity

「ファブリックWANのレイ
ヤ 3 EVPNサービス」の名前
が「Cisco ACI GOLF」に変更
されました

名称変更

表 8 : Cisco APIC 2.2(1n)リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能

802.1 qの設定のトンネル で
レイヤ 2の外部接続の設定

802.1 qを設定するトンネルが
ファブリック、QoS (QoS)の優
先順位の設定のイーサネット

フレームのトンネリングをポ

イントするマルチポイントの

有効化します。

802.1 qトンネリング

APICハイアベイラビリティサポートは、apicのパフォー
マンスがアクティブ/スタンバ
イモードでクラスタ内の動作

に追加されます。Apic内で、
指定したアクティブな apicの
パフォーマンス共有負荷をク

ラスタ化し、指定のスタンバ

イ apicのパフォーマンスは、
apicのパフォーマンスがアク
ティブなクラスタ内のいずれ

かの交換用として動作できま

す。

APICクラスタハイアベイラビ
リティ

グループを優先契約を構成す

る で テナントの設定

優先契約グループ VRFで Epg
間の通信の高い制御を有効に

するには、サポートが追加さ

れます。VRFで Epgのほとん
どは、オープンな通信である

必要がありますが、いくつか

の他の Epgとの通信が制限の
みする必要がありますと、

は、通信を正確に制御する

フィルタと契約優先グループ

と契約の組み合わせを設定で

きます。

優先グループを契約します。
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参照先説明機能

ダイナミックブレイクアウト

ポートの設定 で レイヤ 2の
外部接続の設定

(Cisco 40-4 X 10ギガビットブ
レイクアウトケーブルをギガ

ビット)と 4-10ギガビット対
応 (ダウンリンク)デバイスに
40のギガビットイーサネット
(GE)リーフスイッチポートを
接続するためのサポートが追

加されます。

ダイナミックブレークアウト

ポート

ACIファブリックでイーサネッ
トトラフィックを介したファ

イバチャネルのサポート

FCoE over FEXポートを設定で
きるようになりました。

FCoE over FEX

ファブリックとインターフェ

イスの設定

このリリースでは、サポート

はインターフェイスのCDPの
FEXのデバイスに追加されま
した。

CDP FEXデバイスへのイン
ターフェイスでのポリシーで

はサポート

HSRPの設定 で レイヤ 3の外
部接続の設定

デフォルトのルータ IPアドレ
スで設定されたイーサネット

ネットワーク上の IPホスト
に、ファーストホップルー

ティング冗長性を提供するプ

ロトコルである HSRPにサ
ポートが追加されます。

HSRP

NetFlowの設定ネットワークトラフィックア

カウンティング、従量制の

ネットワーク課金、ネット

ワークプランニング、そして

サービス拒絶に対する監視機

能、ネットワーク監視、社外

マーケティング、およびサー

ビスプロバイダと企業顧客向

け両方のデータマイニングな

ど、主要な一連のアプリケー

ションの計測基盤を効果的に

する NetFlowテクノロジにサ
ポートが追加されます。

NetFlow

VLANのドメインの設定 で レ
イヤ 2の外部接続の設定

レイヤ 2外部接続の設定へ移
動しました

VLANドメイン
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表 9 : Cisco APIC 2.1(1h)リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能

IPエージングの設定このリリースでエージングを

追跡し、エンドポイントの未

使用の ipアドレスをエージン
グポリシー IPはサポートされ
ています。

IPエージング

ルートマップの作成このリリースで明示的なプレ

フィックスリストは一致の

ルートの宛先と呼ばれる新し

い一致タイプでサポートされ

ています。

新しい一致タイプを使用し

て、明示的なプレフィックス

リストを使用してルートマッ

プ/プロファイルを作成しま
す。

Cisco APICの FIPSの設定このリリースでは、FIPSのサ
ポートします。FIPSは特定の
暗号アルゴリズムがセキュア

であることを条件とするほ

か、FIPS準拠である場合は、
どのアルゴリズムを使用すべ

きかも指定しています。

FIPSの設定

ファブリックWAN上のレイヤ
3 EVPNサービスの設定の NX
OSを使用した EVPNタイプ 2
ホストルートの配信を有効化

このリリースでは、EVPNト
ポロジの最適なトラフィック

転送を実現するため、ファブ

リックのスパインが BGP
EVPNタイプ5（IPプレフィッ
クス）ルートの形式のパブ

リック BDサブネットととも
に、EVPNタイプ 2
（MAC-IP）ルートを使用する
ホストルートを DCIGにアド
バタイズするように設定でき

ます。

EVPNタイプ 2ホストルート
の配布
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参照先説明機能

IGMPスヌープスタティック
ポートグループの有効化およ

び IGMPスヌープアクセスグ
ループの有効化 で レイヤ 2
IGMPスヌープマルチキャス
トの設定

このリリースでは、IGMPトラ
フィックを監視し、レイヤ 2
トラフィックをフラッディン

グからマルチキャストをフィ

ルタリングするネットワーク

スイッチをちなみに IGMPス
ヌープサポートを実装しま

す。実装される機能の間でス

タティックポートグループの

設定とアクセスグループ設定

です。

設定 IGMPスヌープレイヤ 2
マルチキャストのサポート

ベアメタルで"マイクロセグメ
ンテーション"の設定 l

このリリースでは、物理エン

ドポイントデバイスの IPアド
レス属性またはMACアドレス
属性を使用してマイクロセグ

メント EPGを設定できます。

ベアメタル環境でのネット

ワークベースのマイクロセグ

メント EPGの設定

NX-OSは、CLIを使用してQoS
CoS設定の変換

このリリースでは、CoS値の
みに基づいてトラフィックを

分類するデバイスのトラ

フィックを分類して、ACI
ファブリック有効にすること

ができます。

CoSの QoS設定の変換

表 10 : Cisco APIC 2.0(2f)リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能

プロキシ ARPについて（161
ページ）

プロキシARP Cisco ACIでは、
ネットワークまたはサブネッ

ト、エンドポイントの実際の

MACアドレスがわからなくて
も他のエンドポイントとの通

信を内でエンドポイントを有

効にするのに追加されます。

『Proxy ARP』

概要（483ページ）Cisco Tetration分析エージェン
トの設定が追加されます。

Tetration Analytics

Multipodファブリックでの
QoS優先度の設定項目の保持

Multipodトポロジの維持 CoS
と DSCP設定のサポートが追
加されます。

Multipod QoS
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参照先説明機能

NX-OSスタイル CLIを使用し
てCisco ACI GOLFサービスを
設定する設定タスク（320ペー
ジ）

レイヤ 3 EVPNサービスを設
定する方法の詳細が追加され

ました。

ファブリックWAN経由のレ
イヤ 3 EVPNサービス

ここで、機能リリース

ポートセキュリティと

ACIについて（154
ページ）

ポートセキュリティ2.0(1)

COOP認証について（
419ページ）

COOP認証2.0(1)

レイヤ 3マルチキャス
ト（275ページ）

レイヤ 3マルチキャスト2.0(1)

Cisco ACI GOLF （317
ページ）

ファブリックWAN経由のレイヤ 3 EVPNサー
ビス

2.0(1)

マルチポッドファブ

リックについて（337
ページ）

マルチポッドファブリック2.0(1)

CLIを使用して確認さ
れたスケーラビリティ

（569ページ）

CLIを使用して確認されたスケーラビリティ2.0(1)

BFDについて（259
ページ）

BFD1.2(2)

EIGRPインターフェイ
スの設定（245ペー
ジ）

『Configuring OSPF』
（214ページ）

ルート集約

レイヤ 3外部接続の設
定（179ページ）

ルートダンプニング

レイヤ 3外部接続の設
定（179ページ）

レイヤ 3外部接続を設定するための名前付き
モード

レイヤ 3外部接続の設
定（179ページ）

IPv6サポート

--初回リリース1.2(1)
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表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲ん

で示しています。

[x]

いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや
引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意ま

たは必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表し

ます。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選

択すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック

体が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。string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 stringと
みなされます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーン

フォントで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーン

フォントで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体のスクリーンフォ

ントで示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で
囲んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコ

で囲んで示しています。

[ ]
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説明表記法

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合
には、コメント行であることを示します。

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「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

安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱

い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ

い。Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated
safety warnings that accompanied this device.

これらの注意事項を保存しておいてください

警告

関連資料

Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）Documentation

ACIのマニュアルは、次の URLで入手できます。http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html。

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）シミュレータのマニュア
ル

Cisco ACI Simulatorのマニュアルは、次の URLから入手できます：http://www.cisco.com/c/en/
us/support/cloud-systems-management/application-centric-infrastructure-simulator/
tsd-products-support-series-home.html

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのマニュアル

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのマニュアルは、次の URLで入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/
tsd-products-support-series-home.html
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Cisco Application Virtual Switchのマニュアル

Cisco Application Virtual Switch（AVS）のマニュアルは、次の URLで入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/application-virtual-switch/
tsd-products-support-series-home.html

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）とOpenStackの統合に関
するマニュアル

Cisco ACIと OpenStackの統合に関するマニュアルは、次の URLから入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/
application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html

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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第 1 章

APIC CLIの使用

• NX-OSスタイル CLIへのアクセス（1ページ）
• APICの NX-OSスタイル CLIの使用方法（2ページ）
• NX-OSの使用方法の違い（5ページ）
• NX-OS Style CLIおよび APIC GUIの混合（6ページ）

NX-OSスタイル CLIへのアクセス

Cisco APICリリース1.0からリリース1.2まで、デフォルトCLIは管理対象オブジェクト（MO）
および管理情報モデルのプロパティから上で直接動作するコマンドのBashシェルでした。Cisco
APICリリース 1.2以降のデフォルト CLIは NX-OSスタイル CLIです。The object model CLI is
available by typing the bash command at the initial CLI prompt.

（注）

手順

ステップ 1 From a secure shell (SSH) client, open an SSH connection to APIC at username@ip-address.

初期設定時に設定した管理者のログイン名とアウトオブバンド管理 IPアドレスを使用します。
たとえば、admin@192.168.10.1などがこれに該当します。

ステップ 2 プロンプトが表示されたら、管理者パスワードを入力します。

次のタスク

NX-OSスタイル CLIを入力する場合、最初のコマンドレベルは EXECレベルになります。こ
のレベルから、次のコンフィギュレーションモードに移行できます。

• To continue in the NX-OS style CLI, you can stay in EXEC mode or you can type configure to enter
global configuration mode.

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
1



NX-OSスタイル CLIコマンドの詳細については、『Cisco APIC NX-OS Style CLI Command
Reference』を参照してください。

• To reach the object model CLI, type bash.

オブジェクトモードCLIコマンドの詳細については、『CiscoAPICCommand-Line Interface
User Guide, APIC Releases 1.0 and 1.1』を参照してください。

APICの NX-OSスタイル CLIの使用方法

CLIコマンドモードの使用方法

NX-OSスタイルの CLIは、ルートに EXECモードを持つコマンドモードの階層にまとめられ
ています。この中には、グローバルコンフィギュレーションモードで始まるコンフィギュレー

ションサブモードのツリーも含まれます。利用できるコマンドは、現在のモードによって異な

ります。任意のモードで使用可能なコマンドのリストを取得するには、システムプロンプトで

疑問符（?）を入力します。

この表では、サブモードの例（DNS）とともに最もよく使用される 2つのモード（EXECおよ
びグローバルコンフィギュレーション）を挙げて説明します。表には、モードの開始方法と終

了方法、および結果のシステムプロンプトを示しています。システムプロンプトから、現在

実行しているモードを識別して、そのモードで使用できるコマンドを判断できます。

終了方法プロンプトアクセス方法モード

終了してログインプロンプ

トに戻るには、exitコマン
ドを使用します。

apic#
APICのプロンプトから、
execshを入力します。

EXEC

コンフィギュレーションサ

ブモードを終了して親モー

ドに戻るには、exitコマンド
を使用します。

コンフィギュレーション

モードまたはサブモードを

終了して EXECモードに戻
るには、endコマンドを使用
します。

apic(config)#
EXECモードから、
configureコマンドを入力
します。

グローバルコン

フィギュレー

ション

apic(config-dns)#
グローバルコンフィギュ

レーションモードから dns
コマンドを入力します。

DNSの設定

CLIのコマンド階層

コンフィギュレーションモードには、同じような機能を実行するコマンドが同じレベルに集め

られた、いくつかのサブモードがあります。For example, all commands that display information
about the system, configuration, or hardware are grouped under the show command, and all commands
that allow you to configure the switch are grouped under the configure command.
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EXECモードでは使用できないコマンドを実行するには、階層の最上位となるサブモードから
開始します。For example, to configure DNS settings, use the configure command to enter the global
configuration mode, then enter thedns command. DNS設定サブモードに入ると、次の例のように、
使用可能なコマンドを照会できます。

apic1# configure
apic1(config)# dns
apic1(config-dns)# ?
address Configure the ip address for dns servers
domain Configure the domains for dns servers
exit Exit from current mode
fabric Show fabric related information
no Negate a command or set its defaults
show Show running system information
use-vrf Configure the management vrf for dns servers
where Show the current mode

apic1(config-dns)# end
apic1#

各サブモードを使用すると、プロンプトのより下の階層で作業できます。To view the hierarchy
for the current mode, use the configure command, as shown in this example:

apic1# configure
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# where
configure t; bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)#

To leave the current level and return to the previous level, type exit. To return directly to the EXEC level,
type end.

EXECモードコマンド

CLIセッションを開始する場合、最初は EXECモードから始めます。この EXECモードから、
コンフィギュレーションモードを開始できます。EXECコマンドの大半は、現在の設定状態を
表示する showコマンドのような 1回限りのコマンドです。

コンフィギュレーションモードコマンド

コンフィギュレーションモードでは、既存の設定を変更できます。変更した設定を保存する

と、スイッチの再起動後も変更内容が保存されます。コンフィギュレーションモードを開始す

ると、さまざまなプロトコル固有モードに入ることができます。コンフィギュレーションモー

ドは、すべてのコンフィギュレーションコマンドの開始点です。

コマンドおよび構文の一覧表示

すべてのコマンドモードで、疑問符（?）を入力することにより、使用できるコマンドのリス
トを表示できます。

apic1(config-dns)# ?
address Configure the ip address for dns servers
domain Configure the domains for dns servers
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exit Exit from current mode
fabric Show fabric related information
no Negate a command or set its defaults
show Show running system information
use-vrf Configure the management vrf for dns servers
where Show the current mode

apic1(config-dns)# end
apic1#

特定の文字シーケンスで始まるコマンドの一覧を表示するには、それらの文字を入力した後に

疑問符（?）を入力します。疑問符の前にスペースを入れないでください。
apic1(config)# sh ?
aaa Show AAA information
access-list Show Access-list Information
accounting Show accounting information
acllog Show acllog information
. . .

コマンドの入力を完了するには、Tabキーを押します。

apic1# qu<TAB>
apic1# quota

キーワードまたは引数のリストを表示するには、キーワードまたは引数の代わりに疑問符を入

力します。疑問符の前にスペースを1つ入れてください。この形式のヘルプをコマンド構文ヘ
ルプと呼びます。入力したコマンド、キーワード、および引数に基づいて、使用できるキー

ワードまたは引数を表示するためです。

apic1(config-dns)# use-vrf ?
inband-mgmt Configure dns on inband
oob-mgmt Configure dns on out-of-band

apic1(config-dns)#

略語が明確であれば、コマンドを省略できます。この例では、 configureコマンドは省略され
ています。

apic1# conf
apic1(config)#

「no」プレフィックスを使用して、取り消すかデフォルト値または条件に戻る

For many configuration commands, you can precede the command with the no keyword to remove a
setting or to restore a setting to the default value.この例では、以前に設定された DNSアドレスを
設定から削除する方法を示しています。

apic1(config-dns)# address 192.0.20.123 preferred
apic1(config-dns)# show dns-address
Address Preferred
------------------- ---------
192.0.20.123 yes
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apic1(config-dns)# no address 192.0.20.123
apic1(config-dns)# show dns-address
Address Preferred
------------------- ---------

NX-OSスタイル CLIから Bashコマンドを実行する

To execute a single command in the bash shell, type bash -c 'path/command' as shown in this example.

apic1# bash -c '/controller/sbin/acidiag avread'

NX-OSスタイル CLIのすべてのモードまたはサブモードから Bashコマンドを実行できます。

スペースや特殊文字を含むコンフィギュレーションテキストを入力する

設定フィールドがユーザ定義のテキストで構成されている場合、Bashでの誤った解釈を避ける
ため、「$」などの特殊文字はエスケープ（「\$」）し、単語または文字列全体は単一引用符
で囲む必要があります。

NX-OSの使用方法の違い
APICの NX-OSスタイル CLIの使用方法には、次のような従来の NX-OS CLIとは異なる点が
あります。

•グローバルコンフィギュレーションモードは、 configureのconfigure terminal代わりにコマ
ンドを使用して入力します。

• To perform node-level configuration on a particular leaf switch, you must first navigate to that switch
using the leaf command.

•物理ポートを指定するためのコマンド構文は若干異なります。たとえば、イーサネット
ポートはのeth x/yethx/y代わりに指定されます。

•設定フィールドが、パスワードなどのユーザ定義のテキストで構成されている場合、Bash
での誤った解釈を避けるため、「$」または「!」などの特殊文字はバックスラッシュ
（「\$」）でエスケープするか、単語または文字列全体を単一引用符で囲む必要がありま
す。

•いくつかのコマンドショートカットは、Bashの動作により以下のように異なります。

• Ctrl-D exits a session.

• Ctrl-Z suspends a job.

• OSPFの設定area route-mapはarea connectivity、およびコマンドを追加します。
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NX-OS Style CLIおよび APIC GUIの混合
基本的なモードは、Cisco APICリリース 3.0 (1)以降推奨されません。そのリリースにおいて
GUIは 1つだけです。

NX-OSスタイル CLIを使用して実行された設定は、APIC GUIに表示されます。これらを表示
できますが、時折GUIで編集できない可能性があります。APICGUIで行われた変更は、NX-OS
スタイルCLIで表示できる可能性がありますが、部分的にのみ動作する可能性があります。次
の例を参照してください。

• APICでインターフェイスごとの設定を行う際に、GUIとCLIを混在させないでください。
GUIで行われた設定が、NX-OS CLIでは部分的にしか機能しない可能性があります。

たとえば、GUIの [Tenants] > [tenant-name] > [Application Profiles] >
[application-profile-name] > [Application EPGs] > [EPG-name] > [Static Ports] > [Deploy Static
EPG on PC, VPC, or Interface]でスイッチポートを設定したと仮定します。

次に NX-OSスタイルの CLIで show running-configコマンドを使用すると、以下のような
出力を受信します。

leaf 102
interface ethernet 1/15
switchport trunk allowed vlan 201 tenant t1 application ap1 epg ep1
exit
exit

NX-OSスタイルのCLIでこれらのコマンドを使用してスタティックポートを設定すると、
次のエラーが発生します。

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/15
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 201 tenant t1 application ap1
epg ep1
No vlan-domain associated to node 102 interface ethernet1/15 encap vlan-201

これは、CLIにAPIC GUIでは実行されない検証があることが原因です。show running-config
コマンドによって出力されたコマンドが NX-OS CLIで機能するためには、VLANドメイ
ンが事前に設定されている必要があります。設定の順序は GUIに適用されません。

注意

このようなオブジェクトを削除する手順については、『APIC Troubleshooting Guide』の
「Troubleshooting Unwanted _ui_ Objects」を参照してください。

レイヤ 3外部接続の設定のモードについて
APICは設定のための複数のユーザインターフェイス (UI)をサポートしているので、1つのUI
を使用して設定を作成し、その後、別の UIを使用して設定を変更する場合は、予期しないイ
ンタラクションが潜んでいます。ここでは、さらに他のAPICのユーザインターフェイスを使
用した可能性がある場合、APIC NX-OSスタイルの CLIを使用してレイヤ 3外部接続を設定す
るための考慮事項を説明します。
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APIC NX-OSスタイルの CLIを使用してレイヤ 3外部接続を設定する場合、次の 2つのモード
を選択することができます。

•よりシンプルな暗黙モードは、APIC GUIまたは REST APIと互換性がありません。

•名前付き（または明示)モードは、APIC GUIおよび REST APIと互換性があります。

いずれの場合も、設定は互換性がない UIでは読み取り専用であると考えてください。

モードの違いについて

どちらのモードでも、構成設定は APIの l3extOutクラスのインスタンスである内部コンテナ
オブジェクト「L3 Outside」（または「L3Out」）内で定義されます。2つのモード間の主な違
いは、このコンテナオブジェクトインスタンスの命名にあります。

•暗黙モード：コンテナのネーミングは潜在的であり、CLIコマンドには表示されません。
CLIは、これらのオブジェクトを内部的に作成し保持します。

•名前付きモード：名前はユーザーが決定します。名前付きモードのCLIコマンドには、追
加の l3Outフィールドがあります。名前付きL3Outがを正常に設定され障害を回避するた
めには、ユーザーが外部レイヤ 3用の APIオブジェクトモデルを理解する必要がありま
す。

「名前付きモードセクションを使用したレイヤ3外部接続の設定」セクションの手順を除き、
このガイドでは、暗黙モードの手順を説明します。

（注）

注意事項および制約事項

•同じ APICインターフェイスでは、両方のモードを、次の制限でレイヤ 3外部接続を設定
するために一緒に使用することができます。テナントVRF、およびリーフの特定の組み合
わせのレイヤ 3外部接続設定は、1つのモードを介してのみ実行できます。

•特定のテナント VRFの場合、外部 L3 EPGを配置できるポリシードメインは、名前付き
モードまたは暗黙モードのいずれかになります。推奨する設定方式は、特定のテナント

VRFが、レイヤ 3外部接続用に展開されたすべてのノード全体で、特定のテナント VRF
の組み合わせに対して1つのモードだけを使用することです。モードは、異なるテナント
または異なる VRF全体で変えることができ、制限は適用されません。

•外部レイヤ 3機能は、次の例外を除いて、両方の設定モードでサポートされます

• L4～ L7サービスアプライアンスを使用したルーティングピアリングとルートヘル
スインジェクション (RHI)は、名前付きモードでのみをサポートされます。名前付き
モードは、ルーティングピアリングが含まれるテナント VRFのすべての境界リーフ
スイッチ全体で使用する必要があります。

•暗黙モード CLI手順を使用して作成されたレイヤ 3外部ネットワークオブジェクト
（l3extOut）は、「__ui_」で始まる名前で識別され、GUIで読み取り専用としてマークさ
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れます。CLIは、インターフェイス、プロトコル、ルートマップ、EPGなどの機能で、こ
れらの外部L3ネットワークを分割します。REST APIを介して実行される設定変更は、こ
の構造を破棄することができ、CLIを介してさらなる変更を防ぐことができます。

このようなオブジェクトを削除する手順については、『APIC Troubleshooting Guide』の
「Troubleshooting Unwanted _ui_ Objects」を参照してください。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
8

APIC CLIの使用

レイヤ 3外部接続の設定のモードについて



第 2 章

ファブリックとインターフェイスの設定

•ファブリックおよびインターフェイス設定（9ページ）
•グレースフル挿抜（GIR）モード（10ページ）
• NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイス上の物理ポートの設定（12ペー
ジ）

• NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイスのポートチャネルの設定（15
ページ）

• NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイスの仮想ポートチャネルの設定
（22ページ）

• NX-OSスタイル CLIとプロファイルを使用して FEX接続の設定（28ページ）
•リフレクティブリレー (802.1Qbg)（29ページ）
•インターフェイスのポリシーグループの設定（31ページ）
•インターフェイスのオーバーライドの設定（34ページ）
•エラー訂正の転送について（36ページ）

ファブリックおよびインターフェイス設定
ACIファブリックを形成するために、Cisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチは、APIC
コントローラにより管理されるリーフおよびスパインのトポロジで展開されます。各リーフ

ノードは、リーフノード間で接続のないすべてのスパインノードに接続されます。リーフ/ス
パイン型ノード間の相互接続リンクは、ファブリックリンクと呼ばれ、各ポートはファブリッ

クポートと呼ばれます。ファブリックポートは、自動検出され、工場出荷時のデフォルト設

定が、ファブリックの立ち上げ中に適用されるため、正常に動作するためのユーザ設定を必要

としません。すべてのエンドポイントデバイスは、アクセスポートを通じてリーフノードに

接続されます。アクセスポートは、NX-OSスイッチと同様に設定する必要があります。ファ
ブリックおよびアクセスポートともに、NX-OSと同様に、インターフェイスで表されます。

リーフ/スパイン型ノードは、ACIモデルのさまざまなオブジェクトと見なされ、ポリシーのさ
まざまなセットをサポートします。CLIでは、これらのノードはそれぞれ、リーフ/スパインと
して表されますが、一般には両方ともノードと呼ばれます。リーフ/スパイン型ノード値は、
ファブリックのすべてのポッド全体で一意です。FEXモジュールは、リーフノードに接続さ
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れている場合、各リーフ内での一意のFEX ID値を持っています。たとえば、2つのリーフノー
ドに、それぞれ FEX 101を付けることができます。

FEX ID 165～ 199の FEX接続の設定は、APIC GUIではサポートされていません。これらの
FEX IDのいずれかを使用するには、NX-OSスタイル CLIを使用してプロファイルを設定しま
す。詳細については、「NX-OSスタイルCLIのインターフェイスプロファイルを使用してFEX
接続を設定する」を参照してください。

（注）

Cisco APICとしてリリース 3.0(1k)において FEXモジュールへの接続プロファイルとして設定
できます。

リーフおよび FEXインターフェイスのインターフェイスの命名

ACIファブリックでは、ほとんどのインターフェイス設定は、物理ポート、ポートチャネル、
vPC（リーフノードに直接接続されているか、FEXモジュールを通じて接続されている）で実
行されます。各インターフェイスタイプの一般的なコマンド構文を次の表に示します。

例コマンド構文Interface Type

interface eth 1/1interface ethernet slot/portPort

interface eth 101/1/1interface ethernet fex-id/slot/portFEX Port

interface port-channel foointerface port-channel namePort-channel

interface port-channel foo fex 101interface port-channel name fex
fex-id

FEX Port-channel

interface vpc foointerface vpc nameVirtual Port-channel (VPC)

interface vpc foo fex 101 102interface vpc name fex fex-a fex-bvPC over FEX

グレースフル挿抜（GIR）モード
正常な挿入および削除 (登場させ)モードでは、またはメンテナンスモードでは、最小サービ
スの中断でネットワークからのスイッチを特定するためにできます。登場させモードでトラ

フィックの影響を与えずにリアルタイムのデバッグを実行することができます。

グレースフル挿抜を使用してスイッチを正常に取り出し、そのスイッチをネットワークから分

離して、デバッグ操作を実行することができます。スイッチは、最小限のトラフィックの中断

だけで、通常の転送パスから取り外されます。デバッグ操作の実行が終了したら、グレースフ

ル挿入を使用して、そのスイッチを完全な運用（通常）モードに戻すことができます。グレー

スフル削除では、ファブリックプロトコル（ISIS）以外のすべての外部プロトコルの電源が適
切に切断され、スイッチがネットワークから分離されます。メンテナンスモード時に、ACI
ファブリック内で最大メトリックが ISISにアドバタイズされるため、メンテナンスモード
TORはスパインからのトラフィックに影響を与えません。さらに、前面パネルのすべてのイン
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ターフェイスは、ファブリックインターフェイスを除いてスイッチででシャットダウンされ

ます。グレースフル挿入で、スイッチは自動的に廃棄、再起動、および再稼働されます。再稼

働が完了したら、外部のすべてのプロトコルが復元され、ISISの最大のメトリックが 10分後
にリセットされます。

次のプロトコルがサポートされています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• Intermediate System-to-Intermediate System（ISIS）

• Open Shortest Path First（OSPF）

•リンク集約制御プロトコル（LACP）

特記事項

•メンテナンスモードでスイッチをアップグレードまたはダウングレードすることはサポー
トされていません。

•スイッチがメンテナンスモードの場合、イーサネットポートモジュールは通知に関連す
るインターフェイスの伝達を停止します。その結果、この時点でリモートスイッチを再起

動するかファブリックリンクがフラップされる場合、ファブリックリンクはスイッチを

手動で再起動（acidiag touch cleanコマンドまで）、廃棄、再稼働するまで起動しませ

ん。

•マルチポッドの再配布されたルートの ISISメトリックを 63以下に設定する必要があり
ます。再配布されたルートの ISISメトリックを選択するには、[ファブリック] > [ファブ
リックポリシー] > [ポッドポリシー] > [ISISポリシー]を選択します。

•既存のGIRはすべてのレイヤ 3トラフィック迂回をサポートしています。LACPでレイヤ
2のすべてのトラフィックは、冗長ノードを迂回します。ノードがメンテナンスモードに
入りると、ノードで実行している LACPがすぐにポートチャネルの一部として集約され
る必要がなくなったネイバーに通知します。すべてのトラフィックは vPCピアノードを
迂回されます。

CLIを使用してメンテナンスモードにスイッチを移行する
CLIを使用してメンテナンスモードにスイッチを移行するには、次の手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

メンテナンスモードにスイッチを移行

します。

[no]debug-switch node_id or node_nameステップ 1
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CLIを使用して操作モードにスイッチを挿入する
この手順を使って、スイッチを CLIを使用している動作モードに挿入します。

手順

目的コマンドまたはアクション

動作モードにスイッチを挿入します。[no]no debug-switch node_id or
node_name

ステップ 1

NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイス
上の物理ポートの設定

次の例のコマンドでは、REST API/SDKおよびGUIと完全な互換性がある多数の管理対象オブ
ジェクト（MO）をACIポリシーモデルで作成します。ただし、CLIユーザはACIモデル内部
ではなく意図したネットワーク設定に注力できます。

次の図に、リーフノードに直接のイーサネットポート、またはリーフノードに接続された

FEXモジュールの例と、CLIでそれぞれがどのように表示されるのかを示します。FEXポート
では、fex-idはポート自体の名前に ethernet 101/1/1として含まれます。インターフェイス範囲
を記述する際は、ethernetキーワードを NX-OSで繰り返す必要はありません。例：interface
ethernet 101/1/1-2, 102/1/1-2。

•リーフノードの ID番号はグローバルです。

• fex-id番号は各リーフにローカルです。

•キーワード ethernetの後のスペースに注意してください。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します（複数

可）。node-idには、設定の適用対象と
leaf node-id

例：

ステップ 2

なる単一のノード ID、または IDの範囲
apic1(config)# leaf 102

を node-id1-node-id2という形式で指定
できます。

設定するインターフェイスを指定しま

す。インターフェイスタイプと IDを指
interface type

例：

ステップ 3

定できます。イーサネットポートの場
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2 合は、「ethernet slot / port」を使用しま

す。

設定するインターフェイスが FEXイン
ターフェイスの場合、このコマンドを使

（任意） fex associate node-id

例：

ステップ 4

用して、設定前にFEXモジュールをリー
フノードに接続する必要があります。

apic1(config-leaf-if)# fex associate
101

この手順は FEXポートを使用
してポートチャネルを作成す

る前に行う必要があります。

（注）

ここでの速度設定は一例です。ここで

は、以下の表に示す任意のインターフェ

イス設定を設定できます。

speed speed

例：

apic1(config-leaf-if)# speed 10G

ステップ 5

次の表に、この時点で設定できるインターフェイス設定を示します。

目的コマンド

物理インターフェイスをシャットダウンしま

す

[no] shut

物理インターフェイスの速度を設定します[no] speed speedValue

リンクでバウンスを設定します[no] link debounce time time

ネゴシエートを設定します[no] negotiate auto

Cisco Discovery Protocol（CDP）を無効または
有効にします

[no] cdp enable
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目的コマンド

Mis-Cabling Protocol（MCP）を無効または有
効にします

[no] mcp enable

物理インターフェイスの送信を設定します[no] lldp transmit

物理インターフェイスの LLDP受信を設定し
ます

[no] lldp receive

スパニングツリー BPDUを設定しますspanning-tree {bpduguard | bpdufilter} {enable |
disable}

ストーム制御（パーセント）を設定します[no] storm-control level percentage [ burst-rate
percentage ]

ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定

します

[no] storm-control pps packets-per-second burst-rate
packets-per-second

例

リーフノードに 1つのポートを設定します。次に、プロパティ speed、cdp、および
admin stateについてリーフ 101のインターフェイス eth1/2を設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# cdp enable
apic1(config-leaf-if)# no shut

複数のリーフノードの複数のポートを設定します。次に、リーフノード 101～ 103の
それぞれのインターフェイス eth1/1-10での速度設定の例を示します。

apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface eth 1/1-10
apic1(config-leaf-if)# speed 10G

リーフノードに FEXを接続します。次に、リーフノードに FEXモジュールを接続す
る例を示します。NX-OSとは異なり、リーフポート Eth1/5は暗黙的にファブリック
ポートとして設定され、FEXファブリックポートチャネルは FEXアップリンクポー
トで内部で作成されます。ACIでは、FEXファブリックポートチャネルはデフォルト
設定を使用し、ユーザ設定は使用できません。

次の例に示すように、この手順はFEXポートを使用してポートチャネルを作成する前
に行う必要があります。

（注）
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apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/5
apic1(config-leaf-if)# fex associate 101

リーフノードに接続した FEXポートを設定します。次に、リーフノード 102～ 103
のそれぞれに接続した FEXモジュール 101のインターフェイス eth1/1-10での速度設
定の例を示します。FEX ID 101はポート IDに含まれています。FEX IDは 101から始
まり、リーフに対してローカルです。

apic1(config)# leaf 102-103
apic1(config-leaf)# interface eth 101/1/1-10
apic1(config-leaf-if)# speed 1G

NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイス
のポートチャネルの設定

ポートチャネルは NX-OSの論理インターフェイスです。これは、複数の物理ポートのために
帯域幅を集約するだけでなく、リンク障害時の冗長性を確保する目的でも使用されます。NX-OS
におけるポートチャネルインターフェイスは、ノード内では一意となる、1～ 4096の範囲で
ユーザが指定した番号によって識別されます。ポートチャネルインターフェイスは、(interface
port-channelコマンドを使用して)明示的に設定するか、または (channel-groupコマンドを使
用して)暗黙的に作成します。ポートチャネルインターフェイスの設定は、ポートチャネルの
すべてのメンバーポートに適用されます。特定の互換性パラメータ（速度など）は、メンバー

ポートでは設定できません。

ACIモデルでは、ポートチャネルは論理エンティティとして設定され、1つ以上のリーフノー
ドでポートセットに割り当てることができるポリシーのコレクションを表す名前によって識別

されます。このような割り当てによって各リーフノードにポートチャネルインターフェイス

が1個作成されます。これは、リーフノード内の1～4096の範囲で自動生成される番号によっ
て識別されます。同じポートチャネル名を持つノード間では、番号を同じにすることも、分け

ることもできます。これらのポートチャネルのメンバーシップも同様に、同じにすることも分

けることもできます。FEXポート上にポートチャネルが作成されるときは、同じポートチャネ
ル名を使用して、リーフノードに接続されている各 FEXデバイスに対して 1つのポートチャ
ネルインターフェイスを作成することができます。したがって、N個の FEXモジュールに接
続されている各リーフノードには最大で N+1個の一意のポートチャネルインターフェイス
（自動生成されるポートチャネル番号で識別される）を作成できます。これは以下の例で説明

します。FEXポートのポートチャネルは、fex-idとポートチャネル名を指定することによって
識別されます（例：interface port-channel foo fex 101）。
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•各リーフが N個の FEXノードに接続されているときは、ポートチャネル fooのリーフご
とに N+1個のインスタンスが可能です。

•リーフポートおよび FEXポートを同じポートチャネルインスタンスの一部にすることは
できません。

•各 FEXノードはポートチャネル fooのインスタンスを 1つだけ持つことができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

新しいポートチャネルを作成するか、既

存のポートチャネルを設定します（グ

ローバルコンフィギュレーション）。

template port-channel channel-name

例：

apic1(config)# template port-channel
foo

ステップ 2

ポートチャネルを関連付けるすべての

ポート上に VLANを持つ EPGを導入し
ます。

[no] switchport access vlan vlan-id tenant
tenant-name application application-name
epg epg-name

例：

ステップ 3

apic1(config-po-ch-if)# switchport
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目的コマンドまたはアクション

access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

channel-mode activeステップ 4 channel-modeコマンドは、
NX-OSの channel-groupコマン
ドのmodeオプションに相当し
ます。ただし、ACIではこれ
は（メンバーポートではな

く）ポートチャネルでサポー

トされます。

（注）

例：

apic1(config-po-ch-if)# channel-mode
active

対称ハッシュを有効にするに

は、lacp symmetric-hash コマ
ンドを入力します。

apic1(config-po-ch-if)# lacp
symmetric-hash

（注）

対称ハッシュは、次のスイッチではサ

ポートされていません。

• Cisco Nexus 93128TX

• Cisco Nexus 9372PX

• Cisco Nexus 9372PX-E

• Cisco Nexus 9372TX

• Cisco Nexus 9372TX-E

• Cisco Nexus 9396PX

• Cisco Nexus 9396TX

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 5

apic1(config-po-ch-if)# exit

設定するリーフスイッチを指定します。

node-idには、設定の適用対象となる単
leaf node-id

例：

ステップ 6

一のノード ID、または IDの範囲を
apic1(config)# leaf 101

node-id1-node-id2という形式で指定でき
ます。

ポートチャネルに設定するインターフェ

イスまたはインターフェイスの範囲を指

定します。

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/1-2

ステップ 7

インターフェイスまたはインターフェイ

スの範囲をポートチャネルに割り当てま

[no] channel-group channel-name

例：

ステップ 8

す。ポートチャネルからインターフェイ
apic1(config-leaf-if)# channel-group
foo スを削除するには、キーワード noを使

用します。インターフェイス上からポー

トチャネルの割り当てを変更する場合
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目的コマンドまたはアクション

は、以前のポートチャネルからインター

フェイスを最初に削除することなく

channel-groupコマンドを入力すること
ができます。

この設定とその他のポート単位のLACP
プロパティは、この時点でポートチャネ

ルのメンバーポートに適用できます。

（任意） lacp port-priority priority

例：

apic1(config-leaf-if)# lacp

ステップ 9

ACIモデルでは、これらのコ
マンドはポートがポートチャ

ネルのメンバーになった後で

のみ使用できます。ポートが

ポートチャネルから削除され

た場合、これらのポート単位

のプロパティの設定も削除さ

れます。

（注）
port-priority 1000
apic1(config-leaf-if)# lacp rate fast

次の表に、ACIモデルでポートチャネルプロパティのグローバルコンフィギュレーションを
行うためのさまざまなコマンドを示します。これらのコマンドは、（config-leaf-if）CLIモード
で特定のリーフのポートチャネルのオーバーライドを設定するためにも使用できます。ポート

チャネル上から行った設定は、すべてのメンバーポートに適用されます。

機能CLI構文

ポートチャネルの速度を設定します[no] speed <speedValue>

ポートチャネルのリンクデバウンスを設定し

ます

[no] link debounce time <time>

ポートチャネルのネゴシエートを設定します[no] negotiate auto

ポートチャネルのCDPを無効または有効にし
ます

[no] cdp enable

ポートチャネルのMCPを無効または有効にし
ます

[no] mcp enable

ポートチャネルの送信を設定します[no] lldp transmit

ポートチャネルの LLDP受信を設定します[no] lldp receive

スパニングツリー BPDUを設定しますspanning-tree <bpduguard | bpdufilter> <enable |
disable>

ストーム制御（パーセント）を設定します[no] storm-control level <percentage> [ burst-rate
<percentage> ]
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機能CLI構文

ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定

します

[no] storm-control pps <packet-per-second>
burst-rate <packets-per-second>

ポートチャネルのリンクの LACPモードを設
定します

[no] channel-mode { active | passive | on|
mac-pinning }

リンクの最小数を設定します[no] lacp min-links <value>

リンクの最大数を設定します[no] lacp max-links <value>

ホットスタンバイポートのLACP高速セレク
トを設定します

[no] lacp fast-select-hot-standby

LACPグレースフルコンバージェンスを設定
します

[no] lacp graceful-convergence

LACPロード遅延メンバーポートを設定しま
す

[no] lacp load-defer

LACP個別ポートの中断を設定します[no] lacp suspend-individual

LACPポートプライオリティ[no] lacp port-priority

LACPレートを設定します[no] lacp rate

例

ポートチャネル（グローバルコンフィギュレーション）を設定します。速度および

チャネルモードの 2つの設定を含むポリシーのコレクションを表す論理エンティティ
「foo」を作成します。必要に応じてより多くのプロパティを設定できます。

channel modeコマンドは、NX-OSの channel groupコマンドの modeオプションに相当
します。ただし、ACIではこれは（メンバーポートではなく）ポートチャネルでサ
ポートされます。

（注）

apic1(config)# template port-channel foo
apic1(config-po-ch-if)# switchport access vlan 4 tenant ExampleCorp application Web epg
webEpg
apic1(config-po-ch-if)# speed 10G
apic1(config-po-ch-if)# channel-mode active

FEXのポートチャネルにポートを設定します。この例では、ポートチャネル fooは
リーフノード 102に接続されている FEX 101のポートイーサネット 1/1-2に割り当て
られ、ポートチャネル fooのインスタンスを作成します。リーフノードは番号（例え
ば 1002）を自動生成し、スイッチのポートチャネルを識別します。このポートチャ
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ネル番号は、作成されたポートチャネル fooのインスタンス数とは無関係で、リーフ
ノード 102に固有のものです。

リーフノードにFEXモジュールを接続する設定は、FEXポートを使用してポートチャ
ネルを作成する前に実行する必要があります。

（注）

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

リーフ 102では、このポートチャネルインターフェイスを interface port-channel foo
FEX 101で呼ぶこともできます。
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo fex 101
apic1(config-leaf)# shut

複数のリーフノードでポートチャネルにポートを設定します。この例におけるポート

チャネル fooは、101～ 103の各リーフノード内にあるイーサネット 1/1-2ポートに割
り当てられます。リーフノードは各ノードで固有の番号（ノード間で同一または分け

ることができる）を自動生成し、ポートチャネルインターフェイスとして機能しま

す。

apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

ポートチャネルにメンバーを追加します。この例では、各リーフノードのポートチャ

ネルに 2つのメンバー eth1/3-4を追加し、各ノードのポートチャネル fooがメンバー
eth 1/1-4を持つようにします。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

ポートチャネルからメンバーを削除します。この例は、各リーフノードでポートチャ

ネル fooから 2つのメンバー eth1/2、eth1/4を削除し、各ノードのポートチャネル foo
がメンバー eth 1/1、eth1/3を持つようにします。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2,1/4
apic1(config-leaf-if)# no channel-group foo

複数のリーフノードで異なるメンバーを持つポートチャネルを設定します。次に、同

じポートチャネル fooポリシーを使用して、リーフごとにメンバーポートが異なる複
数のリーフノードでポートチャネルインターフェイスを作成する例を示します。リー

フノードのポートチャネル番号は、同じポートチャネル fooに対して同一にすること
も別々にすることもできます。ただし CLIでは、設定は interface port-channel fooで参
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照されます。FEXポートにポートチャネルが設定されている場合は、interfaceport-channel
foo fex <fex-id>で参照されます。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/5-8
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

LACPのポート単位のプロパティを設定します。次に、LACPのポート単位のプロパ
ティについてポートチャネルのメンバーポートを設定する例を示します。

ACIモデルでは、これらのコマンドはポートがポートチャネルのメンバーになった後
でのみ使用できます。ポートがポートチャネルから削除された場合、これらポート単

位のプロパティ設定も削除されます。

（注）

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# lacp port-priority 1000
apic1(config-leaf-if)# lacp rate fast

ポートチャネルの管理状態を設定します。この例におけるポートチャネル fooは、
channel-groupコマンドを使用することで、101～ 103の各リーフノードに対して設定
されます。ポートチャネルの管理状態はポートチャネルインターフェイスを使用して

リーフごとに設定できます。ACIモデルでは、ポートチャネルの管理状態をグローバ
ルスコープで設定することはできません。

// create port-channel foo in each leaf
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

// configure admin state in specific leaf
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo
apic1(config-leaf-if)# shut

オーバーライド設定は、他のプロパティを共有しながら各リーフのポートチャネルイ

ンターフェイスに特定の VLANドメインを割り当てる場合などにとても便利です。
// configure a port channel global config
apic1(config)# interface port-channel foo
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apic1(config-if)# speed 1G
apic1(config-if)# channel-mode active

// create port-channel foo in each leaf
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

// override port-channel foo in leaf 102
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# channel-mode on
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain dom-foo

次の例では、channel-groupコマンドを使用することで、ポートのポートチャネル割り
当てを変更します。他のポートチャネルに割り当てる前にポートチャネルのメンバー

シップを削除する必要はありません。

apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# channel-group bar

NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイス
の仮想ポートチャネルの設定

仮想ポートチャネル（VPC）は、2つのアップストリームのリーフノードへのホストまたはス
イッチの接続を可能にして帯域幅の使用率と可用性を向上できる、ポートチャネルの拡張機能

です。NX-OSでは、VPC設定は 2つのアップストリームスイッチ内でそれぞれ行い、スイッ
チ間のピアリンクを使用して設定が同期されます。

2つのリーフスイッチ間での VPCドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。

• 1 - Cisco Nexus N9Kスイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX

• 2: Cisco Nexus N9Kスイッチがスイッチモデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX

スイッチなど、これらの 2つが互換性のある VPCピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

（注）

ACIモデルはピアリンクを必要とせず、VPC設定は両方のアップストリームのリーフノード
に対してグローバルに行うことができます。ACIでは vpc contextと呼ばれるグローバル設定

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
22

ファブリックとインターフェイスの設定

NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイスの仮想ポートチャネルの設定



モードが導入されており、VPCインターフェイスは両方のリーフノードにグローバル設定を
適用可能にする interface vpcタイプを使用して表されます。

ACIモデルの vPCでは、リーフポートを使用する vPCと、FEXポート上の vPCという 2つの
異なるトポロジがサポートされます。リーフノードのペア間では多数の VPCインターフェイ
スを作成することができます。同様に、ストレート型トポロジのリーフノードペアに接続さ

れた FEXモジュールのペア間でも多数の VPCインターフェイスを作成できます。

VPCの考慮事項は次のとおりです。

•使用するVPC名はリーフノードペア間で一意です。たとえば、リーフペア（FEX有り、
または無し）ごとに作成できる「corp」という VPCは 1つだけです。

•リーフポートおよび FEXポートを同じ VPCに混在させることはできません。

•各 FEXモジュールは、単一の VPC corpインスタンスにのみ含めることができます

• VPCコンテキストにより設定できます。

• VPC contextモードでは、特定のリーフペアについて、あらゆるVPCの設定を行うことが
できます。FEX上の VPCでは、次の 2つの互換性のある例に示すように、fex-idペアを
VPCコンテキストに対して、または VPCインターフェイスと共に指定する必要がありま
す。

(config)# vpc context leaf 101 102
(config-vpc)# interface vpc Reg fex 101 101

または

(config)# vpc context leaf 101 102 fex 101 101
(config-vpc)# interface vpc Reg

ACIモデルでは、VPC設定は（以下の例に示すように）次の手順で行います。

VLANドメインは、VLANの範囲で必要です。ポートチャネルのテンプレートに関連付けら
れている必要があります。

（注）

1. VLANの範囲で VLANドメイン構成 (グローバル設定)

2. VPCドメイン設定（グローバル設定）

3. ポートチャネルのテンプレートの設定 (グローバル設定)

4. ポートチャネルのテンプレートを VLANドメインに関連付ける

5. VPCのポートチャネル設定（グローバル設定）

6. リーフノードの VPCにポートの設定

7. vpc contextの VPCの L2、L3の設定
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

仮想ポートチャネルのVLANドメイン
の設定 (ポートチャネルのテンプレー
トとここ)。

vlan-domainname[dynamic] [ type
domain-type]

例：

ステップ 2

apic1(config)# vlan-domain dom1
dynamic

VLANドメインのVLANの範囲を設定
し、configuration mode(設定モード、コ

vlanrange

例：

ステップ 3

ンフィギュレーションモード)を終了
apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999
apic1(config-vlan)# exit します。単一の VLANまたは複数の

VLAN範囲を設定できます。

リーフノードのペア間の VPCドメイ
ンを設定します。リーフノードのペア

vpc domain explicit domain-id leaf
node-id1 node-id2

例：

ステップ 4

とともに明示モードで VPCドメイン
IDを指定できます。apic1(config)# vpc domain explicit

1 leaf 101 102
VPCドメインを設定するための代替コ
マンドは次のとおりです。

• vpc domain [consecutive | reciprocal]

consecutiveオプションと reciprocal
オプションにより、ACIファブ
リックのすべてのリーフノードで

VPCドメインの自動設定を行うこ
とができます。

• vpc domain consecutive domain-start
leaf start-node end-node

このコマンドは、選択した一連の

リーフノードペアに対して連続的

に VPCドメインを設定します。

リーフスイッチは、ピアから応答を受

信する前に、vPCを復元するまで待機
peer-dead-interval interval

例：

ステップ 5

する時間の遅延を設定します。この時
apic1(config-vpc)# peer-dead-interval
10 間内ピアから応答を受信するはないと

リーフスイッチ、ピアを停止するいる

と見なすをマスターとしての役割を持
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目的コマンドまたはアクション

つ vPC始動します。ピアから応答を受
信するとその時点で、vPCを復元しま
す。範囲は 5～ 600秒です。デフォル
トは 200秒です。

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-vpc)# exit

新しいポートチャネルを作成するか、

既存のポートチャネルを設定します

template port-channel channel-name

例：

ステップ 7

（グローバルコンフィギュレーショ

ン）。
apic1(config)# template port-channel
corp

すべての VPCは各リーフペアのポー
トチャネルとして設定されます。同じ

VPCのリーフペアには同じポートチャ
ネル名を使用する必要があります。こ

のポートチャネルを使用すると、リー

フノードの 1つ以上のペア間の VPC
を作成できます。このVPCのインスタ
ンスは各リーフノードに 1つだけにな
ります。

以前に設定された VLANドメインに
は、ポートチャネルのテンプレートを

関連付けます。

vlan-domain membervlan-domain-name

例：

vlan-domain member dom1

ステップ 8

ポートチャネルを関連付けるすべての

ポート上に VLANを持つ EPGを導入
します。

switchport access vlan vlan-id tenant
tenant-name application application-name
epg epg-name

例：

ステップ 9

apic1(config-po-ch-if)# switchport
access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

channel-mode activeステップ 10 ポートチャネルは VPCのア
クティブチャネルモードであ

る必要があります。

（注）

例：

apic1(config-po-ch-if)# channel-mode
active

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 11

apic1(config-po-ch-if)# exit
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目的コマンドまたはアクション

設定するリーフスイッチのペアを指定

します。

leaf node-id1 node-id2

例：

ステップ 12

apic1(config)# leaf 101-102

ポートチャネルに設定するインター

フェイスまたはインターフェイスの範

囲を指定します。

interface typeleaf/interface-range

例：

apic1(config-leaf)# interface
ethernet 1/3-4

ステップ 13

インターフェイスまたはインターフェ

イスの範囲をポートチャネルに割り当

[no] channel-group channel-name vpc

例：

ステップ 14

てます。ポートチャネルからインター
apic1(config-leaf-if)# channel-group
corp vpc フェイスを削除するには、キーワード

noを使用します。インターフェイス上
からポートチャネルの割り当てを変更

する場合は、以前のポートチャネルか

らインターフェイスを最初に削除する

ことなく channel-groupコマンドを入
力することができます。

このコマンドの vpcキーワー
ドによってポートチャネルが

VPCになります。VPCがま
だ存在しない場合は、VPCID
が自動的に生成され、すべて

のメンバリーフノードに適

用されます。

（注）

exitステップ 15

例：

apic1(config-leaf-if)# exit

exitステップ 16

例：

apic1(config-leaf)# exit

vpc contextモードでは、VPCの設定を
両方のリーフノードペアに適用できま

す。

vpc context leaf node-id1 node-id2

例：

apic1(config)# vpc context leaf 101
102

ステップ 17

interface vpc channel-nameステップ 18

例：
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-vpc)# interface vpc blue
fex 102 102

vpc contextの管理状態の設定では、両
方のリーフノードに対して 1つのコマ

（任意） [no] shutdown

例：

ステップ 19

ンドで VPCの管理状態を変更できま
す。

apic1(config-vpc-if)# no shut

例

次に、基本的な VPCを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom1 dynamic
apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# peer-dead-interval 10
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# template port-channel corp
apic1(config-po-ch-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-po-ch-if)# channel-mode active
apic1(config-po-ch-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group corp vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102

次に、FEXポートを使用して VPCを設定する例を示します。

apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group Reg vpc
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc corp
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc red fex 101 101
apic1(config-vpc-if)# switchport
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc blue fex 102 102
apic1(config-vpc-if)# shut
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NX-OSスタイル CLIとプロファイルを使用して FEX接続
の設定

NX-OSスタイル CLIを使用してリーフノードへの接続を FEXを設定するには、次の手順を使
用します。

FEX Idを持つ FEX接続を構成する 165 に 199 APIC GUIではサポートされていません。こ
れらの FEX Idのいずれかを使用するには、次のコマンドを使用して、プロファイルを設定し
ます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフインターフェイスプロ

ファイルを指定します。

leaf-interface-profile name

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf-interface-profile
fexIntProf1

設定するインターフェイスグループを

指定します。

leaf-interface-group name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf-if-profile)#
leaf-interface-group leafIntGrp1

リーフノードに FEXモジュールを接続
します。使用するテンプレートを指定す

fex associate fex-id [ template
template-typefex-template-name]

例：

ステップ 4

るのにオプションのテンプレートのキー

ワードを使用します。存在しない場合、apic1(config-leaf-if-group)# fex
associate 101 システムは、名前とタイプが指定した

で、テンプレートを作成します。

例

このマージの例では、ID 101で FEX接続のリーフインターフェイスプロファイルを
設定します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf-interface-profile fexIntProf1
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apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group leafIntGrp1
apic1(config-leaf-if-group)# fex associate 101

リフレクティブリレー (802.1Qbg)
リフレクティブリレーでは、Cisco APICリリース 2.3(1)でスイッチングオプションの開始時
刻です。リフレクティブリレー: IEEE標準 802.1Qbgのタグのないアプローチ:ポリシーを適用
し、必要に応じて、宛先またはターゲット VMサーバ上にトラフィックを送信する外部のス
イッチへのすべてのトラフィックを転送します。ローカルスイッチングはありません。ブロー

ドキャストまたはマルチキャストトラフィックは、リフレクティブリレーは、各 VMサーバ
でローカルにパケットのレプリケーションを提供します。

リフレクティブリレーの利点の 1つは、スイッチング機能および管理機能、Vmをサポートす
るサーバリソースを解放するための外部スイッチを活用しています。リフレクティブリレー

では、ポリシー、同じサーバ上の Vmの間のトラフィックに適用する Cisco APICで設定する
こともできます。

CiscoACI、入ってきたの同じポートからオンに戻すにトラフィックを許可する、リフレクティ
ブリレーを有効にできます。APIC GUI、NX-OS CLIまたは REST APIを使用して、レイヤ 2
インターフェイスポリシーとして individual ports(個々のポート、個別ポート)、ポートチャネ
ルまたは仮想ポートチャネルでリフレクティブリレーを有効にすることができます。この機

能はデフォルトではディセーブルになっています。

用語 仮想イーサネットポートのためのアグリゲータ 802.1Qbgを説明する (VEPA)が使用され
るも機能します。

リフレクティブリレーのサポート

リフレクティブリレーには、次のサポートされています。

• IEEE標準 802.1Qbgタグのないアプローチ、リフレクティブリレーとも呼ばれます。

Cisco APIC 2.3(1)リリースのリリースは IEE標準 802.1Qbgをサポートしていませんマルチ
チャネルテクノロジーと Sタグ付きアプローチです。

•物理ドメイン。

仮想ドメインはサポートしていません。

•物理ポートは、ポートチャネル (Pc)、および仮想ポートチャネル (Vpc)。

シスコファブリックエクステンダ (FEX)とブレードサーバはサポートされていません。
リフレクティブリレーはサポートされていないインターフェイスで有効になっていると、

障害が発生すると、最後の有効な設定が保持されます。ポートでリフレクティブリレーを

無効にすると、障害をクリアします。

• Cisco Nexus 9000シリーズのスイッチと EX または FX 、モデル名の最後にします。
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NX-OSは、CLIを使用してリフレクティブリレーの有効化
; By default(デフォルトで、デフォルトでは)リフレクティブリレーが無効になっていますただ
し、スイッチのレイヤ 2インターフェイスポリシーとして、ポート、またはポートチャネル
または仮想ポートチャネルでこれを有効にできます。CLIでは、NX-OSテンプレートを使用
して、複数のポートでリフレクティブリレーの有効化または individualports(個々のポート、個
別ポート)で有効にすることができます。

始める前に

この手順では、Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックを設定し、物理ス
イッチをインストールしてあることを前提としています。

手順

リフレクティブリレー 1つまたは複数のポートで有効にします。

例：

この例では、1つのポートでリフレクティブリレーが有効にします。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：

この例では、リフレクティブリレー、テンプレートを使用して複数のポートで有効にします。

apic1(config)# template policy-group grp1
apic1(config-pol-grp-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-4
apic1(config-leaf-if)# policy-group grp1

例：

この例では、ポートチャネルでリフレクティブリレーが有効にします。

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po2
apic1(config-leaf-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#

例：

この例では、複数のポートチャネルでリフレクティブリレーが有効にします。

apic1(config)# template port-channel po1
apic1(config-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group po1
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apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：

この例では、仮想ポートチャネルでリフレクティブリレーが有効にします。

apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# template port-channel po4
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/11-12
apic1(config-leaf-if)# channel-group po4 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc po4
apic1(config-vpc-if)# switchport vepa enabled

インターフェイスのポリシーグループの設定
In data center networks, typically configuration of many interfaces is the same across multiple nodes. ACI
ポリシーモデルでは、複数のリーフノードにまたがるインターフェイスのグループによって

共有されるポリシーグループを作成することでこれを実現できます。The policy-group is identified
by a name similar to the port-channel; however, in case of port-channel the policies shared with the group
of ports create one logical interface in each leaf while in case of a policy-group, each of the ports sharing
the policies are individual physical interfaces. The policy-group concept is very similar to a port-profile
in NX-OS.

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

新しいポリシーグループを作成するか、

既存のポリシーグループを編集します。

template policy-group policy-group-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# template policy-group
pg1

[no] switchport access vlan vlan-id tenant
tenant-name application application-name
epg epg-name

ステップ 3

例：

apic1(config-pol-grp-if)# switchport

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
31

ファブリックとインターフェイスの設定

インターフェイスのポリシーグループの設定



目的コマンドまたはアクション

access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

これらの手順の最後の表に、インター

フェイスのポリシーグループの設定のた

めのさまざまなコマンドを示します。

（コンフィギュレーションコマンドの

適用）

例：

ステップ 4

apic1(config-pol-grp-if)# speed 10G
apic1(config-pol-grp-if)# cdp enable

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 5

apic1(config-pol-grp-if)# exit

設定するリーフを指定します（複数

可）。node-idには、設定の適用対象と
leaf node-id

例：

ステップ 6

なる単一のノード ID、または IDの範囲
apic1(config)# leaf 101-103

を node-id1-node-id2という形式で指定
できます。

ポリシーグループを適用するインター

フェイスまたはインターフェイスの範囲

を指定します。

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/1-24

ステップ 7

インターフェイスまたはインターフェイ

スの範囲にポリシーグループを適用しま

[no] policy-group policy-group-name [force]

例：

ステップ 8

す。Use the keyword no to remove the
apic1(config-leaf-if)# policy-group
pg1 policy-group from the interface. Use the

keyword force to delete any override
configurations on the interfaces.

指定したポリシーグループがこのコマン

ドの前に設定されていない場合、このコ

マンドは暗黙的にポリシーグループを作

成しません。ただし、グローバルスコー

プでポリシーグループが設定されると、

ポリシーグループはインターフェイスに

適用されます。

To change the policy-group assignment on
an interface, you can enter the policy-group
command without first removing the previous
policy-group from the interface.
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスにポリシー

グループを適用してからポー

トチャネルにインターフェイ

スを割り当てる場合、イン

ターフェイスはポリシーグ

ループ設定を失い、ポート

チャネルのポリシーが適用さ

れます。

（注）

次の表に、インターフェイスのポリシーグループの設定のためのさまざまなコマンドを示しま

す。

機能CLI構文

物理インターフェイスの速度を設定します[no] speed <speedValue>

物理インターフェイスのリンクでバウンスを

設定します

[no] link debounce time <time>

物理インターフェイスのネゴシエートを設定

します

[no] negotiate auto

物理インターフェイスのCDPを無効または有
効にします

[no] cdp enable

物理インターフェイスのMCPを無効または有
効にします

[no] mcp enable

物理インターフェイスの LLDP送信を設定し
ます

[no] lldp transmit

物理インターフェイスの LLDP受信を設定し
ます

[no] lldp receive

スパニングツリー BPDUを設定しますspanning-tree <bpduguard | bpdufilter> <enable |
disable>

ストーム制御（パーセント）を設定します[no] storm-control level <percentage> [ burst-rate
<percentage> ]

ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定

します

[no] storm-control pps <packet-per-second>
burst-rate <packets-per-second>
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例

次に、ポリシーグループを設定し、リーフノード 101～ 103のそれぞれのポートの範
囲に適用する例を示します。各リーフでポリシーグループを共有するポートのそれぞ

れがポリシーグループ pg1で定義されているのと同じ設定を持ちます。

apic1# configure
apic1(config)# template policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# switchport access vlan 4 tenant ExampleCorp application Web
epg webEpg
apic1(config-pol-grp-if)# speed 10G
apic1(config-pol-grp-if)# cdp enable
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-24
apic1(config-leaf-if)# policy-group pg1

インターフェイスのオーバーライドの設定
ポリシーグループが多数のインターフェイスで使用される場合、割り当てられたポリシーグ

ループ内で設定をオーバーライドできる特定のプロパティに対して、一連のポートを設定する

オプションが役立つことがあります。オーバーライド設定は、ポートがポリシーグループに割

り当てられている場合にのみ使用できます。オーバーライド設定は、ポートチャネルのメン

バーポートでは使用できません。ポートがポートチャネルに追加されると、オーバーライド設

定は自動的に削除されます。ただし、オーバーライドが設定されているポートにポリシーグ

ループが割り当てられる限り、オーバーライド設定は自動的に削除されません。ユーザは、必

要に応じてpolicy-groupコマンドの forceオプションを使用してオーバーライド設定の削除を決
定することができます。

グループポリシーの割り当てがポートから削除されるとき、オーバーライド設定（存在する場

合）は変更されません。同様に、ポートが（forceオプションを使用せずに）別のポリシーグ
ループに割り当てられた場合も、オーバーライド設定は変更されません。オーバーライド設定

は設定されると有効になり、ユーザがオーバーライドのきのすべてのプロパティにデフォルト

値を割り当てた場合でも削除されません。オーバーライド設定を削除する場合、ユーザは force
オプションを使用することで、グループポリシーの割り当てを再適用することができます。た

だし、forceオプションは show running-configでは表示されません。これは ACIモデルでオー
バーライド設定を削除するためだけに使用されます。

ACIモデルでは、1つ以上のプロパティを含むポリシーに対してオーバーライドを設定できま
す。ポリシーに複数のプロパティがある場合、ポリシー内の1つのプロパティだけをオーバー
ライドすることはできません。CLIフレームワークでは、対応するポリシーに複数のプロパ
ティがあるプロパティをユーザがオーバーライドしようとした際に、曖昧さを回避するため、

ポリシー内の他のすべてのプロパティ（オーバーライドプロパティを除く）をオーバーライド

設定に暗黙的にコピーします。このような設定の暗黙のコピーは値（デフォルト値を含む）に

関係なく show running-configの出力に反映されます。また、コピーはオーバーライドポリシー

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
34

ファブリックとインターフェイスの設定

インターフェイスのオーバーライドの設定



の設定時に一度だけ行われます。それ以降は、同じポリシー内でプロパティのポリシーグルー

プを変更しても、オーバーライドが設定されているポートには一切影響しません。

オーバーライドの作成時に、ポート割り当て済みのポリシーグループが設定されていない場

合、上記のプロパティの暗黙のコピーはできません。代わりに、オーバーライド設定のプロパ

ティ（対応するポリシーに複数のプロパティがある）にはデフォルト値が割り当てられます。

ポリシーグループがその後設定されるとき、これらのプロパティはオーバーライド設定では変

更されません。ユーザはポリシーグループ自体を設定してからオーバーライドを作成すること

が推奨されます。すでない場合は、所望の設定を行う際に、（オーバーライドのプロパティに

対してデフォルト以外の値を使用してポリシーグループを設定する際に、それに先立ちこれら

のプロパティの設定が暗黙的にデフォルトに設定される場合は）ポリシーグループの設定に加

えてオーバーライドも設定する必要が発生しかねません。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します（複数

可）。node-idには、設定の適用対象と
leaf node-id

例：

ステップ 2

なる単一のノード ID、または IDの範囲
apic1(config)# leaf 102

を node-id1-node-id2という形式で指定
できます。

オーバーライド設定を使用するインター

フェイスまたはインターフェイスの範囲

を指定します。

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2

ステップ 3

ポリシーグループをインターフェイスま

たはインターフェイスの範囲に強制適用

policy-group policy-group-name force

例：

ステップ 4

し、インターフェイスのオーバーライド

設定をすべて削除します。
apic1(config-leaf-if)# policy-group
pg1 force

例

次に、ポリシーグループを適用した後、リーフノード 101でポート eth1/1の速度設定
をオーバーライドする例を示します。ACIモデルでは、速度はプロパティ autonegおよ
び link debounce timeも含むポリシーの一部です。このため、これらのプロパティはpg1
のオーバーライドが設定されるときに速度ポリシーグループからコピーされます。

apic1# configure
apic1(config)# interface policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# speed 10G
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apic1(config-pol-grp-if)# cdp enable
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1
apic1(config-leaf-if)# speed 1G
apic1(config-leaf-if)# show running-config

leaf 101
interface ethernet 1/1

policy-group pg1
speed 1G
autoneg on
link debounce time 100

interface ethernet 1/2
policy-group pg1

次に、リーフノード 101でポート eth1/1からオーバーライド設定を削除する例を示し
ます。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1
apic1(config-leaf-if)# policy-group pg1 force
apic1(config-leaf-if)# show running-config

leaf 101
interface ethernet 1/1

policy-group pg1

エラー訂正の転送について
エラー訂正の転送（FEC）は、送信元（トランスミッタ）がエラー訂正コードを使用して冗長
的な方法でデータをエンコードしたり、再送信を必要とせずエラーを認識し訂正する場合、信

頼できないまたはノイズなチャンネルでデータ転送のエラー制御を行う方法です。使用できる

オプションは、次のとおりです。

• CL74-FC-FEC：25 Gbpsの速度をサポートしています。

• CL91-RS-FEC：25～ 100 Gbpsの速度をサポートしています。

• Disable-FEC：FECが無効になります

• Inherit：ポートのトランシーバタイプに基づいてスイッチがFECを使用します。すべての
銅線（CR4）トランシーバでは 25Gで FC FECが有効になっています。100Gトランシー
バを有するすべてのインターフェイスで RS FECを有効にします。

デフォルトは「Inherit」です。
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FECは前面ポートでのみ設定かのうで、ファブリックポートでは設定できません。（注）

NX-OSスタイル CLIを使用した FECの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始

します。

コンフィギュレーションモードを開始

します。

例：

ステップ 1

apic1# configure

スイッチモードを開始します。スイッチモードを開始します。

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 104

インターフェイスとポートを指定しま

す。

インターフェイスとポートを指定しま

す。

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# int eth 1/4

RS-FECを設定します。FECを設定します。ステップ 4

例： デフォルトの

forward-error-correction値は継
承されます。

（注）

apic1(config-leaf-if)#
forward-error-correction cl91-rs-fec

インターフェイスモードを終了します。インターフェイスモードを終了します。

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-if)# exit
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第 3 章

Cisco ACIスマートライセンス

この章の内容は、次のとおりです。

•スマートライセンスについて（39ページ）

スマートライセンスについて
Ciscoアプリケーションプログラミングインフラストラクチャコントローラ（APIC）リリー
ス 3.2(1)より、スマートライセンスが Cisco ACIファブリックで有効になっており、Ciscoス
マートライセンス対応製品としてCisco APICの拡張機能により有効になっています。Ciscoス
マートライセンスは統合ライセンス管理システムであり、Cisco製品のソフトウェアライセン
スすべてを管理します。

スマートライセンスには、従来のライセンスで次の利点があります。

•スマートライセンスの目的に従い、APICは ACIコントローラ製品として場合により参
照されます。

• CSSM（Cisco Smart Software Manager）では、中央ポータルビューを顧客に提供していま
す。顧客は購入したライセンスすべてと、ライセンスの使用状況およびステータスを表示

できます。これにより、ライセンス違反、サブスクリプションベースのライセンスの有効

期限切れ、外部コンプライアンスのライセンス違反を防止できます。

•スマートライセンスをサポートするには、標準の CLIコマンドおよび GUIビューは異な
るCisco製品で実装されます。これにより、一貫したユーザーエクスペリエンスを顧客に
提供します。

•スマートライセンスは、ライセンスの管理の複雑さを軽減し、顧客がライセンス関連の問
題をトラブルシューティングしやすくします。

次の URLでは、スマートライセンスに関する追加情報を提供します。

• CSSMアカウントにアクセスする顧客ログイン URL：: https://software.cisco.com/

• CiscoスマートアカウントURL： https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/
smart-accounts.html
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次の URLは参照可能なその他のリソースです。

•トレーニング資料とリソース

•スマートアカウントおよびスマートライセンス

スマートライセンスの使用方法のガイドラインと制限事項
Follow these Smart Licensing guidelines and limitations:

•評価期間のカウントダウン時間は、apic内で保存されます。カウントダウン時間は、ソ
フトウェアのダウングレード中に残ります。そのため、お客様は、そのAPICソフトウェ
アのバージョン3.2以降、ダウングレード後に再度をアップグレード、カウントダウン時
間は、ダウングレードする前に以前の値から続行します。カウントダウン時間をリセット

することはできません。90日後にアクションは実行されず、登録するかどうかライセンス
のステータスが表示されます評価の期限切れです。

• APICで有効にする機能のライセンス違反と機能の機能は無効になっていないはありませ
ん影響システム機能で。システムは、動作するように続行されますが、ユーザに警告を該

当する障害が発生します。最も重大な障害が発生するは メジャー 。

•登録に失敗すると、クリックして、 障害 APIC GUIでタブ システム > Smart Licensing
エリア。特定の障害の詳細を表示するには、表示された障害をダブルクリックします。

事前登録の検証

CSSM設定の検証チェックリスト

以下は、CSSM内に必要な準備と設定のためのユーザーチェックリストです。

1. 適切なスマートアカウントと仮想アカウントが作成されていることを確認します。

2. Cisco Commerceからスマートが有効なライセンスを購入した場合は、ユーザー購入したラ
イセンスが入力されていることを確認します。

3. APICスマートライセンスの登録を開始したら、Cisco TACエンジニアと協力して適切な
CSSM項目の準備行われていることを確認します。

スマートライセンスおよび APIC設定の検証チェックリスト

以下は、APIC内に必要な準備と設定のためのユーザーチェックリストです。

：DNS設定は https://software.cisco.com/を解決するため APICで設定される必要があります。
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CLIを使用して Smart Licensingに対して登録

CLIを使用して CSSMに直接接続するスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

スマートライセンスモードを設定しま

す。

license smart transport-mode
smart-licensing

例：

ステップ 2

apic1(config)# license smart
transport-mode smart-licensing

アカウントからトークンを使用して、

CSSMアカウントに登録します。
license smart register idtoken cssmアカ
ウントから idトークン

例：

ステップ 3

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from cssm account>

CLIを使用してトランスポートゲートウェイのスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

トランスポートゲートウェイモードと

URLを設定します。
license smart transport-mode satellite url
http(s)://10.0.0.0:8080/Transportgateway/
サービス/DeviceRequestHandler

ステップ 2

例：

apic1(config)# license smart
transport-mode satellite url
http(s)://<ip address|hostname of
transport gateway>:<http(s)
port>/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

CSSMスマートアカウントまたはCSSM
仮想アカウントからトークンを使用して

CSSMに登録します。

license smart register idtoken cssmアカ
ウントから idトークン

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from cssm account>

Smart Software Manager（SSM）を CLIを使用してサテライトのスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

Smart Software Manager（SSM）サテラ
イトモードと URLを設定します。

license smart transport-mode satellite url
http(s)://10.0.10.1:8080/Transportgateway/
サービス/DeviceRequestHandler

ステップ 2

例：

apic1(config)# license smart
transport-mode satellite url
http(s)://<ip address|hostname of
transport gateway>:<http(s)
port>/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

Smart Software Manager（SSM）サテラ
イトアカウントからトークンを使用し

てサテライトに登録します。

license smart register idtoken smart
software managerサテライトから idトー
クン

例：

ステップ 3

注:は、CSSMアカウントから
トークンを使用しないでくだ

さい。

（注）

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from smart software
manager satellite>

CLIを使用した HTTPまたは HTTPSプロキシによるスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

プロキシモード、IPアドレス、ホスト
名およびhttp（s）ポートを設定します。

license smart transport-mode proxy
ip-address ip address port port number

例：

ステップ 2

apic1(config)# license smart
transport-mode proxy ip-address
10.0.0.248 port 4440
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目的コマンドまたはアクション

CSSMスマートアカウントまたはCSSM
仮想アカウントからトークンを使用し

て、CSSMアカウントを登録します。

license smart register idtoken id token from
cssm account

例：

ステップ 3

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from cssm account>
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第 4 章

APIC高可用性の設定

•に関する Cold Standby APICクラスタの（45ページ）
• CLIを使用してスタンバイ apic内でアクティブなAPIC経由でスイッチング（46ページ）

に関する Cold Standby APICクラスタの
Cold StandbyAPICクラスタの機能を使用すると、アクティブ/スタンバイモードでクラスタ apic
のパフォーマンスを動作します。Apic内で、指定したアクティブな apicのパフォーマンス共
有負荷をクラスタ化し、指定のスタンバイ apicのパフォーマンスがアクティブクラスタ apic
のパフォーマンスのいずれかの交換用のとして動作できます。

管理者ユーザとしてを設定することができます、 Cold Standby APICが初めて起動したときに
機能します。クラスタ内の少なくとも 3つ apicのアクティブなパフォーマンスとスタンバイ
apic 1つ以上のパフォーマンスがあることをお勧めします。スタンバイ apic内でアクティブな
APICを置き換えるには、管理者ユーザとして経由でスイッチを開始できます。

特記事項

•スタンバイ APICは、アクティブなクラスタと同じファームウェアバージョンでバック
アップ APICを保持するファームウェアのアップデートを自動的に更新されます。

•アップグレードプロセス中に、apicのすべてのアクティブなパフォーマンスをアップグ
レードすると、スタンバイ APICもありますが自動的にアップグレードします。

•スタンバイ apicのパフォーマンスには、一時的な Idが割り当てられます。スタンバイ
APICは、アクティブ APICを経由でスイッチングは、新しい IDが割り当てられます。

•スタンバイ APICでは、Admin loginが有効になっていません。トラブルシューティング
Cold Standby、として SSHを使用して、スタンバイにログインする必要があります 復旧
ユーザ 。

•スイッチオーバー交換のアクティブな APIC中に電源がオフになって、交換された APIC
への接続を防止します。

•次の条件が失敗する経由でスイッチします。

•スタンバイ APICへの接続がない場合。
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•スタンバイ APICのファームウェアバージョンがしない場合、アクティブなクラスタ
のと同じです。

•アクティブにスタンバイ APIC経由でスイッチング、後にのみのスタンバイ状態である場
合、新しいスタンバイを設定する必要があります。

•上の失敗後にスタンバイ APICのアドレスアウトオブバンド維持するため次の制限が適
用されます。

•スタンバイ (新しいアクティブ) APICが 1つ以上のアクティブ apicのパフォーマンス
がダウンまたは使用できない場合は、アウトバンドアドレスの残されません。

•スタンバイ (新しいアクティブ) APIC可能性がありますがアクティブ APICとは異な
るサブネットにある場合、そのアウトバンドアドレスの残されません。この制限は

APIC 2.xのリリースに対してのみ適用されます。

•スタンバイ (新しいアクティブ) APICでは、IPv6アドレスアウトオブバンドが保持
されない可能性があります。この制限は適用されません APICから開始リリース 3.1
x。

•スタンバイ (新しいアクティブ) APIC可能性があります (古い active))]を交換するには
ポリシーを以外のスタティックOOB管理 IPアドレスが設定されている場合、そのア
ウトバンドアドレスの残されません APIC。

アドレスアウトオブバンドスタンバイ apicのパフォーマンスを
保持するには、制限のいずれかを確認する場合に置換操作が正常

に完了した後に、交換された apic内の OOBポリシーを手動で変
更する必要があります。

（注）

•これを置き換えることも、アクティブなapicのパフォーマンスと同じポッドでスタンバイ
apicのパフォーマンスを維持することをお勧めします。

•スタンバイ APICを追加するには 3つのアクティブな apicのパフォーマンスが必要があり
ます。

•スタンバイ APICポリシー設定または管理で参加しません。

• Admin資格情報を含む、スタンバイコントローラに複製されるので情報はありません。

CLIを使用してスタンバイ apic内でアクティブな APIC経
由でスイッチング

スタンバイ apic内でアクティブな APIC経由でスイッチするには、次の手順を使用します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

スタンバイ APICでアクティブな APIC
に置き換えられます。

replace-controller replace ID number
Backup serial number

例：

ステップ 1

apic1#replace-controller replace 2
FCH1804V27L
Do you want to replace APIC 2 with a
backup? (Y/n): Y

アクティブなコントローラのステータス

をリセットが失敗します。

replace-controller reset ID number

例：

ステップ 2

apic1# replace-controller reset 2
Do you want to reset failover status
of APIC 2? (Y/n): Y
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第 5 章

テナントの設定

•テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成（49ページ）
•ブリッジドメイン設定の追加（52ページ）
•適用されるブリッジドメインの設定（54ページ）
•アプリケーションエンドポイントグループの作成（56ページ）
•ブリッジドメインのレガシー転送モードの設定（59ページ）
•コントラクトの設定（61ページ）
•コントラクトの継承（64ページ）
•コントラクト優先グループの設定（74ページ）
•他のテナントへのコントラクトのエクスポート（77ページ）
•コントラクトまたは件名除外の設定（79ページ）
•クォータ管理の作成（82ページ）

テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成
このトピックでは、新しいテナントの基本的なプロビジョニングにおける次の手順について説

明します。

1. テナントを作成します

2. テナントをセキュリティドメインと関連付けます

3. テナントの VRFを作成します

4. テナント内のエンドポイントグループにブリッジドメインを作成します

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

テナント (存在しない場合)を作成し、
テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

apic1(config)# tenant exampleCorp

ステップ 2

1つ以上のセキュリティドメインとテ
ナントを関連付けます。

security domain domain-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# security domain
exampleCorp_dom1

テナントのプライベートネットワーク

（VRF）を作成します。テナントには
1つ以上の VRFを設定できます。

[no] vrf context vrf-name

例：

apic1(config-tenant)# vrf context
exampleCorp_v1

ステップ 4

VRF下ですべてのEPGのコントラクト
を提供または使用します。

[no] contract {provider | consumer}
contract-name

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-vrf)# contract
provider web

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-vrf)# exit

テナント下でブリッジドメインを作成

または削除します。ブリッジドメイン

[no] bridge-domain bd-name

例：

ステップ 7

コンフィギュレーションモードを開始

します。
apic1(config-tenant)# bridge-domain
exampleCorp_b1

VRFにブリッジドメインを割り当てま
す。

[no] vrf member vrf-name

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant-bd)# vrf member
exampleCorp_v1

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-tenant-bd)# exit

テナントインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始して、ブ

interface bridge-domain bd-name

例：

ステップ 10

リッジドメインにインターフェイスを

適用します。
apic1(config-tenant)# interface
bridge-domain exampleCorp_b1

ブリッジドメインのゲートウェイ IP
アドレスを割り当てまたは削除し、IP

[no]{ip |ipv6} addressアドレス/マスク
長[scope {private |public}] [secondary]

ステップ 11
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目的コマンドまたはアクション

アドレスモードを開始し、オプション

の IPアドレスプロパティを設定しま
す。

例：

apic1(config-tenant-if)# ip address
172.1.1.1/24
apic1(config-tenant-if)# ipv6 address
2001:1:1::1/64

ゲートウェイアドレスの範囲は、次の

いずれかです。

• Public：ルーティングプロトコル
（BGP、OSPF、EIGRP）により外
部レイヤ 3ネットワークにアドバ
タイズできます。

• Private：外部レイヤ 3ネットワー
クにアドバタイズされません。

The optional secondary keyword allows
you to configure a secondary gateway
address.

例

次に、セキュリティドメインへの割り当て、コントラクトと VRFの作成、ブリッジ
ドメインの作成を含むテナントの基本設定の例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# security domain exampleCorp_dom1
apic1(config-tenant)# vrf context exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce
apic1(config-tenant-vrf)# contract provider web
apic1(config-tenant-vrf)# contract consumer db
apic1(config-tenant-vrf)# contract provider icmp
apic1(config-tenant-vrf)# contract consumer icmp
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 172.1.1.1/24
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 2001:1:1::1/64
apic1(config-tenant-interface)# exit

次に、リーフに特有の VRF設定の例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context exampleCorp_v1 tenant exampleCorp
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 1.2.3.4 5.6.7.8

次に、リーフインターフェイスに特有の VRF設定の例を示します。
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apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# int eth 1/1
apic1(config-leaf-if)# vrf member exampleCorp_v1 tenant exampleCorp

次のタスク

アプリケーションプロファイルを追加し、アプリケーションエンドポイントグループ（EPG）
を作成し、ブリッジドメインに EPGを関連付けます。

ブリッジドメイン設定の追加
この項では、ブリッジドメインの次の設定について説明します。

• MACアドレスの設定

• DHCPリレーアドレスの設定

•共有サービスのルート漏出の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic# configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic(config-tenant)# tenant exampleCorp

テナントインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始してブリッ

ジドメインを設定します。

interface bridge-domain bd-name

例：

apic(config-tenant)# interface
bridge-domain exampleCorp_bd1

ステップ 3

広く使用されているゲートウェイ機能の

ARP応答で使用されるMACアドレスを
設定します。

（任意） mac-address mac-address

例：

apic(config-tenant-interface)#
mac-address 1234.5678.abcd

ステップ 4

MACアドレスをデフォルトに変更しま
す。

（任意） no mac-address

例：

ステップ 5

apic(config-tenant-interface)# no
mac-address
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目的コマンドまたはアクション

サポートされているすべてのオプション

とともに、ブリッジドメインの DHCP
（任意） [no] ip dhcp relay address tenant
tenant-name dhcp-address {application
app-name epg epg-name | external-l2
l2-epg-name | external-l3 l3-epg-name}

ステップ 6

リレーアドレスを設定または削除しま

す。

例：

apic(config-tenant-interface)# ip dhcp
relay address 192.0.20.1 tenant
exampleCorp application app1 epg epg1

ルート漏出は、DHCP、複数テナント
VRFのDNSのような共通サービスを提

（任意） [no]{ip |ipv6 } shared address
アドレス/マスク長 provider application
アプリケーション名 epg epg

ステップ 7

供するために VRF全体に許可されま
す。共有サービスは、サブネットをプロ

例：
バイダーまたはコンシューマのサブネッ

apic(config-tenant-interface)# ip
shared address 7.8.9.1/24 provider
application app2 epg epg2

トとしてマークし、共有サービスを提供

する EPGを指定することによって実現
されます。

上のステップを参照してください。（任意） [no]{ip |ipv6} shared epg
consumerapplicationアドレス/マスクany
長addressany

ステップ 8

例：

apic(config-tenant-interface)# ip
shared address 3.2.3.4/24 consumer
application any epg any

例

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain exampleCorp_bd1
apic1(config-tenant-interface)# mac-address 1234.5678.abcd
apic(config-tenant-interface)# ip dhcp relay address 192.0.20.1 tenant exampleCorp
application app1 epg epg1
apic1(config-tenant-interface)# ip shared address 1.2.3.4/24 provider application any
apic1(config-tenant-interface)# ip shared address 3.2.3.4/24 consumer application any
epg any
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# tenant my_dhcp_provider
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd_dhcp
apic1(config-tenant-interface)# ip shared address 7.8.9.1/24 provider application app2
epg epg2
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適用されるブリッジドメインの設定
適用されるブリッジドメイン（BD）設定では、関連付けられているブリッジドメイン内のサ
ブネットゲートウェイを pingできるサブジェクトエンドポイントグループ（EPG）で、エン
ドポイントを作成する必要があります。

この設定では、任意のサブネットゲートウェイに pingを送信できる IPアドレスのグローバル
例外リストを作成できます。

図 1 :適用されるブリッジドメイン

•例外の IPアドレスは、すべての VRF上ですべての BDゲートウェイの pingを実行できま
す。

• L3アウトに設定されているループバックインターフェイスは、対象とするループバック
インターフェイスに設定されている IPアドレスへの到達可能性を強制しません。

• eBGPピア IPアドレスが、L3outインターフェイスのサブネットとは異なるサブネットに
存在している場合、許容される例外サブネットにピアサブネットを追加する必要がありま

す。

そうしないと、送信元 IPアドレスが L3outインターフェイスのサブネットとは異なるサ
ブネットに存在するため、eBGPトラフィックがブロックされます。

（注）
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適用されるブリッジドメインの設定

適用されるブリッジドメイン（BD）設定では、関連付けられているブリッジドメイン内のサ
ブネットゲートウェイを pingできるサブジェクトエンドポイントグループ（EPG）で、エン
ドポイントを作成する必要があります。

この設定では、任意のサブネットゲートウェイに pingを送信できる IPアドレスのグローバル
例外リストを作成できます。

図 2 :適用されるブリッジドメイン

•例外の IPアドレスは、すべての VRF上ですべての BDゲートウェイの pingを実行できま
す。

• L3アウトに設定されているループバックインターフェイスは、対象とするループバック
インターフェイスに設定されている IPアドレスへの到達可能性を強制しません。

• eBGPピア IPアドレスが、L3outインターフェイスのサブネットとは異なるサブネットに
存在している場合、許容される例外サブネットにピアサブネットを追加する必要がありま

す。

そうしないと、送信元 IPアドレスが L3outインターフェイスのサブネットとは異なるサ
ブネットに存在するため、eBGPトラフィックがブロックされます。

（注）

NX-OSスタイル CLIを使用した適用されるブリッジドメインの設定
このセクションでは、NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイス (CLI)を使用して、
適用されるブリッジドメインを設定する方法について説明します。
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手順

ステップ 1 テナントを作成し有効にします。

例：

次の例 (「cokeVrf」)が作成され有効になっています。
apic1(config-tenant)# vrf context cokeVrf

apic1(config-tenant-vrf)# bd-enforce enable

apic1(config-tenant-vrf)# exit

apic1(config-tenant)#exit

ステップ 2 例外リストに、サブネットを追加します。

例：

apic1(config)#bd-enf-exp-ip add1.2.3.4/24

apic1(config)#exit

適用されるブリッジドメインは次のようなコマンドを使用して動作可能かどうかを確認できま

す。

apic1# show running-config all | grep bd-enf

bd-enforce enable

bd-enf-exp-ip add 1.2.3.4/24

例

次のコマンドでは、除外リストからサブネットを削除します。

apic1(config)# no bd-enf-exp-ip 1.2.3.4/24

apic1(config)#tenant coke

apic1(config-tenant)#vrf context cokeVrf

次のタスク

適用されるブリッジドメインを無効にするには、次のコマンドを実行します。

apic1(config-tenant-vrf)# no bd-enforce enable

アプリケーションエンドポイントグループの作成
このトピックでは、スタティックアプリケーション EPGの基本的なプロビジョニングにおけ
る次の手順について説明します。

1. テナント内のアプリケーションプロファイルを作成します
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2. アプリケーションプロファイルに EPGを作成します

3. EPGにブリッジドメインを割り当てます

4. EPGをレイヤ 2インターフェイスに導入します

始める前に

アプリケーションプロファイルおよびアプリケーションエンドポイントグループ（EPG）を
作成する前に、VLANドメイン、テナント、VRF、およびブリッジドメインを作成する必要が
あります。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

アプリケーションプロファイルを作成

し、アプリケーションプロファイルコ

[no] application app-name

例：

ステップ 3

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。
apic1(config-tenant)# application
OnlineStore

アプリケーションプロファイルのEPG
を作成（または削除）し、EPGコン

[no] epg epg-name

例：

ステップ 4

フィギュレーションモードを開始しま

す。
apic1(config-tenant-app)# epg
exampleCorp_webepg1

ブリッジドメインに EPGを関連付け
ます。EPGはすべて BDに属している
必要があります。

[no] bridge-domain member epg-name

例：

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member exampleCorp_b1

ステップ 5

テナントアプリケーションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-app-epg)# exit

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-app)# exit
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant)# exit

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 9

apic1(config)# leaf 101

設定するインターフェイスを指定しま

す。イーサネットポートの場合は、

「ethernet slot / port」を使用します。

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface eth 1/2

ステップ 10

レイヤ 2はポートのデフォルトの状態
であるため、このコマンドはポートを

（任意） switchport

例：

ステップ 11

レイヤ 3設定から変換する必要がある
ときにのみ必要です。

apic1(config-leaf-if)# switchport

インターフェイスをVLANドメインに
関連付けます。

vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

インターフェイスに EPGを導入し、
EPGと VLANのマッピングを通じて

switchport trunk allowed vlan vlan-id
tenant tenant-name app app-name epg
epg-name

ステップ 13

EPGを特定します。この設定は、静的
例： な EPGの導入にのみ適用されます。

VLANが別のEPGまたは外部SVIで使apic1(config-leaf-if)# switchport
trunk allowed vlan 10 tenant 用されている場合、このEPGに使用す
exampleCorp application OnlineStore
epg exampleCorp_webepg1 る前にVLAN設定を削除する必要があ

ります。

インターフェイスがVLANド
メインと関連付けられている

必要があり、そうでない場合

このコマンドは拒否されま

す。

（注）

例

次に、レイヤ 2ポートに導入されるアプリケーション EPGを作成する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# application OnlineStore
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apic1(config-tenant-app)# epg exampleCorp_webepg1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp application
OnlineStore epg exampleCorp_webepg1

次に、ポートチャネルに EPGを導入する例を示します。

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp application
OnlineStore epg exampleCorp_webepg1

次のタスク

ポートの VLANを EPGにマッピングします。

ブリッジドメインのレガシー転送モードの設定
レガシーの転送モードでは、コントラクトまたは EPGを使用せずにスイッチングとルーティ
ングを行うことができます。このモードでは、ポートのVLANはブリッジドメインに直接マッ
ピングされます。The legacy forwarding vlan command automatically creates all necessary objects so
that no EPG-related configuration is required.

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

テナントインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始してブリッ

ジドメインを設定します。

bridge-domain bd-name

例：

apic1(config-tenant)# bridge-domain
exampleCorp_b1

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

ブリッジドメインに VLANをマッピン
グします。

[no] legacy forwarding vlan vlan-id
vlan-domain vlan-domain-name

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-bd)#
legacy-forwarding vlan 50 vlan-domain
dom1

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-bd)# exit

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant)# exit

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 7

apic1(config)# leaf 101

設定するインターフェイスを指定しま

す。For an Ethernet port, use ethernet
slot/port.

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface eth 1/1

ステップ 8

インターフェイスで VLANを有効にし
て、レガシーの転送モードで VLANを

[no] switchport trunk allowed vlan vlan-id
tenant tenant-name legacy-forwarding

例：

ステップ 9

使用するテナントブリッジドメインに

これを関連付けます。apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
allowed vlan 50 tenant exampleCorp
legacy-forwarding

例

次に、ブリッジドメイン間の転送にレガシーの転送モードを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-bd)# legacy-forwarding vlan 50 vlan-domain dom1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain exampleCorp_b2
apic1(config-tenant-bd)# legacy-forwarding vlan 60 vlan-domain dom1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
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apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 50 tenant exampleCorp
legacy-forwarding
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 60 tenant exampleCorp
legacy-forwarding

コントラクトの設定
コントラクトは次のタスクでテナントの下に設定します。

•アクセスリストとしてフィルタを定義します

•コントラクトおよびサブジェクトを定義します

• EPGにコントラクトをリンクします

タスクは、この順序に従う必要はありません。たとえば、コントラクトを定義する前に、EPG
にコントラクト名をリンクすることができます。

APICのフィルタ（ACL）では、従来の NX-OS ACLの permit | denyの代わりに matchが使用
されます。フィルタエントリの目的は、特定のトラフィックフローを一致させることだけで

す。トラフィックは、ACLにコントラクトまたはタブーコントラクトが適用されると、許可
または拒否されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナント (存在しない場合)を作成し、
テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

tenant exampleCorp

ステップ 2

コントラクトで利用できるアクセスリ

スト (フィルタ)を作成します。
access-list acl-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# access-list
http_acl

選択したプロトコルのトラフィックに

一致するルールを作成します。

（任意） match {arp | icmp | ip}

例：

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-acl)# match arp

TCPまたはUDPトラフィックに一致す
るルールを作成します。

（任意） match {tcp | udp} [ src
from[-to]] [ dest from[-to]]

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-acl)# match tcp
dest 80
apic1(config-tenant-acl)# match tcp
dest 443

Raw vzEntryに一致するルールを作成し
ます。

（任意） match raw options

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-acl)#

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-acl)# exit

コントラクトを作成し、コントラクト

コンフィギュレーションモードを開始

します。

contract contract-name

例：

apic1(config-tenant)# contract web80

ステップ 8

コントラクトサブジェクトを作成し、

サブジェクトコンフィギュレーション

モードを開始します。

subject subject-name

例：

apic1(config-tenant-contract)# subject
web80

ステップ 9

一致するトラフィックの方向を指定

し、コントラクトからアクセスリスト

を追加 (削除)します。

（任意） [no] access-group acl-name [in
| out | both]

例：

ステップ 10

apic1(config-tenant-contract-subj)#
access-group http_acl both

サブジェクトにプロバイダーまたはコ

ンシューマのラベルを追加 (削除)しま
す。

（任意） [no] label name label-name
{provider | consumer}

例：

ステップ 11

apic1(config-tenant-contract-subj)#

次のプロバイダーまたはコンシューマ

のラベルの一致タイプを指定します。

（任意） [no] label match {provider |
consumer} [any | one | all | none]

例：

ステップ 12

• any：任意のラベルにコントラクト
関係がある場合の一致のこと。apic1(config-tenant-contract-subj)#

• one：1つのラベルにコントラクト
関係がある場合の一致のこと。
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目的コマンドまたはアクション

• all：すべてのラベルにコントラク
ト関係がある場合の一致のこと。

• none：ラベルにコントラクト関係
がない場合の一致のこと。

コントラクトコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 13

apic1(config-tenant-contract-subj)#
exit

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 14

apic1(config-tenant-contract)# exit

アプリケーションコンフィギュレー

ションモードを開始します。

application app-name

例：

ステップ 15

apic1(config-tenant)# application
OnlineStore

コントラクトにリンクするEPGのコン
フィギュレーションモードを開始しま

す。

epg epg-name

例：

apic1(config-tenant-app)# epg
exampleCorp_webepg1

ステップ 16

この EPGのブリッジドメインを指定
します。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 17

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member exampleCorp_bd1

この EPGのプロバイダーコントラク
トを指定します。この EPGとの通信

contract provider provider-contract-name

例：

ステップ 18

は、このプロバイダーコントラクトに
apic1(config-tenant-app-epg)# contract
provider web80 従う通信である限り、その他のEPGか

ら開始することができます。

この EPGのコンシューマコントラク
トを指定します。このEPGのエンドポ

contract consumer
consumer-contract-name

例：

ステップ 19

イントは、このコントラクトを提供す

るEPGの任意のエンドポイントとの通
信を開始することができます。

apic1(config-tenant-app-epg)# contract
consumer rmi99
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例

この例では、EPGにコントラクトを作成し適用する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp

# CREATE FILTERS
apic1(config-tenant)# access-list http_acl
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 443
apic1(config-tenant-acl)# exit

# CREATE CONTRACT WITH FILTERS
apic1(config-tenant)# contract web80
apic1(config-tenant-contract)# subject web80
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http_acl both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit

# ASSOCIATE CONTRACTS TO EPG
apic1(config-tenant)# application OnlineStore
apic1(config-tenant-app)# epg exampleCorp_webepg1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member exampleCorp_bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer rmi99
apic1(config-tenant-app-epg)# contract provider web80
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)#exit
apic1(config-tenant)#exit

# ASSOCIATE PORT AND VLAN TO EPG
apic1(config)#leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/4
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 102 tenant exampleCorp application
OnlineStore epg exampleCorp_webepg1

この例では、コントラクト自体のフィルタインラインを宣言してコントラクトを定義

するためのシンプルな方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# contract web80
apic1(config-tenant-contract)# match tcp 80
apic1(config-tenant-contract)# match tcp 443

コントラクトの継承

コントラクト継承について

関連する契約を新しい EPGに統合するため、EPGを有効にして同じテナントの別の EPGに直
接関連する契約すべて（提供済み/消費済み）を継承できます。コントラクトの継承は、アプ
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リケーション EPG、マイクロセグメント EPG、L2Out EPG、および L3Out EPGに設定できま
す。

リリース3.xでは、EPG間の提供済み/消費済みの両方の契約に、契約を継承する設定も可能で
す。EPG間契約が、モデル名や後発のモデルの最後に EXまたは EXが付く、Cisco Nexus 9000
シリーズスイッチでサポートされています。

EPGを有効にし、APIC GUI、NX-OSスタイル CLI、REST APIを使用して、別の EPGに直接
関連する契約すべてを継承できます。

図 3 :コントラクトの継承

上の図で、EPG Aは EPG Bから（EPG Aの契約マスター）提供済みの契約 1および 2、消費
済みの契約 3を継承するように設定されています。

コントラクト継承を設定する際は、次のガイドラインに従ってください。

•コントラクト継承は、アプリケーション EPG、マイクロセグメント（uSeg）EPG、外部
L2Out EPG、および外部 L3Out EPG用に設定できます。コントラクト関係は同じタイプの
EPG間で確立する必要があります。

•関係が確立されると、提供するコントラクトと消費するコントラクトの両方がコントラク
トマスターから継承されます。

•コントラクトマスターとコントラクトを継承する EPGは同じテナント内にある必要があ
ります。

•マスター契約への変更は、すべての継承に伝播されます。新しい契約がマスターに追加さ
れる場合、継承先にも追加されます。

• EPGは、複数のコントラクトマスターからコントラクトを継承することができます。

•コントラクト継承は単一のレベルでのみサポートされ（連結できない）、コントラクトマ
スターがコントラクトを継承することはできません。

•コントラクトサブジェクトラベルおよび EPGラベルの継承がサポートされています。
EPG Aが EPG Bから契約を継承する場合、EPG Aと EPG Bで異なるサブジェクトラベル
が設定されていると、APICは EPG Bで設定されているサブジェクトラベルのみを使用
し、どちらの EPGからもラベルを収集しません。

• EPGが契約に直接関連付けられている、または契約を継承しているかどうかに関わらず、
TCAM内のエントリが消費されます。したがって契約スケールガイドラインが引き続き
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適用されます。詳細については、お使いのリリースの「検証されたスケーラビリティガイ

ド」を参照してください。

• vzAnyセキュリティコントラクトとタブーコントラクはサポートされません。

契約の継承設定および継承済みおよびスタンドアロン契約を表示することに関する詳細は、

「Cisco APICの基本設定ガイドを参照してください。

NX-OSスタイルの CLIを使用したアプリケーションまたは uSeg EPGの
コントラクト継承の設定

アプリケーション EPGまたは uSeg EPGのコントラクト継承を設定するには、次のコマンドを
使用します。

始める前に

EPGが使用するテナント、アプリケーションプロファイル、およびブリッジドメインを設定
します。

VRFレベルで EPGが共有するコントラクトを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテナントを作成または指定

し、テナントコンフィギュレーション

モードを開始します。

tenant tenant-name

例：

apic1# (config) tenant Tn1

ステップ 2

アプリケーションを作成または指定

し、アプリケーションモードを開始し

ます。

application application-name

例：

apic1(config-tenant)# application AP1

ステップ 3

設定するアプリケーションEPGまたは
uSeg EPGを作成または指定し、EPGコ

epg epg-name [type micro-segmented]

例：

ステップ 4

ンフィギュレーションモードを開始し
apic1(config-tenant-app)# epg AEPg403

ます。uSeg EPGの場合はタイプを追加
します。

この例では、アプリケーションEPGの
コントラクトマスターです。
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目的コマンドまたはアクション

ブリッジドメインに EPGを関連付け
ます。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member T1BD1

このEPGが消費するコントラクトを追
加します。

contract consumer contract-name

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-app-epg)# contract
consumer cctr5

サブジェクトまたはEPGラベルのオプ
ションリストなど（事前に設定済みで

contract provider [ label label]

例：

ステップ 7

ある必要があります）、このEPGが提
供するコントラクトを追加します。

apic1(config-tenant-app-epg)# contract
provider T1ctrl_cif

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant-app-epg)# exit

設定するアプリケーションEPGまたは
uSeg EPGを作成または指定し、EPGコ

epg epg-name [type micro-segmented]

例：

ステップ 9

ンフィギュレーションモードを開始し
apic1(config-tenant-app)# epg AEPg404

ます。uSeg EPGの場合はタイプを追加
します。

この例では、コントラクトを継承する

EPGです。

ブリッジドメインに EPGを関連付け
ます。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 10

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member T1BD1

この EPGが EPGコントラクトマス
ターからコントラクトを継承するよう

に設定します。

inherit-from-epg application
application-nameepg
EPG-contract-master-name]

例：

ステップ 11

apic1(config-tenant-app-epg)#
inherit-from-epg application AP1 epg
AEPg403

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 12

apic1(config-tenant-app-epg)# exit
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目的コマンドまたはアクション

設定するアプリケーションEPGまたは
uSeg EPGを作成または指定し、EPGコ

epg epg-name [type micro-segmented]

例：

ステップ 13

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。
apic1(config-tenant-app)# epg
uSeg1_403_10 type micro-segmented

この例では、uSeg EPGのコントラクト
マスターです。

ブリッジドメインに EPGを関連付け
ます。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 14

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member T1BD1

サブジェクトまたはEPGラベルのオプ
ションリストなど（事前に設定済みで

contract provider [ label label]

例：

ステップ 15

ある必要があります）、このEPGが提
供するコントラクトを追加します。

apic1(config-tenant-app-epg)# contract
provider T1ctrl_uSeg_l3out

一致基準として論理式を uSeg EPGに
追加します。

attribute-logical-expression
logical-expression

例：

ステップ 16

apic1(config-tenant-app-epg)#
attribute-logical-expression 'ip
equals 192.168.103.10 force'

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 17

apic1(config-tenant-app-epg)# exit

設定するアプリケーションEPGまたは
uSeg EPGを作成または指定し、EPGコ

epg epg-name [type micro-segmented]

例：

ステップ 18

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。
apic1(config-tenant-app)# epg
uSeg1_403_30 type micro-segmented

この例では、EPGコントラクトマス
ターからコントラクトを継承するuSeg
EPGです。

ブリッジドメインに EPGを関連付け
ます。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 19

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member T1BD1

基準として論理式を uSeg EPGに追加
します。

attribute-logical-expression
logical-expression

例：

ステップ 20
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-app-epg)#
attribute-logical-expression 'ip
equals 192.168.103.30 force'

この EPGが EPGコントラクトマス
ターからコントラクトを継承するよう

に設定します。

inherit-from-epg application
application-name epg
EPG-contract-master-name

例：

ステップ 21

apic1(config-tenant-app-epg)#
inherit-from-epg application AP1 epg
uSeg1_403_10

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 22

apic1(config-tenant-app-epg)# exit

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 23

apic1(config-tenant-app)# exit

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 24

apic1(config-tenant)# exit

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 25

apic1(config)# exit

例

ifav90-ifc1# show running-config tenant Tn1 application AP1
# Command: show running-config tenant Tn1 application AP1
# Time: Fri Apr 28 17:28:32 2017
tenant Tn1
application AP1
epg AEPg403
bridge-domain member T1BD1
contract consumer cctr5 imported
contract provider T1ctr1_cif
exit

epg AEPg404
bridge-domain member T1BD1
inherit-from-epg application AP1 epg AEPg403
exit

epg uSeg1_403_10 type micro-segmented
bridge-domain member T1BD1
contract provider T1Ctr1_uSeg_l3out
attribute-logical-expression 'ip equals 192.168.103.10 force'
exit

epg uSeg1_403_30 type micro-segmented
bridge-domain member T1BD1
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attribute-logical-expression 'ip equals 192.168.103.30 force'
inherit-from-epg application AP1 epg uSeg1_403_10
exit

exit
exit

NX-OSスタイルのCLIを使用した L2Out EPGのコントラクト継承の設定
外部 L2Out EPGのコントラクト継承を設定するには、次のコマンドを使用します。

始める前に

EPGが使用するテナント、VRF、およびブリッジドメインを設定します。

EPGが使用するレイヤ 2外部ネットワーク（L2Out）を設定します。

VRFレベルで EPGが共有するコントラクトを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテナントを作成または指定

し、テナントコンフィギュレーション

モードを開始します。

tenant tenant-name

例：

apic1(config)# tenant Tn1

ステップ 2

外部 L2Out EPGを設定または指定しま
す。この例では、L2outコントラクト
マスターです。

external-l2 epg external-l2-epg-name

例：

apic1(config-tenant)# external-l2 epg
l2out1:l2Ext1

ステップ 3

ブリッジドメインにL2Out EPGを関連
付けます。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-l2ext-epg)#
bridge-domain member T1BD1

このEPGが提供するコントラクトを追
加します。

contract provider contract-name [ label
label]

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-l2ext-epg)#
contract provider T1ctr_tcp

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-l2ext-epg)# exit

外部 L2Out EPGを設定します。この例
では、L2outコントラクトマスターか
らコントラクトを継承するEPGです。

external-l2 epg external-l2-epg-name

例：

apic1(config-tenant)# external-l2 epg
L2out12:l2Ext12

ステップ 7

ブリッジドメインに L2out EPGを関連
付けます。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant-l2ext-epg)#
bridge-domain member T1BD1

この EPGが L2Outコントラクトマス
ターからコントラクトを継承するよう

に設定します。

inherit-from-epg
L2Out-contract-master-name

例：

ステップ 9

apic1(config-tenant-l2ext-epg)#
inherit-from-epg epg l2out1:l2Ext1

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 10

apic1(config-tenant-l2ext-epg)# exit

例

上記の手順は次の例からの抜粋です。

apic1# show running-config tenant Tn1 external-l2
# Command: show running-config tenant Tn1 external-l2
# Time: Thu May 11 13:10:14 2017
tenant Tn1
external-l2 epg l2out1:l2Ext1
bridge-domain member T1BD1
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out10:l2Ext10
bridge-domain member T1BD10
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out11:l2Ext11
bridge-domain member T1BD11
contract provider T1ctr_udp
exit

external-l2 epg l2out12:l2Ext12
bridge-domain member T1BD12
inherit-from-epg epg l2out1:l2Ext1
inherit-from-epg epg l2out10:l2Ext10
inherit-from-epg epg l2out11:l2Ext11
inherit-from-epg epg l2out2:l2Ext2
inherit-from-epg epg l2out3:l2Ext3
inherit-from-epg epg l2out4:l2Ext4
inherit-from-epg epg l2out5:l2Ext5
inherit-from-epg epg l2out6:l2Ext6
inherit-from-epg epg l2out7:l2Ext7
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inherit-from-epg epg l2out8:l2Ext8
inherit-from-epg epg l2out9:l2Ext9
exit

external-l2 epg l2out2:l2Ext2
bridge-domain member T1BD2
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out3:l2Ext3
bridge-domain member T1BD3
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out4:l2Ext4
bridge-domain member T1BD4
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out5:l2Ext5
bridge-domain member T1BD5
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out6:l2Ext6
bridge-domain member T1BD6
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out7:l2Ext7
bridge-domain member T1BD7
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out8:l2Ext8
bridge-domain member T1BD8
contract provider T1ctr_tcp
exit

external-l2 epg l2out9:l2Ext9
bridge-domain member T1BD9
contract provider T1ctr_tcp
exit

exit

NX-OSスタイルのCLIを使用した外部 L3Out EPGのコントラクト継承の
設定

外部 L3Out EPGのコントラクト継承を設定するには、次のコマンドを使用します。

始める前に

EPGが使用するテナント、VRF、およびブリッジドメインを設定します。

EPGが使用するレイヤ 3外部ネットワーク（L3Out）を設定します。

VRFレベルで EPGが共有するコントラクトを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

apic1# configure

設定するテナントを作成または指定

し、テナントコンフィギュレーション

モードを開始します。

tenant tenant-name

例：

apic1(config)# tenant Tn1

ステップ 2

外部 L3Out EPGを設定します。この例
では、L3outコントラクトマスターで
す。

external-l3 epg external-l3-epg-name l3out
l3out-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant-app)# external-l3
epg l3Ext108 l3out T1L3out1

L3outを VRFに関連付けます。vrf member vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(tenant-l3out)# vrf member T1ctx1

EPGの一部としてホストを識別するサ
ブネットを追加し、そのサブネットの

オプションの共有範囲を追加します。

match ip ip-address-and-mask

例：

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 192.168.110.0/24 shared

ステップ 5

このEPGが提供するコントラクトを追
加します。

contract provider contract-name [ label
label]

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract provider T1ctrl-L3out

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit

外部 L3Out EPGを設定します。この例
では、L3outコントラクトマスターか
らコントラクトを継承するEPGです。

external-l3 epg external-l3-epg-name l3out
l3out-name

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant-app)# external-l3
epg l3Ext110 l3out T1L3out1

L3outを VRFに関連付けます。vrf member vrf-name

例：

ステップ 9

apic1(tenant-l3out)# vrf member T1ctx1

EPGの一部としてホストを識別するサ
ブネットを追加し、そのサブネットの

オプションの共有範囲を追加します。

match ip ip-address-and-mask

例：

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 192.168.112.0/24 shared

ステップ 10
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目的コマンドまたはアクション

この EPGが L3Outコントラクトマス
ターからコントラクトを継承するよう

に設定します。

inherit-from-epg
L3Out-contract-master-name

例：

ステップ 11

apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
inherit-from-epg l3Ext108

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 12

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit

例

ifav90-ifc1# show running-config tenant Tn1 external-l3 epg l3Ext110
# Command: show running-config tenant Tn1 external-l3 epg l3Ext110
# Time: Fri Apr 28 17:36:15 2017
tenant Tn1
external-l3 epg l3Ext108 l3out T1L3out1
vrf member T1ctx1
match ip 192.168.110.0/24 shared
contract provider T1ctrl-L3out
exit

external-l3 epg l3Ext110 l3out T1L3out1
vrf member T1ctx1
match ip 192.168.112.0/24 shared
inherit-from-epg epg l3Ext108
exit

exit

コントラクト優先グループの設定

契約優先グループについて

契約優先グループが設定されている VRFで、EPGに利用可能なポリシー適用には 2種類あり
ます。

• EPGを含む：EPGが契約優先グループのメンバーシップを持っている場合、EPGは契約
をせずにお互いに自由に通信できます。これは、source-any-destination-any-permitデフォル
トルールに基づくものです。

• EPGを除外：優先グループのメンバーではない EPGは、相互に通信するために契約が必
要です。そうしない場合、デフォルトの source-any-destination-any-denyルールが適用され
ます。

契約優先グループ機能では、VRFで EPG間のより高度な通信の制御が可能です。VRFの EPG
のほとんどはオープン通信ですが、一部には他の EPGとの制限がある場合、契約優先グルー
プとフィルタ付きの契約の組み合わせを設定し、EPG内の通信を正確に制御できます。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
74

テナントの設定

コントラクト優先グループの設定



優先グループから除外されているEPGは、source-any-destination-any-denyデフォルトルールを
上書きする契約がある場合にのみ、他 EPGと通信できます。

図 4 :契約優先グループの概要

制限事項

以下の制限が契約優先グループに適用されます。

• L3Outおよびアプリケーション EPGが契約優先グループで設定されており、EPGが VPC
でのみ展開されているトポロジで、VPCの 1つのリーフスイッチのみに L3Outのプレ
フィックスエントリがあることがわかります。この場合、VPCの他のリーフスイッチに
はエントリがなく、そのためトラフィックをドロップします。

この問題を回避するには、次のいずれかを行います。

• VRFの契約グループを無効および再度有効にします。

• L3Out EPGのプレフィックスエントリを削除し再度作成します。

•また、サービスグラフ契約のプロバイダまたはコンシューマ EPGが契約グループに含ま
れる場合、シャドウ EPGは契約グループから除外できません。シャドウ EPGは契約グ
ループで許可されますが、シャドウEPGが展開されているノードで契約グループポリシー
の展開をトリガしません。ノードに契約グループポリシーをダウンロードするには、契約

グループ内にダミー EPGを展開します。
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NX-OSスタイル CLIを使用したコントラクト優先グループの設定
APIC NX-OSスタイル CLIを使用して、コントラクト優先グループを設定することができま
す。この例では、VRFのコントラクト優先グループが設定されています。VRFを使用するEPG
のひとつは、優先グループに含まれます。

始める前に

コントラクト優先グループで消費されるテナント、VRF、EPGを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

設定モードを開始します。configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
apic1(config)#

テナントを作成するか、テナント設定

モードを開始します

tenanttenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant tenant64

VRFを作成するか、VRF設定モードを
開始します

vrf context vrf-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# vrf context
vrf64

VRFのコントラクト優先グループを有
効にし、テナント設定モードに戻りま

す。

whitelist-blacklist-mix

例：

apic1(config-tenant-vrf)#
whitelist-blacklist-mix
apic1(config-tenant-vrf)# exit

ステップ 4

VRFのブリッジドメインを作成する
か、BD設定モードを開始します。

bridge-domain bd-name

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant)# bridge-domain
bd64

ブリッジドメインとVRFを関連付け、
テナント設定モードに戻ります。

vrf member vrf-name

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-bd)# vrf member
vrf64
apic1(config-tenant-bd)# exit
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目的コマンドまたはアクション

アプリケーションを作成するか、アプ

リケーション設定モードを開始しま

す。

application app-name

例：

apic1(config-tenant)# application
app-ldap

ステップ 7

EPGを作成するか、EPGテナントアプ
リケーションEPG設定モードを開始し
ます。

epg epg-name

例：

apic1(config-tenant-app)# epg epg-ldap

ステップ 8

ブリッジ -ドメインに EPGを関連付け
ます。

bridge-domain member bd-name

例：

ステップ 9

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member bd64

コントラクト優先グループに含まれる

この EPGを設定します。
vrf-blacklist-mode

例：

ステップ 10

apic1(config-tenant-app-epg)#
vrf-blacklist-mode

例

次の例では、vrf64のコントラクト優先グループを作成し、epg-ldapを含めます。

apic1# configure
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# vrf context vrf64
apic1(config-tenant-vrf)# whitelist-blacklist-mix
apic1(config-tenant-vrf)# exit

apic1(config-tenant)# bridge-domain bd64
apic1(config-tenant-bd)# vrf member vrf64
apic1(config-tenant-bd)# exit

apic1(config-tenant)# application app-ldap
apic1(config-tenant-app)# epg epg-ldap
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd64
apic1(config-tenant-app-epg)# vrf-blacklist-mode

他のテナントへのコントラクトのエクスポート
1つのテナントからコントラクトをエクスポートし、別のテナントにインポートできます。コ
ントラクトをインポートするテナントでは、コントラクトはコンシューマコントラクトとして

のみ適用できます。コントラクトはエクスポート時に名前を変更できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

エクスポートするテナントのテナント

コンフィギュレーションモードを開始

します。

tenant tenant-name

例：

apic1(config)# tenant RedCorp

ステップ 2

エクスポートするコントラクトのコン

トラクトコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

contract contract-name

例：

apic1(config-tenant)# contract web80

ステップ 3

コントラクトの共有方法を設定しま

す。スコープは次のようになります。

scope {application | exportable | tenant |
vrf}

例：

ステップ 4

• application—同じアプリケーショ
ンの EPGで共有可能apic1(config-tenant-contract)# scope

exportable

• exportable—テナントで共有可能

• tenant—同じテナントの EPGで共
有可能

• vrf—同じ VRFの EPGで共有可能

他のテナントにコントラクトをエクス

ポートします。同じコントラクト名を

export to tenant other-tenant-name as
new-contract-name

例：

ステップ 5

使用することも、名前を変更すること

もできます。apic1(config-tenant-contract)# export
to tenant BlueCorp as webContract1

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-contract)# exit

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant)# exit

インポートするテナントのテナントコ

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

tenant tenant-name

例：

tenant BlueCorp

ステップ 8
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目的コマンドまたはアクション

アプリケーションコンフィギュレー

ションモードを開始します。

application app-name

例：

ステップ 9

apic1(config-tenant)# application
BlueStore

コントラクトにリンクするEPGのコン
フィギュレーションモードを開始しま

す。

epg epg-name

例：

apic1(config-tenant-app)# epg BlueWeb

ステップ 10

この EPGにインポートされたコン
シューマコントラクトを指定します。

contract consumer
consumer-contract-name imported

例：

ステップ 11

このEPGのエンドポイントは、このコ
ントラクトを提供するEPGの任意のエapic1(config-tenant-app-epg)# contract

consumer webContract1 imported ンドポイントとの通信を開始すること

ができます。

例

次に、テナント RedCorpから、コンシューマコントラクトになるテナント BlueCorp
にコントラクトをエクスポートする例を示します。

apic# configure
apic1(config)# tenant RedCorp
apic1(config-tenant)# contract web80
apic1(config-tenant-contract)# scope exportable
apic1(config-tenant-contract)# export to tenant BlueCorp as webContract1
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# tenant BlueCorp
apic1(config-tenant)# application BlueStore
apic1(config-tenant-application)# epg BlueWeb
apic1(config-tenant-application-epg)# contract consumer webContract1 imported

コントラクトまたは件名除外の設定

コントラクトまたはコントラクトの件名の例外の設定

Cisco APICリリース 3.2(1)では、EPG間のコントラクトが拡張され、コントラクトに参加して
いるコントラクトプロバイダまたはコンシューマのサブネットを拒否できます。インターEPG
コントラクトおよびい内部 EPGコントラクトは、この機能でサポートされます。

プロバイダ EPGの件名を有効にして、件名またがコントラクトの例外で一致基準が設定され
ているものを除くすべてのコンシューマEPGとの通信が可能になります。たとえば、サブセッ
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トを除く、テナントのすべての EPGにサービスを提供するために EPGを有効にする場合、こ
れら EPGを除外できます。これを設定するには、コントラクトまたはそのコントラクトの件
名のいずれかで例外を作成します。サブセットがコントラクトの提供または消費のアクセスを

拒否します。

ラベル、カウンタ、許可および拒否ログは、コントラクトおよび件名の例外でサポートされて

います。

コントラクトのすべての件名に例外を適用するには、コントラクトに例外を追加します。コン

トラクトの単一の件名にのみ例外を適用する場合、件名に例外を追加します。

件名にフィルタを追加する場合、フィルタのアクションを設定できます（フィルタ条件に一致

するオブジェクトを許可または拒否する）。また、[拒否]フィルタについては、フィルタの優
先順位を設定することができます。[許可]フィルタは常にデフォルトの優先順位があります。
自動拒否の件名-フィルタ関係をマーキングすると、件名に一致している場合、各 EPGのペア
に適用されます。コントラクトと件名には、複数の件名-フィルタ関係を含むことができます。
これは、フィルタに一致するオブジェクトを許可または拒否するように独自に設定できます。

例外タイプ

コントラクトと件名の例外は次のタイプに基づき、*ワイルドカードなどの正規表現を含むこ
とができます。

説明例例外の条件は、[コンシューマ
正規表現]および [プロバイダ
正規表現]のフィールドで定義
されているように、これらの

オブジェクトを除外します。

この例では、commonテナント

を使用して、 EPGが t1テナ

ントにより提供されるコント

ラクトを消費しないように除

外します。

<vzException consRegex=

“common” field= “Tenant”

name= “excep03” provRegex=

“t1” />

テナント

この例では、ctx1のメンバー

が同じ VRFから提供される
サービスを使用しないように

除外します。

<vzException consRegex=

“ctx1” field= “Ctx” name=

“excep05” provRegex= “ctx1”

/>

VRF

この例では、名前が EPGPaか

ら始まる複数の EPGが存在す
ると仮定し、EPg03により提供

されているコントラクトのコ

ンシューマとしてすべて拒否

される必要があります。

<vzException consRegex=

“EPgPa*” field= “EPg” name=

“excep03” provRegex= “EPg03”

/>

EPG
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説明例例外の条件は、[コンシューマ
正規表現]および [プロバイダ
正規表現]のフィールドで定義
されているように、これらの

オブジェクトを除外します。

この例では、epg193が epg200

により提供されたコントラク

トを消費しないように除外し

ます。

<vzException consRegex=

“uni/tn-t36/ap-customer/epg-epg193”

field= “Dn” name=“excep04”

provRegex=

“uni/tn-t36/ap-customer/epg-epg200”

/>

Dn

例では、redタグでマークされ

ているオブジェクトが消費す

ることと、greenタグでマーク

されているオブジェクトがコ

ントラクトに参加しないよう

に除外します。

<vzException consRegex= “red”

field= “Tag” name= “excep01”

provRegex= “green” />

タグ

NX-OSスタイルの CLIを使用したコントラクトまたはコントラクトの
件名除外の設定

このタスクでは、ほとんどの EPGの通信を許可するコントラクトを設定しますが、それらの
サブネットへのアクセスを拒否します。契約またはサブジェクトには、複数の例外を追加する

ことができます。

始める前に

テナント、VRF、アプリケーションプロファイル、EPGを設定して、コントラクトを提供し
消費します。

手順

ステップ 1 次の例のようにコマンドを使用して、HTTPおよび HTTPSのフィルタを設定します。

例：

apic1(config)# tenant t2
apic1(config-tenant)# access-list ac1
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# access-list ac2
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 443

ステップ 2 EPg01の消費と EPg03の提供を除外するコントラクトを設定します。
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例：

apic1(config-tenant)# contract webCtrct
apic1(config-tenant-contract)# subject https-subject
apic1(config-tenant-contract-subj)# exception name EPG consumer-regexp EPg01 field EPg
provider-regexp EPg03
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group ac1 in blacklist
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group ac2 in whitelist

クォータ管理の作成

APICクォータ管理の設定について
Ciscoで開始 Application Policy Infrastructure Controller ( APIC ) 2.3(1)のリリースでは、テナント
管理者を設定できるオブジェクトの数に制限します。これにより、特定のテナントでまたはテ

ナント間でグローバルに追加できるどのような管理対象オブジェクトを制限する管理できま

す。APIC ) 2.3(1)のリリースでは、テナント管理者を設定できるオブジェクトの数に制限しま
す。これにより、特定のテナントでまたはテナント間でグローバルに追加できるどのような管

理対象オブジェクトを制限する管理できます。

この機能は、任意のテナントまたは承認からテナントのグループを制限するときに便利なACI
リーフ単位またはまたは不当可能性がある他のテナントで同じファブリックに影響する、使用

可能なリソースの大部分を使用するファブリックあたりの最大値。

NX-OSスタイル CLIを使用したクォータ設定の作成
この手順では、NX-OSスタイル CLIを使用してクォータ管理構成を作成する方法について説
明します。

手順

NX-OS CLIを使用して、クォータ管理設定を作成します。

例：

apic1# conf t
apic1(config)# quota fvBD max 100 scope uni/tn-green exceed-action fault
apic1(config)# quota fvBD max 1000 scope uni exceed-action fail
apic1(config)# quota fvBD max 34 tenant red

構文：

[no] quota <className> max <maxValue> [exceed-action {fail|fault}] \
[{scope <containerDn>| tenant <tenantName> \
[{bridge-domain <bd>|application <ap> [epg <epgName>]}]}]
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<className>は、fvBDや fvCtxなどの管理対象オブジェクトクラス名です。モデルのクォー
タフラグの存在に従ってすべての対象となるクラスは受け入れられます。

<maxValue>は、<exceed-action>が適用された後の値です。

<maxValue>が超過した後 <exceed-action>がアクションを起こす場合、次のいずれかになりま
す。

•失敗：制限を超えたトランザクションが失敗することを希望する場合。

•障害：障害が発生します。

ここで、<containerDn>は、制限が適用されるツリーです。「uni」はポリシーモデル全体ACI
にわたって行われ、「tenant green」は、グリーンのテナントに対して行われます。
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第 6 章

レイヤ 2外部接続の設定

•レイヤ 2外部接続の設定（85ページ）
• VLANドメインの設定（89ページ）
• EPGの Q-in-Qカプセル化マッピングの設定（97ページ）
• ACIファブリックでイーサネットトラフィックを介したファイバチャネルのサポート（

100ページ）
•ファイバチャネル NPV（115ページ）
• 802.1Qトンネルの設定（121ページ）
•ダイナミックブレークアウトポートの設定（127ページ）
•ポートプロファイルの設定（132ページ）
•仮想スイッチ上のマイクロセグメンテーション（140ページ）
•ベアメタル上のマイクロセグメンテーションの設定（143ページ）
•レイヤ 2 IGMPスヌープマルチキャストの設定（145ページ）
•ポートセキュリティの設定（154ページ）
•プロキシ ARPの設定（161ページ）
• MACsecの設定（171ページ）

レイヤ 2外部接続の設定
レイヤ2外部接続とは、ACIリーフスイッチ（別名境界リーフ）と外部ルータ間のスイッチン
グネットワークのことを表します。外部L2ネットワークを表すVLANはファブリック内のブ
リッジドメインの 1つにマッピングされ、ブリッジドメインにレイヤ 2拡張を提供し、ブリッ
ジドメインを使用する EPGを外部ネットワークと通信できるようにします。外部ネットワー
クは EPGにマッピングされるため、ノード全体でさまざまな内部アプリケーションとさまざ
まな L2外部 VLAN間のコントラクトを認識するのに役立ちます。
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APICでインターフェイスごとの設定を行う際に、GUIとCLIを混在させないでください。GUI
で行われた設定が、NX-OS CLIでは部分的にしか機能しない可能性があります。

たとえば、GUIの [Tenants] > [tenant-name] > [Application Profiles] > [application-profile-name] >
[Application EPGs] > [EPG-name] > [Static Ports] > [Deploy Static EPG on PC, VPC, or Interface]
でスイッチポートを設定したと仮定します。

次に NX-OSスタイルの CLIで show running-configコマンドを使用すると、以下のような出力
を受信します。

leaf 102
interface ethernet 1/15
switchport trunk allowed vlan 201 tenant t1 application ap1 epg ep1
exit
exit

NX-OSスタイルの CLIでこれらのコマンドを使用してスタティックポートを設定すると、次
のエラーが発生します。

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/15
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 201 tenant t1 application ap1 epg
ep1
No vlan-domain associated to node 102 interface ethernet1/15 encap vlan-201

これは、CLIに APIC GUIでは実行されない検証があることが原因です。show running-config
コマンドによって出力されたコマンドが NX-OS CLIで機能するためには、VLANドメインが
事前に設定されている必要があります。設定の順序は GUIに適用されません。

注意

レイヤ 2外部接続の設定はスタティックアプリケーション EPGと似ていて、ノード、ポート
の VLANを EPGにマッピングし、EPGをブリッジドメインにマッピングして、コントラクト
を提供または使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

設定モードにアクセスします。ステップ 1

例：

apic1# configure

テナント設定モードを開始します。ステップ 2

例：

apic1(config)# tenant exampleCorp

外部レイヤ 2 EPGを作成（または削
除）します。

[no] external-l2 epg epg-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# external-l2 epg
extendBD1
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目的コマンドまたはアクション

EPGにブリッジドメインを割り当てま
す.

ステップ 4

例：

apic1(config-tenant-extl2epg)#
bridge-domain member bd1

テナント設定モードに戻ります。ステップ 5

例：

apic1(config-tenant-extl2epg)# exit

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

ステップ 6

例：

apic1(config-tenant)# exit

設定するリーフを指定します。ステップ 7

例：

apic1(config)# leaf 101

外部 EPGのポートを指定します。ステップ 8

例：

apic1(config-leaf)# interface eth 1/2

デフォルトでは、ポートはレイヤ 2ト
ランクモードです。ポートがレイヤ 3

ステップ 9

モードである場合、このコマンドを使

用してレイヤ 2トランクモードに変換
する必要があります。

例：

apic1(config-leaf-if)# switchport

インターフェイスをVLANドメインに
関連付けます。

ステップ 10

例：

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

Assigns a VLAN on the leaf port and maps
the VLAN to a layer 2 external EPG, with

ステップ 11 インターフェイスがVLANド
メインと関連付けられている

必要があり、そうでない場合

このコマンドは拒否されま

す。

（注）

the switchport trunk allowed vlan vlan-id
tenant tenant-name external-l2 epg
epg-name command.

例：
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf-if)# switchport
trunk allowed vlan 10 tenant
exampleCorp external-l2 epg extendBD1

リーフポートに vlanを割り当て、
switchport {trunk allowed |を使用して

ステップ 12 インターフェイスがVLANド
メインと関連付けられている

必要があり、そうでない場合

このコマンドは拒否されま

す。

（注）

vlanを外部 sviにマッピングします。
trunk native |vlan tenant external-svi }
vlan idテナント名コマンド。 access

例：

apic1(config-leaf-if)# switchport
trunk allowed vlan 10 tenant
exampleCorp external-svi

例

次に、外部接続用にレイヤ 2ポートを導入する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# external-l2 epg extendBD1
apic1(config-tenant-extl2epg)# bridge-domain member bd1
apic1(config-tenant-extl2epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport
apic1(config-leaf-if)# switchport mode trunk
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp external-l2
epg extendBD1

次に、外部接続用にレイヤ 2ポートチャネルまたは vPCを導入する例を示します。

...

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp external-l2
epg extendBD1

次に、外部接続用にレイヤ 2インターフェイスで SVIを設定する例を示します。

apic1(config)# leaf 101

pic1(config-leaf)# interface ethernet 1/5
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp external-svi
apic1(config-leaf-if)# no switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp external-svi

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/37
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apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport access vlan 11 tenant exampleCorp external-svi
apic1(config-leaf-if)# no switchport access vlan 11 tenant exampleCorp external-svi

apic1(config-leaf)# interface port-channel po34
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk native vlan 12 tenant exampleCorp external-svi
apic1(config-leaf-if)# no switchport trunk native vlan 12 tenant exampleCorp external-svi

VLANドメインの設定

VLANドメインについて
ACIファブリックは、4K VLANのグループに分割することにより、複数のテナントで使用で
きる、ファブリック全体の大規模なレイヤ 2ドメインを利用可能にします。VLANドメインは
ノードおよびポートのグループ上で設定できる一連のVLANを表します。VLANドメインは、
複数のテナントを共有し、ノード、ポートおよび VLANなどの共通のリソースを個別に管理
できるようになりました。テナントは 1つ以上のVLANドメインにアクセスできます。VLAN
プールの詳細については、「Cisco Applicationセントリックインフラストラクチャ基礎」の
「ACIポリシーモードl」章の「エンドポイントグループ」を参照してください。

これらの VLANドメインは、スタティックまたはダイナミックに設定できます。スタティッ
ク VLANドメインは、スタティック VLANプールをサポートしますが、ダイナミック VLAN
ドメインは、スタティックとダイナミックの両方の VLANプールをサポートできます。スタ
ティックプールのVLANは、ユーザによって管理され、ベアメタルホストへの接続などのア
プリケーションに使用されます。ダイナミックプールのVLANは、ユーザの介入なしにAPIC
によって割り当てかつ管理され、VMMなどのアプリケーションに使用されます。VLANドメ
インおよびドメイン内の VLANプールのデフォルトタイプはスタティックです。

ファブリック管理者は、テナントが L2/L3設定のファブリックリソースの使用を開始する前
に、次のステップを実行します。

1. VLANドメインを作成し、各 VLANドメイン内の VLANを割り当てます。

2. 1つ以上の VLANドメインにリーフスイッチの外部向けポートを割り当てます。

3. Convert a port to L2/L3 by using the [no] switchport command.ポートのデフォルト状態はトラ
ンクモードでは、L2（スイッチポート）です。

4. L2ポートの場合、グローバルまたはローカルポートになるポート上の VLANの範囲を設
定します。デフォルトは globalです。

ファブリック管理者は、VLANドメインがテナントに割り当てられ、テナントアプリケーショ
ンによって使用された後でも、これらの手順の設定を更新することができます。
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スパニングツリーおよび VLANドメインに関する注意事項

スパニングツリーに ACIファブリックが参加していない場合でも、アクセスポリシー設定に
基づきスパニングツリードメインをパーティション化できます。ACIは、スパニングツリー
ドメインを判断するのにブリッジドメインまたはその設定に依存しません。代わりに、VLAN
プールが EPGドメインに割り当てられている場合、リーフスイッチは同じ VLANのカプセル
化内のBPDUをフラッディングします。EPGドメインに割り当てられているVLANプールは、
最終的にスパニングツリードメインとして機能します。

異なるVLANプールに関連付けられた複数のEPGドメインを使用する場合、すべて同じVLAN
IDを使用していても、BPDUがエンドポイントプロパティ全体でフラッディングすることを
許可しません。EPGドメインのタイプ（物理またはレイヤ2の外部）では、この動作は変更さ
れません。

ACIファブリックはスパニングツリードメイン内のすべてのデバイスからのすべての BPDU
をフラッディングするため、これにより各インターフェイスのMACアドレスなど、外部デバ
イスのBPDU情報を確認する動作をトリガする可能性があります。アクティブになる機能の例
は、IOSデバイスの「スパニングツリーEtherChannelの不正な設定ガード」です。これらの機
能は、レイヤ 2トンネルとして ACIを利用する際に考慮する必要があります。

ポート VLANごとの機能 (localPort範囲に同じ VLAN IDを使用してリーフスイッチで複数の
EPGを設定する)で設定されたインターフェイスでは、マルチスパニングツリー (MST)はサ
ポートされません。

（注）

基本的な VLANドメイン設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

VLANドメインを作成するか、既存のド
メインを編集します。Include thedynamic

[no] vlan-domain domain-name [dynamic]

例：

ステップ 2

keyword to create a dynamic VLAN pool.
デフォルトは staticです。apic1(config)# vlan-domain dom2 dynamic

VLANドメインに VLANの範囲または
カンマ区切りのリストを割り当てます。

[no] vlan range [dynamic]

例：

ステップ 3

VLANは、スタティックまたはダイナ
ミックのいずれかになります。スタ

apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999,4001

ティック VLANは、たとえば、ホスト
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目的コマンドまたはアクション

から外部のスイッチドネットワークへ

の接続を提供するなど、ユーザによって

設定されますが、ダイナミックレンジ

のVLANは、VMMまたはL4～L7サー
ビスなどの APICアプリケーションに
よって内部的に設定されます。デフォル

トタイプはスタティックです。

スタティックドメインは、ダ

イナミック VLANを含めるこ
とはできません。

特定のポートの VLANは、1
つの VLANドメインのみに
マッピングできます。これ

は、設定時に適用されます。

（注）

例

この例では、基本的な VLANドメインを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999,4001
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# vlan-domain dom2 dynamic
apic1(config-vlan)# vlan 101-200
apic1(config-vlan)# vlan 301-400 dynamic

高度な VLANドメイン設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

VLANドメインを作成するか、既存のド
メインを編集します。Include thedynamic

[no] vlan-domain domain-name [dynamic]
[type {phys | l2ext | l3ext}]

例：

ステップ 2

keyword to create a dynamic VLAN pool.
デフォルトは staticです。
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# vlan-domain dom1 type
phys

The type option is visible and mandatory if
one or more of the following conditions exist:

• 3つのすべてのVLANドメインのタ
イプが、このドメイン名に存在しな

い場合

• 3つのVLANドメインのタイプが、
異なる VLANプールを持つ場合

• 3つのVLANドメインのタイプが、
同じ VLANプールを共有するが、
プール名は VLANドメインの名前
と異なる場合

VLANプールを作成します。This
command is available only when the type

[no] vlan-pool vlan-pool-name

例：

ステップ 3

option is present in the vlan-domain
apic1(config-leaf)# vlan-pool
myVlanPool3

command. You must declare the VLAN pool
before adding VLANs with the vlan
command.

VLANドメインに VLANの範囲または
カンマ区切りのリストを割り当てます。

[no] vlan range [dynamic]

例：

ステップ 4

VLANは、スタティックまたはダイナ
ミックのいずれかになります。スタ

apic1(config-vlan-domain)# vlan
1000-1999,4001

ティック VLANは、たとえば、ホスト
から外部のスイッチドネットワークへ

の接続を提供するなど、ユーザによって

設定されますが、ダイナミックレンジ

のVLANは、VMMまたはL4～L7サー
ビスなどの APICアプリケーションに
よって内部的に設定されます。デフォル

トタイプはスタティックです。

スタティックドメインは、ダ

イナミック VLANを含めるこ
とはできません。

特定のポートの VLANは、1
つの VLANドメインのみに
マッピングできます。これ

は、設定時に適用されます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

アプリケーション EPG、サブインター
フェイス、外部 SVIおよび外部 L2など

show vlan-domain [name domain-name]
[vlan vlan-id] [leaf leaf-id]

例：

ステップ 5

のアプリケーションの VLANドメイン
の使用状況を表示します。apic1(config-vlan-domain)# show

vlan-domain name dom1 vlan 1002 leaf
102

例

次の例では、VLANプールを使用する VLANドメインを設定する方法を示します。

apic1# configure
(config)# vlan-domain dom1 type phys
(config-vlan-domain)# vlan-pool myVlanPool3
(config-vlan-domain)# vlan 1000-1999, 4001

ポートへの VLANドメインの関連付け

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフのペアを指定します。leaf node-id1-node-id2

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101-102

VLANドメインに関連付けられたポート
またはポートの範囲を指定します。

interface type

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# int eth 1/1-24

VLANドメインに指定したポートを割り
当てます。

[no] vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

デフォルトでは、ポートはレイヤ2トラ
ンクモードです。ポートがレイヤ3モー

[no] switchport

例：

ステップ 5

ドである場合、このコマンドを使用し
apic1(config-leaf-if)# switchport

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
93

レイヤ 2外部接続の設定

ポートへの VLANドメインの関連付け



目的コマンドまたはアクション

て、レイヤ 2トランクモードに変換す
る必要があります。

デフォルトでは、VLANの範囲はノード
に対してグローバルです。1つのVLAN

（任意） [no] switchport vlan scope local

例：

ステップ 6

は、ノードの 1つだけの EPGにマッピ
apic1(config-leaf-if)# switchport vlan
scope local ングできます。VLANの範囲がポートに

対してローカルの場合、VLANからの
EPGへのマッピングは、同じノード上
の別のポートでは異なります。

To return the scope to global, use the no
command prefix.

アプリケーション EPG、外部 SVIおよ
び外部 L2などのアプリケーションの

show vlan-domain [name domain-name]
[vlan vlan-id] [leaf leaf-id]

例：

ステップ 7

VLANドメインの使用状況を表示しま
す。apic1(config-leaf-if)# show vlan-domain

name dom1 vlan 1002 leaf 102

例

この例では、ポートに VLANドメインを関連付ける方法を示します。

apic1# configure
(config) # leaf 101-102
(config-leaf) # int eth 1/1-24
(config-leaf-if) # vlan-domain member dom1

(config-leaf) # int eth 1/1-12
(config-leaf-if) # no switchport
(config-leaf) # int eth 1/13-24
(config-leaf-if) # switchport

(config) # leaf 101-102
(config-leaf) # int eth 1/1-12
(config-leaf-if) # switchport vlan scope local

(config-leaf) # int eth 1/13
(config-leaf-if) # no switchport vlan scope local
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ポートチャネルへの VLANドメインの関連付け

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフのペアを指定します。leaf node-id1-node-id2

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101-102

VLANドメインに関連付けられるポート
チャネルを指定します。

interface port-channel port-channel-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# int port-channel
pc1

VLANドメインに指定したポートチャ
ネルを割り当てます。

[no] vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

例

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# int port-channel pc1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1

テンプレートポリシーグループへの VLANドメインの関連付け

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテンプレートポリシーグルー

プを指定します。

template policy-group policy-group-name

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# template policy-group
myPolGp5

VLANドメインに指定したテンプレート
ポリシーグループを割り当てます。

[no] vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 3

apic1(config-pol-grp-if)# vlan-domain
member dom1

例

apic1# configure
apic1(config)# template policy-group myPolGp5
apic1(config-pol-grp-if)# vlan-domain member dom1

テンプレートポートチャネルへの VLANドメインの関連付け

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテンプレートポートチャネル

を指定します。

template port-channel policy-group-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# template port-channel
myPC7

VLANドメインに指定したテンプレート
ポートチャネルを割り当てます。

[no] vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 3

apic1(config-if)# vlan-domain member
dom1

例

apic1# configure
apic1(config)# template port-channel myPC7
apic1(config-po-ch-if)# vlan-domain member dom1
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バーチャルポートチャネルへの VLANドメインの関連付け

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定する VPCおよびリーフを指定しま
す。

vpccontext fex id1 node-id2 [fex-id1
fex-id2] leaf

例：

ステップ 2

apic1(config)# vpc context leaf 101
102

VLANドメインに関連付けられるポート
チャネルを指定します。

interface vpc vpc-name [fex fex-id1 fex-id2]

例：

ステップ 3

apic1(config-vpc)# int vpc vpc1

VLANドメインに指定した VPCを割り
当てます。

[no] vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 4

apic1(config-vpc-if)# vlan-domain
member dom1

例

apic1# configure
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# int vpc vpc1
apic1(config-vpc-if)# vlan-domain member dom1

EPGの Q-in-Qカプセル化マッピングの設定

EPGの Q-in-Qカプセル化マッピング
Cisco APICを使用して、通常のインターフェイスまたはVPCで二重タグ付きVLANトラフィッ
ク入力を EPGにマッピングできます。この機能が有効になっている場合、二重タグ付きトラ
フィックが EPGのネットワークに入るとき、両方のタグがファブリックで個別に処理され、
ACIスイッチを入力するとき二重タグに復元されます。単一タグおよびタグなしのトラフィッ
クの入力はドロップします。
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この機能は、Nexus 9300-FXプラットフォームスイッチでのみサポートされています。

外側と内側の両方のタグは、EtherType 0x8100である必要があります。

MACラーニングおよびルーティングは、カプセル化のアクセスではなく、EPGポート、sclass、
VRFに基づいています。

QoS優先度設定がサポートされ、入力の外側のタグから派生し、出力の両方のタグに書き換え
られます。

EPGはリーフスイッチの他のインターフェイスに同時に関連付けることができ、単一タグの
VLANに設定されます。

サービスグラフは、Q-in-Qカプセル化たインターフェイスにマッピングされているプロバイ
ダとコンシューマ EPGをサポートしています。サービスノードの入力および出力トラフィッ
クが単一タグのカプセル化フレームにある限り、サービスグラフを挿入することができます。

この機能では、次の機能とオプションがサポートされていません。

•ポートごとの VLAN機能

• FEX接続

•混合モードはサポートされていません。たとえば、Q-in-Qカプセル化モードのインター
フェイスでは、通常の VLANのカプセル化ではなく、二重タグ付きカプセルのみを持つ
EPGにバインディングされている静的パスを有します。

• STPおよび「カプセル化でフラッディング」オプション

•タグなしおよび 802.1pモード

•マルチポッドと複数サイト

•レガシブリッジドメイン

• L2Outおよび L3Out接続

• VMMの統合

• Q-in-Qカプセル化モードにルーティングされるポートモードの変更はサポートされてい
ません

• Q-in-Qカプセル化モードのポートと通常のトランクモードのポート間では、各Vlan MCP
はサポートされていません。

• VPCポートが Q-in-Qカプセル化モードを有効にしている場合、VLANの整合性チェック
は行われません。

NX-OSスタイル CLIを使用した Q-in-Qカプセル化リーフインターフェ
イスへの EPGのマッピング

Q-in-Qカプセル化のインターフェイスを有効にし、EPGにインターフェイスを関連付けます。
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始める前に

Q-in-Qモードに設定されているインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケー
ションプロファイル、アプリケーション EPGを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

Configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf number

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface ethernetslot/port

例：

ステップ 3

apic1 (config-leaf)# interface ethernet
1/25

Q-in-Qカプセル化のインターフェイス
を有効にします。

switchport mode dot1q-tunnel
doubleQtagPort

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# switchport mode
dot1q-tunnel doubleQtagPort

インターフェイスを EPGに関連付けま
す。

switchport trunkqinq
outer-vlanvlan-number inner-vlan
vlan-number tenant tenant-name application
application-name epg epg-name

ステップ 5

例：

apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
qinq outer-vlan 202 inner-vlan 203
tenant tenant64 application AP64 epg
EPG64

例

次の例では、リーフインターフェイス 101/1/25で Q-in-Qカプセル化を有効にして
（VLAN ID 201外部およびVLAN ID 203内部）、EPG64にインターフェイスを関連付
けます。

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/25
apic1(config-leaf-if)#switchport mode dot1q-tunnel doubleQtagPort
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk qinq outer-vlan 202 inner-vlan 203 tenant tenant64
application AP64 epg EPG64
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ACIファブリックでイーサネットトラフィックを介した
ファイバチャネルのサポート

ACIファブリック上のイーサネットトラフィックによるファイバチャ
ネルをサポートする

ACIを使用すると、設定し、(FCoE)トラフィックACIファブリックのFibre Channel over Ethernet
のサポートを管理できます。

FCoEは、ファイバチャネル SANからイーサネットネットワークにシームレスに移動するス
トレージトラフィックを有効になり、イーサネットパケット内のファイバチャネル (FC)パ
ケットをカプセル化するプロトコルです。

FCoEプロトコルのサポート ACIファブリックでの一般的な実装には、FCネットワーク上に
ある SANストレージデバイスとの通信にACIファブリックのイーサネットベースの上に存在
するホストが有効になります。ホストは、ACI Leafスイッチに導入仮想のFポートを介して接
続しています。仮想 Fポートが同じACI Leafスイッチに導入する仮想NPポートを介してACI
ファブリックへの FCFブリッジでは、SANストレージデバイスおよび FCネットワークが接
続されています。仮想 NPポートおよび仮想 Fポートも汎用的に仮想ファイバチャネル (vFC)
ポートに呼ばれます。

リリースバージョン2.0(1)、においては、FCoEサポートはハードウェアですN9K-C93180YC-EX
とN9K-C93108TC-EXに制限されます。リリースバージョン 2.2(1)とN9K-C93180LC-EX 40ギ
ガビットイーサネット (GE)ポートは Fまたは NPポートとして使用できます。ただし、FCoE
を許可されている場合は、40GEポートブレイクアウトを対応ことはできません。FCoEはブ
レイクアウトポートではサポートされていません。

リリースバージョン 2.2(2)からは、N9K-C93180YC-FXおよび N9K-C93108TC-FXハードウェ
アは、FCoEをサポートします。リリース 2.3(1)では、ハードウェア N9K-C93180YC-FXおよ
び N9K-C93108TC-FX Fexポート上での FCoEサポートは使用できます。

リリースバージョン 2.2(x)、において FCoEは、次の FEX Nexusデバイスではサポートも。

• 10ギガ-ビット C2348UPQ N2K

• 10ギガ-ビット C2348TQ N2K

• N2K-C2232PP-10GE

• N2K-B22DELL-P

• N2K-B22HP-P

• N2K-B22IBM-P

• N2K B22DELL P FI

（注）

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
100

レイヤ 2外部接続の設定

ACIファブリックでイーサネットトラフィックを介したファイバチャネルのサポート



FCoEの使用されている vlanには、グローバルに設定 vlanScope必要があります。FCoEの
vlanScope portLocalに設定はサポートされていません。値は、L2インターフェイスポリシー
l2IfPol経由で設定されます。

（注）

FCoE ACIを通過するトラフィックをサポートするトポロジ

ACIファブリック over FCoEトラフィックをサポートする一般的な設定のトポロジは、次のコ
ンポーネントで構成されています。

図 5 : ACIトポロジサポート FCoEトラフィック

• [FC SANを介して NPVバックボーンとして機能するためのポリシーに設定された 1つ以
上の ACI Leafスイッチ

• Fポートとして機能するように設定 NPV設定のリーフスイッチ上のインターフェイスを
選択します。
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Fポートでは、FCoEトラフィックとSAN管理またはSANを消費しているアプリケーショ
ンを実行しているホストの対応します。

• NPポートとして機能する NPV設定のリーフスイッチ上のインターフェイスを選択しま
す。

NPポートでは、FCoEトラフィックと FCFブリッジの対応します。

FCFブリッジは、通常は SANストレージデバイスを接続するファイバチャネルのリンクから
FCトラフィックを受信し、SAN管理または SANのデータを消費しているホストに ACIファ
ブリック上を伝送するための FCoEフレームに FCパケットをカプセル化します。FCoEトラ
フィックを受信し、ファイバチャネルネットワーク経由で伝送するための FCに戻る再しま
す。

上記の ACIトポロジでは、FCoEトラフィックのサポートには、ホストと Fポートおよび FCF
デバイスと NPポート間の直接接続間の直接接続が必要です。

（注）

APICサーバを設定し、APIC gui FCoEトラフィックをモニタ演算子を有効にする、APIC NX-OS
スタイルの CLI、またはアプリケーションで、APIC REST APIをコールします。

FCoEの初期化をサポートするトポロジ

FCoEトラフィックフローの説明に従ってを行われるするためには、する必要もありますSAN
ホストが Fポートとして有効になっているインターフェイスを検出する、FCoE Initialization
protocol (FIP)パケットがブロードキャストされる別の VLAN接続を設定します。

vFCインターフェイス設定ルール

VFCのネットワークとAPIC GUI、NX-OSスタイル CLI、または REST APIを通じて EPGの導
入を設定するかどうかは、プラットフォーム、次の一般的なルールが適用されます。

• Fポートモードは、vFCポートのデフォルトモードです。NPポートモードは、インター
フェイスポリシーで具体的に設定する必要があります。

•デフォルトのロードバランシングモードはリーフスイッチ、またはインターフェイスレ
ベル vFC設定が src dst ox id。

•ブリッジドメインごとに 1つの VSAN割り当てがサポートされます。

• VSANプールおよびVLANプールの割り当てモードは、常にスタティックである必要があ
ります。

• vFCのポートには、VSAN (ファイバチャネルドメインとも呼ばれる)が含まれるドメイ
ンの VLANにマッピングされた VSANとの関連付けが必要です。
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FCoE NX-OSスタイル CLI設定

NX-OSスタイルCLIを使用したポリシーまたはプロファイルのないFCoE
接続の設定

次の例の NX-OSスタイル CLIシーケンス EPGの FCoE接続を設定する e1 テナントで t1 設
定またはスイッチレベルとインターフェイスレベルポリシーとプロファイルを適用せず。

手順

目的コマンドまたはアクション

サンプルコマンドシーケンスはブリッ

ジドメインを作成 b1 テナントで t1
ターゲットテナントの下には、FCoEト
ラフィックをサポートするブリッジド

メインを設定します。

ステップ 1

FCoE接続をサポートするように設定し
ます。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

サンプルコマンドシーケンス作成 EPG
e1 し、FCoEに設定されたブリッジド

同じのテナントの下には、FCoEに設定
されたブリッジドメインとターゲット

EPGを関連付けます。

ステップ 2

メインにその EPGを関連付けます b1
。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

例 A 、サンプルコマンドシーケンス
は、VSANドメインを作成 dom1 VSAN

VLANマッピングに VSANドメイン、
VSANプール、VLANプール、VSANを
作成します。

ステップ 3

プールと VLANプール、VSAN 1を

例：
VLAN 1にマッピングされ、VLAN 2に
VSAN 2をマップ

A
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10

例B 、代替サンプルコマンドシーケン
スは再利用可能なVSAN属性テンプレー

apic1(config-vsan)# vlan 1-10 トを作成 pol1 VSANドメインを作成
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 1 vlan

し、 dom1 、そのテンプレートから属
性とマッピングを継承します。

1 loadbalancing src-dst-ox-id
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-vsan)# fcoe vsan 2 vlan
2

例：

B
apic1(config)# template vsan-attribute
pol1
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan 2
vlan 12 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan 3
vlan 13 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# exit
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10
apic1(config-vsan)# vlan 1-10
apic1(config-vsan)# inherit
vsan-attribute pol1
apic1(config-vsan)# exit

例では、コマンドシーケンスは、通常

の VLANドメインを作成 fipVlanDom
FCoE Initialization (FIP)プロセスをサポー
トする物理ドメインを作成します。

例：

ステップ 4

、VLANを含む 120 FIPプロセスをサ
ポートします。

apic1(config)# vlan-domain fipVlanDom
apic1(config-vlan)# vlan 120
apic1(config-vlan)# exit

コマンドシーケンスがブリッジドメイ

ンを作成例では、 fip bd 。
ターゲットテナントの下には、定期的

なブリッジドメインを設定します。

例：

ステップ 5

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v2
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain
fip-bd
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v2
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

例では、コマンドシーケンス関連付け

ます EPG epg fip ブリッジドメインを
fip bd 。

同じのテナントの下には、設定されてい

る定期的なブリッジドメインでこのEPG
を関連付けます。

例：

ステップ 6

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg epg-fip

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member fip-bd
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
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目的コマンドまたはアクション

例では A コマンドシーケンスは、イン
ターフェイスを有効に 1/2 リーフス

VFCインターフェイスを Fモードで設
定します。

例：

ステップ 7

イッチで 101 として機能する、 F ポー
トおよびインターフェイスの VSANの
ドメインに関連 dom1 。A

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet ネイティブモードで 1つ (と 1つだけ)

の VSAN対象のインターフェイスの各1/2
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain

割り当てる必要があります。各インターmember fipVlanDom

フェイスには、通常モードで1つ以上のapic1(config-leaf-if)# switchport trunk
native vlan 120 tenant t1 application

追加 Vsanを割り当てることができま
す。

a1 epg epg-fip
apic1(config-leaf-if)# exit

サンプルコマンドシーケンスは、対象

のインターフェイスを関連付けます 1/2
と。

apic1(config-leaf)# exit
apic1(config-leaf)# interface vfc 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport mode
f
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain

• VLAN 120 FIPディスカバリのEPG
に関連付けます epg fip およびアプ
リケーション a1 テナントで t1 。

member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan
2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
allowed vsan 3 tenant t1 application

• VSAN 2 ネイティブ VSANとし
て、EPGに関連付けます e1 およ

a1 epg e2
apic1(config-leaf-if)# exit

びアプリケーション a1テナントで
t1 。

例：

B
apic1(config)# vpc context leaf 101
102

• VSAN 3 定期的な VSANとして。
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1

例では B 、コマンドシーケンスは、両
方のレッグ上で同じ、VSANでVPC over

apic1(config-vpc-if)# vlan-domain
member vfdom100
apic1(config-vpc-if)# vsan-domain

vFCを設定します。CLIからログごとにmember dom1

異なる Vsanを指定することはできませapic1(config-vpc-if)# #For FIP
discovery

ん。代替設定は、GUIを高度な apic内
で実行できます。

apic1(config-vpc-if)# switchport trunk
native vlan 120 tenant t1 application
a1 epg epg-fip
apic1(config-vpc-if)# switchport vsan
2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/3
apic1(config-leaf-if)# channel-group
vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：

C
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vfc-po
pc1
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain
member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan
2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2
apic1(config-leaf-if)# channel-group
pc1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

サンプルコマンドシーケンスは、イン

ターフェイスを有効に 1/4 リーフス
VFCインターフェイスをNPモードで設
定します。

例：

ステップ 8

イッチで 101 として機能する、 NP
ポートおよびインターフェイスのVSAN
のドメインに関連 dom1 。

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vfc 1/4
apic1(config-leaf-if)# switchport mode
np
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain
member dom1

ネイティブモードで 1つ (と 1つだけ)
の VSAN対象のインターフェイスの各

VSANを対象となるFCoE対応インター
フェイスに割り当てます。

ステップ 9

割り当てる必要があります。各インター
例：

フェイスには、通常モードで1つ以上の
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
allowed vsan 1 tenant t1 application 追加 Vsanを割り当てることができま

す。a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan
2 tenant t4 application a4 epg e4 サンプルコマンドシーケンスは、ター

ゲットインターフェイスを VSAN 1に
割り当て、それを EPG e1とアプリケー
ション a1にテナント t1の下で関連付け
ます。「trunk allowed」は、VSAN 1に
通常モードのステータスを割り当てま

す。コマンドシーケンスも割り当てま

す、インターフェイス、必要な ネイ

ティブモード VSAN 2 。次の例に示す
は、同一のインターフェイスを異なるテ

ナントアクセスで実行されているさま

ざまな Epgを提供するためにさまざま
な Vsanの動作を渡します。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
106

レイヤ 2外部接続の設定

NX-OSスタイル CLIを使用したポリシーまたはプロファイルのない FCoE接続の設定



NX-OSスタイルCLIを使用したポリシーまたはプロファイルがあるFCoE
接続の設定

次の例 NX-OSスタイル CLIのシーケンスを作成し、EPGの FCoE接続を設定するポリシーを
使用して e1 テナントで t1 。

手順

目的コマンドまたはアクション

サンプルコマンドシーケンスはブリッ

ジドメインを作成 b1 テナントで t1
ターゲットテナントの下には、FCoE
トラフィックをサポートするブリッジ

ドメインを設定します。

ステップ 1

FCoE接続をサポートするように設定し
ます。

例：

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain
b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member
v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

サンプルコマンドシーケンス作成EPG
e1 その EPGの FCoEに設定されたブ
リッジドメイン関連付け b1 。

同じのテナントの下には、設定されて

いる FCoEブリッジドメインと、ター
ゲット EPGを関連付けます。

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1

apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

例 A 、サンプルコマンドシーケンス
は、VSANドメインを作成 dom1

VLANマッピングにVSANドメイン、
VSANプール、VLANプール、VSAN
を作成します。

ステップ 3

VSANプールとVLANプール、マップ

例：
VSAN 1 VLAN 1と VLAN 2に VSAN 2
をマップ

A
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10

例 B 、代替サンプルコマンドシーケ
ンスは再利用可能な vsan属性テンプ

apic1(config-vsan)# vlan 1-10 レートを作成 pol1 VSANドメインを
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 1 vlan
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目的コマンドまたはアクション

1 loadbalancing
src-dst-ox-id

作成し、 dom1 、そのテンプレートか
ら属性とマッピングを継承します。apic1(config-vsan)# fcoe vsan 2 vlan

2

例：

B
apic1(config)# template vsan-attribute
pol1
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan
2 vlan 12

loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan
3 vlan 13

loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# exit
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# inherit
vsan-attribute pol1
apic1(config-vsan)# exit

FCoE Initialization (FIP)プロセスをサ
ポートする物理ドメインを作成しま

す。

ステップ 4

例：

apic1(config)# vlan-domain fipVlanDom
apic1(config)# vlan-pool fipVlanPool

サンプルコマンドシーケンスは、SAN
のファイバチャネルポリシーを作成

ファイバチャネル SANポリシーを設
定します。

例：

ステップ 5

ffp1 の組み合わせを指定するエラー検
出タイムアウト値 (EDTOV)、resource

apic1#
apic1# configure allocation(リソース割り当て、リソース

の割り当て)タイムアウト値 (RATOV)、apic1(config)# template
fc-fabric-policy ffp1

およびターゲットリーフ上の FCoE対apic1(config-fc-fabric-policy)#
応のインターフェイスのデフォルトFC
マップ値スイッチです。

fctimer e-d-tov 1111
apic1(config-fc-fabric-policy)#
fctimer r-a-tov 2222
apic1(config-fc-fabric-policy)# fcoe
fcmap 0E:FC:01
apic1(config-fc-fabric-policy)# exit

サンプルコマンドシーケンスは、ファ

イバチャネルノードのポリシーを作成

ファイバチャネルノードポリシーを

作成します。

例：

ステップ 6

flp1を中断のロードバランシングの有
効化と FIPキープアライブ値の組み合

apic1(config)# template fc-leaf-policy
flp1 わせを指定します。これらの値は、

ターゲットリーフスイッチ上のすべてapic1(config-fc-leaf-policy)# fcoe
fka-adv-period 44
apic1(config-fc-leaf-policy)# exit
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目的コマンドまたはアクション

の FCoE対応インターフェイスにも適
用されます。

サンプルコマンドシーケンスはノード

ポリシーグループを作成 lpg1 、SAN
ノードポリシーグループを作成しま

す。

例：

ステップ 7

のファイバチャネルポリシーの値を結

合する ffp1 とファイバチャネルノー
apic1(config)# template
leaf-policy-group lpg1 ドのポリシー、 flp1 。このノードポ

リシーグループの合計値は、後で設定apic1(config-leaf-policy-group)#
inherit fc-fabric-policy ffp1

されているノードのプロファイルに適

用できます。
apic1(config-leaf-policy-group)#
inherit fc-leaf-policy flp1
apic1(config-leaf-policy-group)# exit
apic1(config)# exit
apic1#

サンプルコマンドシーケンスがノード

のプロファイルを作成 lp1 ノードポリ
ノードプロファイルを作成します。

例：

ステップ 8

シーグループと関連付けます lpg1 、
apic1(config)# leaf-profile lp1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group ノードグループ lg1 、およびリーフ

スイッチ 101 。lg1
apic1(config-leaf-group)# leaf 101
apic1(config-leaf-group)#
leaf-policy-group lpg1

サンプルコマンドシーケンスは、イン

ターフェイスグループのポリシーを作

Fポートインターフェイスのインター
フェイスポリシーグループを作成しま

す。

ステップ 9

成 ipg1 し、プライオリティフロー制

例：
御の有効化、Fポートの有効化、およ
びこのポリシーグループに適用されて

apic1(config)# template policy-group
ipg1 いるすべてのインターフェイスに対し

て低速ドレインポリシーの値を決定す

る値の組み合わせを割り当てます。

apic1(config-pol-grp-if)#
priority-flow-control mode auto
apic1(config-pol-grp-if)# switchport
mode f
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
pause timeout 111
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout count 55
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout action log

サンプルコマンドシーケンスは、イン

ターフェイスグループポリシー ipg2
NPポートインターフェイスのインター
フェイスポリシーグループを作成しま

す。

ステップ 10

を作成し、このポリシーグループに適

例：
用されているすべてのインターフェイ

スに対して、優先順位フロー制御の有
apic1(config)# template policy-group
ipg2 効化、NPポートの有効化、低速ドレイ

ンポリシーの値を決定する値の組み合

わせを割り当てます。

apic1(config-pol-grp-if)#
priority-flow-control mode auto
apic1(config-pol-grp-if)# switchport
mode np
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
pause timeout 111
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout count 55
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout action log

サンプルコマンドシーケンスは、イン

ターフェイスプロファイルを作成 lip1
Fポートインターフェイスのインター
フェイスプロファイルを作成します。

例：

ステップ 11

Fポートのインターフェイスの Fポー
トの特定のインターフェイスポリシー

apic1# configure
apic1(config)# leaf-interface-profile グループプロファイルを関連付けます

ipg1、このインターフェイスを指定しlip1
apic1(config-leaf-if-profile)#

プロファイルとその関連するポリ

シー。適用されます。
description 'test description lip1'
apic1(config-leaf-if-profile)#
leaf-interface-group lig1
apic1(config-leaf-if-group)#
description 'test description lig1'
apic1(config-leaf-if-group)#
policy-group ipg1
apic1(config-leaf-if-group)# interface
ethernet 1/2-6, 1/9-13

サンプルコマンドシーケンスは、イン

ターフェイスプロファイルを作成 lip2
NPポートインターフェイスのインター
フェイスプロファイルを作成します。

例：

ステップ 12

NPポートインターフェイス、NPポー
トの特定のインターフェイスポリシー

apic1# configure
apic1(config)# グループプロファイルに関連付けます

ipg2 、このインターフェイスを指定leaf-interface-profile lip2
apic1(config-leaf-if-profile)#

し、プロファイルとその関連するポリ

シー適用されます。
description 'test description lip2'

apic1(config-leaf-if-profile)#
leaf-interface-group lig2

apic1(config-leaf-if-group)#
description 'test description lig2'

apic1(config-leaf-if-group)#
policy-group ipg2
apic1(config-leaf-if-group)# interface
ethernet 1/14

サンプルコマンドシーケンスは、FCoE
トラフィックプライオリティフロー制

レベル 1のQoSクラスポリシーを設定
します。

ステップ 13

御ポリシーを適用することがおよび非
例：

ドロップパケットのクラスのサービス
apic1(config)# qos parameters level1
apic1(config-qos)# pause no-drop cos
3

レベル 3の処理を一時停止のQoSレベ
ルを指定します。
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NX-OSスタイル CLIを使用して FCoEオーバー FEXの設定
FEXポートは、ポート Vsanとして設定されます。

手順

ステップ 1 テナントと VSANのドメインを設定します。

例：

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vlan 1-100
apic1(config-vsan)# vsan 1-100
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 2 vlan 2 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 3 vlan 3 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 5 vlan 5
apic1(config-vsan)# exit

ステップ 2 FEXをインターフェイスに関連付けます。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/12
apic1(config-leaf-if)# fex associate 111
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 3 ポート、ポートチャネル、および VPCあたり FEXを介して FCoEを設定します。

例：

apic1(config-leaf)# interface vfc 111/1/2
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# exit

apic1(config-leaf)# interface vfc-po pc1 fex 111
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 111/1/3
apic1(config-leaf-if)# channel-group pc1
apic1(config-leaf-if# exit
apic1(config-leaf)# exit
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apic1(config)# vpc domain explicit 12 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1 fex 111 111
apic1(config-vpc-if)# vsan-domain member dom1
apic1(config-vpc-if)# switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# fex associate 111
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 111/1/2
apic1(config-leaf-if)# channel-group vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 4 設定を確認するには、次のコマンドを実行します。

例：

apic1(config-vpc)# show vsan-domain detail
vsan-domain : dom1

vsan : 1-100

vlan : 1-100

Leaf Interface Vsan Vlan Vsan-Mode Port-Mode Usage
Operational State
------------ ---------------- ---- ---- ----------- ---------
--------------------------------------
101 vfc111/1/2 2 2 Native Tenant: t1
Deployed

App: a1
Epg: e1

101 PC:pc1 5 5 Native Tenant: t1
Deployed

App: a1
Epg: e1

101 vfc111/1/3 3 3 Native F Tenant: t1
Deployed

App: a1
Epg: e1

NX-OSスタイルの CLIを使用した FCoE設定の検証
次 show コマンドは、リーフスイッチポートで FCoEの設定を確認します。

手順

使用して、 vsanドメインを表示 コマンドをターゲットスイッチで FCoEが有効になってい
ることを確認します。
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コマンドの例では、FCoEがリストされているリーフスイッチおよび接続の詳細をFCFで有効
になっていることを確認します。

例：

ifav-isim8-ifc1# show vsan-domain detail
vsan-domain : iPostfcoeDomP1

vsan : 1-20 51-52 100-102 104-110 200 1999 3100-3101 3133
2000

vlan : 1-20 51-52 100-102 104-110 200 1999 3100-3101 3133
2000

Vsan Port Operational
Leaf Interface Vsan Vlan Mode Mode Usage State
---- --------- ---- ---- ------- ---- ---------------- ------------
101 vfc1/11 1 1 Regular F Tenant: iPost101 Deployed

App: iPost1

Epg: iPost1

101 vfc1/12 1 1 Regular NP Tenant: iPost101 Deployed

App: iPost1

Epg: iPost1

101 PC:infraAccBndl 4 4 Regular NP Tenant: iPost101 Deployed

Grp_pc01 App: iPost4

Epg: iPost4

101 vfc1/30 2000 Native Tenant: t1 Not deployed
App: a1 (invalid-path)

Epg: e1

NX-OSスタイル CLIを使用した FCoE要素の展開解除
ACIファブリックから FCoE接続を導入解除に移動してもでは、いくつかのレベルで FCoEコ
ンポーネントを削除することが必要です。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
113

レイヤ 2外部接続の設定

NX-OSスタイル CLIを使用した FCoE要素の展開解除



手順

ステップ 1 リーフポートインターフェイスの属性のリスト、そのモードの設定をデフォルトに設定し、
その EPGの導入とドメインの関連付けを削除します。

インターフェイス vfcのポートモードの設定を設定する例 1/2 のデフォルトに [EPGの導入を
削除 e1 と VSANドメインに関連付け dom1 そのインターフェイスから。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vfc 1/2
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface vfc 1 / 2
# Time: Tue Jul 26 09:41:11 2016
leaf 101
interface vfc 1/2
vsan-domain member dom1
switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
exit

exit
apic1(config-leaf-if)# no switchport mode
apic1(config-leaf-if)# no switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# no vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 2 一覧表示し、VSANマッピングおよび VLANと VSANのプールを削除します。

例の VSANの VLANマッピングが削除されます vsan 2 、VLANプール 1-10 、および VSAN
プール 1-10 VSANドメインから dom1 。

例：

apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# show run
# Command: show running-config vsan-domain dom1
# Time: Tue Jul 26 09:43:47 2016
vsan-domain dom1
vsan 1-10
vlan 1-10
fcoe vsan 2 vlan 2
exit

apic1(config-vsan)# no fcoe vsan 2
apic1(config-vsan)# no vlan 1-10
apic1(config-vsan)# no vsan 1-10
apic1(config-vsan)# exit

#################################################################################
NOTE: To remove a template-based VSAN to VLAN mapping use an alternate sequence:
#################################################################################

apic1(config)# template vsan-attribute <template_name>
apic1(config-vsan-attr)# no fcoe vsan 2

ステップ 3 VSANドメインを削除します。

例は、ドメインの VSANを削除する dom1 。

例：
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apic1(config)# no vsan-domain dom1

ステップ 4 必要はないかどうかは、関連付けられているテナント、EPG、およびセレクタを削除できま
す。

ファイバチャネル NPV

ファイバチャネル接続の概要

スイッチは、NPVを有効にした後はNPVモードになります。NPVモードはスイッチ全体に適
用されます。NPVモードのスイッチに接続するすべてのエンドデバイスは、Nポートとして
ログインし、この機能を使用する必要があります（ループ接続デバイスはサポートされていま

せん）。（NPVモードの）エッジスイッチから NPVコアスイッチへのすべてのリンクは、
（Eポートではなく）NPポートとして確立されます。このポートは、通常のスイッチ間リン
クに使用されます。

FC NPVの利点

FC NPVでは次の機能を提供します。

•ファブリックのドメイン IDを追加することがなく、ファブリックに接続しているホスト
数の増加する

• FCおよび FCoEホストとターゲットの FCインターフェイスを使用した SANファブリッ
クへの接続

•自動トラフィックマッピング

•スタティックトラフィックマッピング

•自動ロードバランシングの中断

FC NPVモード

ACIの Feature-set fcoe-npvは、最初に FCoE/FC設定がプッシュされるときに、デフォルトで自
動的に有効なります。

FCトポロジ

ACIファブリックでFCトラフィックをサポートする一般的な設定のトポロジは、次のコンポー
ネントで構成されています。
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•リーフは、FCoE NPポートまたはネイティブ FC NPポートを使用して FCスイッチに接続
できます。

• ACIリーフは、FCoEリンクを使用してサーバ/ストレージと直接接続することができま
す。

• FC/FCoEトラフィックは、ファブリック/スパインには送信されません。リーフスイッチ
では、FCoEトラフィックのローカルスイッチングは実行しません。スイッチングは、
FC/FCoE NPVリンク経由でリーフスイッチと接続されているコアスイッチによって行わ
れます。

• Flogiに続く複数の FDISCは、FCoEホストと FC/FCoE NPリンクによりサポートされま
す。
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FC NPVの注意事項と制約事項
FC NPVを設定する場合、次の注意事項および制限事項に注意してください。

• FC設定に使用できるポートの範囲は 1～ 48です。ポート 49～ 54までは FCポートを変
換できません。

• Fポートとしての FCポートモードはサポートされていません。

• SANポートチャネルがサポートされていません。

• FC NPVリンクで FEX経由の FCoEホストはサポートされていません。

• FC速度の自動化および 32 Gはサポートされていません。

• ACIリーフ 93180YC-FXポートが 8 G速度で設定されているとき、Brocade Port Blade
FC16-32への FC Uplink（NP）接続はサポートされていません。

• FCトランクモード ONおよび自動化はサポートされていません。

• FC塗りつぶしパターン ARBFFはサポートされていません。

• FCは 40 Gおよびブレイクアウトポートではサポートされていません。

• FCポートでは、FEX起動はサポートされていません。

• FC NPVのサポートは、リリース 3.2(1)において N9K-C93180YC-FXに限られます。

•イーサネットから FC（またはその逆）のポート変換には、スイッチのリロードが必要で
す。現在 1個のポートの連続範囲のみ FCポートに変換可能で、この範囲はあり 4の倍数
で終わるポート番号である必要があります。例：1 ~ 4、1 ~ 8、または 21-24。

NX-OS CLIを使用したポリシーまたはプロファイルのない FC接続の設
定

次の例コマンドシーケンスは、FCoE接続をサポートするように設定テナント t1でブリッジ
ドメイン b1を作成します。

始める前に

•ターゲットテナントの下には、FCoEトラフィックをサポートするブリッジドメインを設
定します。

手順

ステップ 1 FCoE接続をブリッジドメインを作成します。

例：
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apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 2 同じのテナントの下には、FCoEに設定されたブリッジドメインとターゲットEPGを関連付け
ます。次のコマンドシーケンスの例では、EPG e1を作成し、FCoEに設定されたブリッジド
メイン b1にその EPGを関連付けます。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 3 次の例では、1～ 10の VSANで VSANドメイン dom1が作成されます。

例：

apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10

ステップ 4 ポートの範囲をイーサネットから FCモードに変換します。次の例では、スイッチのポート
1/1-4を 101から FCに変換します。

例：

apic1# config
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# slot 1
apic1(config-leaf-slot)# port 1 4 type fc
apic1(config-leaf-slot)# exit
apic1(config-leaf)# exit

イーサネットから FC（およびその逆）へのポート変換には、スイッチのリロードが
必要です。

（注）

ステップ 5 FCインターフェイスを NPモードに設定します。次の例では、インターフェイス fc 1/10にさ
まざまなインターフェイスプロパティを設定し、VSANドメイン dom1にそのインターフェイ
スを関連付けます。対象のインターフェイスのそれぞれが、ネイティブモードで1個（そして
1個のみ）の VSANを割り当てる必要があります。サンプルコマンドシーケンスは、対象の
インターフェイス 1/10をネイティブ VSANとして VSAN 10に関連付け、テナント t1で EPG
e1およびアプリケーション a1に関連付けます。

例：

apic1(config-leaf)# interface fc 1/10
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport mode [f | np]
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport rxbbcredit <16-64>
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport speed [16G | 32G | 4G | 8G | auto | unknown]
apic1(config-leaf-fc-if)# vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport vsan 10 tenant t1 application a1 epg e1
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ステップ 6 サーバポートをアップリンクポートにピンするためトラフィックマップを作成します。次の
例では、FC 1/7アップリンクインターフェイスにピンされているvFC 1/47サーバインターフェ
イスにトラフィックマップを作成します。

例：

apic1# config
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# npv traffic-map server-interface vfc 1/47 label label1 tenant tenant1
application app1 epg epg1
apic1(config-leaf)# npv traffic-map external-interface fc 1/7 tenant tenant1 label label1

ポリシーまたはNX-OSは、CLIを使用したプロファイルと FC接続の設
定

次の例コマンドシーケンスは、FCoE接続をサポートするように設定テナント t1でブリッジ
ドメイン b1を作成します。

始める前に

•ターゲットテナントの下には、FCoEトラフィックをサポートするブリッジドメインを設
定します。

手順

ステップ 1 FCoE接続をブリッジドメインを作成します。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 2 同じのテナントの下には、FCoEに設定されたブリッジドメインとターゲットEPGを関連付け
ます。次の例コマンドシーケンスは、EPG e1を作成し、FCoEに設定されたブリッジドメイ
ン b1にその EPGを関連付けます。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
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ステップ 3 VSANドメインを作成します。次の例では、1 ~ 10の vsanの vsanドメイン dom1が作成されま
す。

例：

apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10

ステップ 4 NPポートインターフェイスのインターフェイスポリシーグループを作成します。サンプル
コマンドシーケンスは、FCインターフェイスポリシーグループ ipg2を作成し、このポリシー
グループに適用されているインターフェイスの値を決定する値の組み合わせを割り当てます。

例：

apic1(config)# template fc-policy-group ipg1
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport ?
fill-pattern Configure fill pattern for fc interface
mode Configure port mode for fc interface
rxbbcredit Configure rxBBCredit for fc interface
speed Configure speed for fc interface
trunk-mode Configure trunk-mode for fc interface
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport fill-pattern [ARBFF | IDLE]
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport mode [f | np]
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport rxbbcredit <16-64>
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport speed [16G | 32G | 4G | 8G | auto | unknown]
apic1(config-fc-pol-grp-if)# vsan-domain member dom1

ステップ 5 FCポートインターフェイスのインターフェイスプロファイルを作成します。サンプルコマン
ドシーケンスの FCポートインターフェイスのインターフェイスプロファイル lip1を作成す
るには、プロファイルの関連付け FCインターフェイスポリシーグループ ipg1、およびプロ
ファイルとその関連するポリシーが適用このインターフェイスを指定します。

例：

apic1# configure
apic1(config)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-if-profile)# description 'test description lip1'
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group lig1
apic1(config-leaf-if-group)# description 'test description lig1'
apic1(config-leaf-if-group)# fc-policy-group ipg1
apic1(config-leaf-if-group)# interface fc 1/1-4

ステップ 6 リーフプロファイルを作成し、そのリーフプロファイルにリーフインターフェイスプロファ
イルを割り当てて、そのプロファイルの適用先となるリーフ IDを割り当てます:

例：

apic1(config)# leaf-profile lp103
apic1(config-leaf-profile)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group range
apic1(config-leaf-group)# leaf 103
apic1(config-leaf-group)#

リーフインターフェイスプロファイルリーフに関連付けると、リーフのリロードが

FCポートとしてこれらのポートを起動する必要があります。
（注）
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802.1Qトンネルの設定

ACI 802.1 qトンネルについて
図 6 : ACI 802.1 qトンネル

Cisco ACIおよび Cisco APICリリース 2.2(1x)以降では、エッジ（トンネル）ポートで 802.1Q
トンネルを設定して、QoS（QoS）の優先順位設定とともに、ファブリックのイーサネットフ
レームの point-to-multi-pointトンネリングを有効にできます。Dot1qトンネル は、タグ付き、
802.1Qタグ付き、802.1ad二重タグ付きフレームを、ファブリックでそのまま送信します。各
トンネルでは、単一の顧客からのトラフィックを伝送し、単一のブリッジドメインに関連付け

られています。ACI前面パネルポートは、Dot1qトンネルの一部である可能性があります。
レイヤ 2スイッチングは宛先MAC（DMAC）に基づいて行われ、通常のMACラーニングは
トンネルで行われます。エッジポート Dot1qトンネルは、第二世代以降のスイッチのモデル
名の最後に「EX」がつく Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでサポートされます。

Cisco ACIおよび Cisco APICリリース 2.3(x)では、同じコアポートで複数の 802.1 qトンネル
を設定可能で、複数の顧客から二重タグ付きトラフィックを伝送し、これは 802.1 q用に設定
されたアクセスのカプセル化を各自識別できます。802.1Qトンネルでは、MACアドレス学習
を無効にすることもできます。エッジポートとコアポートの両方を、アクセスカプセル化が

設定され、MACアドレス学習が無効にされた 802.1Qトンネルに所属させることができます。
Dot1qトンネルのエッジポートとコアポートの両方は、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの
第三世代の、スイッチモデル名の末尾に「FX」が付いている機種でサポートされます。
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このドキュメントで使用する用語は、Cisco Nexus 9000シリーズのドキュメントとは異なって
いる場合があります。

表 11 : 802.1Qトンネルの用語

Cisco Nexus 9000シリーズのドキュメントACIのドキュメント

トンネルポートエッジポート

トランクポートコアポート

次の注意事項および制約事項が適用されます:

• VTP、CDP、LACP、LLDP、および STPプロトコルのレイヤ 2トンネリングは、次の制限
付きでサポートされます。

•リンク集約制御プロトコル (LACP)トンネリングは、個々のリーフインターフェイス
を使用する、ポイントツーポイントトンネルでのみ、予想通りに機能します。ポート

チャネル（PC）または仮想ポートチャネル（vPC）ではサポートされません。

• PCまたは vPCを持つ CDPおよび LLDPトンネリングは確定的ではありません。これ
は、トラフィックの宛先として選択するリンクによって異なります。

•レイヤ 2プロトコルトンネリングに VTPを使用するには、CDPをトンネル上で有効
にする必要があります。

•レイヤ 2プロトコルのトンネリングが有効になっており、Dot1qトンネルのコアポー
トにブリッジドメインが展開されている場合、STPは 802.1 qトンネルブリッジドメ
インではサポートされません。

• ACIリーフスイッチは、トンネルブリッジドメインのエンドポイントで点滅し、ブ
リッジドメインでフラッディングして STP TCNパケットに反応します。

• 2個上のインターフェイスを持つ CDPおよび LLDPトンネリングが、すべてのイン
ターフェイスでパケットをフラッディングします。

• Cisco APICリリース 2.3(x)以降では、エッジポートからコアポートにトンネリング
しているレイヤ 2プロトコルパケットの宛先MACアドレスは、01-00-0c-cd-cd-d0に
書き換えられ、コアポートからエッジポートにトンネリングしているレイヤ 2プロ
トコルパケットの宛先MACアドレスは、プロトコルに対して標準のデフォルトMAC
アドレスに書き換えられます。

• PCまたは VPCが Dot1qトンネルの唯一のインターフェイスであり、削除され再度設定
される場合、Dot1qトンネルに対する PC/VPCの関連付けを削除してから再設定します。

• Cisco APICリリース 2.2(x)では、二重タグつきフレームのイーサタイプは 0x8100の後に
0x9100が続く必要があります。

ただし、Cisco APICリリース 2.3(x)以降の場合、この制限は第三世代のスイッチモデル名
の最後に「FX」がつく Cisco Nexus switchesのエッジポートには適用されません。
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•コアポートについては、二重タグつきフレームのイーサタイプは、0x8100の後に 0x8100
が続く必要があります。

•複数のエッジポートおよびコアポート（リーフスイッチ上も）をDot1qトンネルに含む
ことができます。

•エッジポートは 1つのトンネルの一部にのみ属することが可能ですが、コアポートは複
数の Dot1qトンネルに属することができます。

• Cisco APICリリース 2.3(x)以降では、通常の EPGが 802.1 qで使用されるコアポートに展
開できます。

• L3Outsは Dot1qトンネルに有効になっているインターフェイスではサポートされていま
せん。

• FEXは Dot1qトンネルのメンバとしてはサポートされていません。

•ブレークアウトポートとして設定されているインターフェイスは、802.1 qをサポートし
ていません。

•インターフェイスレベルの統計情報は Dot1qトンネルのインターフェイスでサポートさ
れていますが、トンネルレベルの統計情報はサポートされていません。

NX-OSスタイル CLIを使用した802.1Qトンネルの設定

Dot1qトンネルに含まれるインターフェイスのポート、ポートチャネル、仮想ポートチャネ
ルを使用できます。手順の詳細にはポートの設定が含まれます。エッジおよびコアポートチャ

ネルと仮想ポートチャネルを設定するコマンドについては、下の例を参照してください。

（注）

次の手順で、Dot1qトンネルを作成し、NX-OSスタイル CLIを使用してトンネルで使用する
インターフェイスを設定します。

Dot1qトンネルには2個以上のインターフェイスを含める必要があります。手順を繰り返し
（または2個のインターフェイスをまとめて設定)、Dot1qトンネルで使用する各インターフェ
イスをマークします。この例で、2個のインターフェイスは単一の顧客で使用されているエッ
ジスイッチポートとして設定されます。

（注）

次の手順を使用して、設定を次の手順を使用して、NX-OSスタイル CLIを使用して Dot1qト
ンネルを設定します。

1. トンネルで使用するインターフェイスを最低 2個設定します。

2. Dot1qトンネルを作成します。

3. トンネルとすべてのインターフェイスを関連付けます。
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始める前に

Dot1qトンネルを使用するテナントを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

次の手順により802.1Qで使用するため
の 2個のインターフェイスを設定しま
す。

ステップ 2

Dot1qトンネルのインターフェイスが
配置されるリーフを特定します。

leaf ID

例：

ステップ 3

apic1(config)# leaf 101

トンネルのポートとしてマークされる

インターフェイスを特定します。

interface ethernet slot/port

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/13-14

802.1Qトンネルで使用するインター
フェイスをマークして、設定モードを

そのままにします。

switchportmode dot1q-tunnel {edgePort
| corePort}

例：

ステップ 5

この例では、エッジポートを使用する

ためにいくつかのインターフェイス設

apic1(config-leaf-if)# switchport mode
dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-leaf-if)# exit

定を示します。トンネルに複数のインapic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit

ターフェイスを設定するには、手順 3
～ 5を繰り返します。

次の手順で 802.1qトンネルを作成しま
す。

ステップ 6

インターフェイスが配置されている

リーフに戻ります。

leaf ID

例：

ステップ 7

apic1(config)# leaf 101

トンネルに含まれるインターフェイス

に戻ります。

interface ethernetslot/port

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/13-14
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目的コマンドまたはアクション

トンネルにインターフェイスに関連付

け、設定モードを終了します。

switchport
tenanttenant-namedot1q-tunnel
tunnel-name

ステップ 9

例：

apic1(config-leaf-if)# switchport
tenant tenant64 dot1q-tunnel
vrf64_edgetunnel
apic1(config-leaf-if)# exit

トンネルとその他のインターフェイス

を関連付けるには、ステップ7～10を
繰り返します。

ステップ 10

例：NX-OSスタイル CLIでポートを使用する 802.1Qトンネルを設定する

この例では、2つのポートを Dot1qトンネルで使用されるエッジポートインターフェイスと
してマークし、さらに 2つのポートをコアポートインターフェイスで使用されるものととし
てマークし、トンネルを作成して、ポートをトンネルに関連付けます。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/13-14
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/10, 1/21
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel corePort
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel cdp
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel lldp
apic1(config-tenant-tunnel)# access-encap 200

apic1(config-tenant-tunnel)# mac-learning disable
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/13-14
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/10, 1/21
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
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例：NX-OSスタイル CLIでポートチャネルを使用する 802.1Qトンネルを設定する

例では、このエッジポート8021 qインターフェイスとして2つのポートチャネルにマークし、
2つ以上のポートチャネルをコアポート 802.1 qインターフェイスとしてマークして、Dotqト
ンネルを作成し、トンネルとポートチャネルを関連付けます。

apic1# configure
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel cdp
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel lldp
apic1(config-tenant-tunnel)# access-encap 200

apic1(config-tenant-tunnel)# mac-learning disable
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-3
apic1(config-leaf-if)# channel-group pc1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc1
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc2
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/4-5
apic1(config-leaf-if)# channel-group pc2
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc2
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel corePort
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel

例：NX-OSスタイル CLIで仮想ポートチャネルを使用する 802.1Qトンネルを設定する

この例では、2つの仮想ポートチャネル (VPC)を Dot1qトンネルのエッジポート 802.1Qイン
ターフェイスとしてマークし、さらに2つのVPCをトンネルのためのコアポートインターフェ
イスとしてマークし、トンネルを作成して、仮想ポートチャネルをトンネルに関連付けていま

す。

apic1# configure
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1
apic1(config-vpc-if)# switchport mode dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 103 104
apic1(config)# vpc context leaf 103 104
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc2
apic1(config-vpc-if)# switchport mode dot1q-tunnel corePort
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# exit
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apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel cdp
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel lldp
apic1(config-tenant-tunnel)# access-encap 200

apic1(config-tenant-tunnel)# mac-learning disable
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/6
apic1(config-leaf-if)# channel-group vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 104
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/6
apic1(config-leaf-if)# channel-group vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1
apic1(config-vpc-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-vpc-if)# exit

ダイナミックブレークアウトポートの設定

ダイナミックブレークアウトポートの設定

ブレークアウトケーブルは非常に短いリンクに適しており、コスト効率の良いラック内および

隣接ラック間を接続する方法を提供します。

ブレークアウトでは、40ギガビット（Gb）ポートを独立して 4分割し、10Gbまたは 100Gb
ポートを独立した状態で論理 25 Gbポートに 4分割できます。

ブレークアウトポートを設定する前に、次のケーブルのいずれかを使用して 40 Gbポートを 4
つの 10 Gbポートまたは 100 Gbポートを 4つの 25 Gbポートに接続します。

• Cisco QSFP-4SFP10G

• Cisco QSFP-4SFP25G

40 Gbから 10 Gbまでのダイナミックブレークアウト機能は、次のスイッチのポートが面して
いるアクセスでサポートされています。

• N9K-C9332PQ

• N9K-C93180LC-EX

• N9K-C9336C-FX

100 Gbから 25 Gbまでのブレークアウト機能は、次のスイッチのポートが面しているアクセ
スでサポートされています。

• N9K-C93180LC-EX

• N9K-C9336C-FX2
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• N9K-C93180YC-FX

次の注意事項および制約事項を確認します。

•一般に、ブレーアウトおよびポートプロファイル（アップリンクからダウンリンクへ変更
されたポート）は、同一ポートではサポートされません。

ただし Cisco APIC、リリース 3.2から、ダイナミックブレークアウト（100 Gbおよび 40
Gbの両方）は N9K-C93180YC-FXスイッチのプロファイリングされた QSFPポートでサ
ポートされます。

•ファストリンクフェールオーバーポリシーは、ダイナミックブレークアウト機能と同一
ポートではサポートされていません。

•ブレークアウトのサポートは、ポリシーモデルが使用されているその他のポートタイプ
と同じ方法で使用できます。

•ポートがダイナミックブレークアウトに対して有効になっている場合、親ポートのその他
のポート（モニタリングポリシー以外）は無効になります。

•ポートがダイナミックブレークアウトに対して有効になっている場合、親ポートのその他
の EPG展開が無効になります。

•ブレークアウトサブポートは、ブレークアウトポリシーグループを使用してもこれ以上
分割することはできません。

NX-OSスタイルの CLIを使用したダイナミックブレイクアウトポート
の設定

ブレークアウトポートを設定、設定を確認および NX-OSスタイル CLIを使用してサブポート
で、EPGを設定するには、次の手順を使用します。

始める前に

• ACIファブリックが設置され、APICコントローラがオンラインになっており、APICクラ
スタが形成されて正常に動作していること。

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチが ACIファブリックに登録され、使用可能であること。

• 40GEまたは 100GEリーフスイッチポートは、ダウンリンクポートに Ciscoブレークア
ウトケーブルを接続します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ブレークアウトポートが配置され、

リーフ configuration mode(設定モード、
leaf ID

例：

ステップ 2

コンフィギュレーションモード)を開
始リーフスイッチを選択します。

apic1(config)# leaf 101

40ギガビットイーサネット (GE)ブ
レークアウトポートとして有効にする

インターフェイスを識別します。

interface ethernetslot/port

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/16

ステップ 3

ブレイクアウトを選択したインター

フェイスを有効にします。

breakout10g-4x|25g-4x

例：

ステップ 4

ダイナミックブレイクアウ

トポート機能は、スイッチの

サポートを参照してくださ

い。ダイナミックブレーク

アウトポートの設定（127
ページ）。

（注）apic1(config-leaf-if)# breakout 10g-4x

インターフェイスの実行コンフィギュ

レーションを表示することによって、

show run

例：

ステップ 5

設定を確認し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf
101 interface ethernet 1 / 16
# Time: Fri Dec 2 18:13:39 2016
leaf 101
interface ethernet 1/16
breakout 10g-4x

apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

選択またはブレイクアウトポートで消

費され、テナント configuration mode(設
tenant tenant-name

例：

ステップ 6

定モード、コンフィギュレーション
apic1(config)# tenant tenant64

モード)を開始するテナントを作成しま
す。

作成またはテナントに関連付けられて

いる Virtual Routing and Forwarding
vrf context vrf-name

例：

ステップ 7

(VRF)インスタンスを識別し、
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant)# vrf context
vrf64
apic1(config-tenant-vrf)# exit

configuration mode(設定モード、コン
フィギュレーションモード)を終了し
ます。

作成またはテナントに関連付けられて

いるブリッジドメインを識別し、BD
bridge-domain bridge-domain-name

例：

ステップ 8

configuration mode(設定モード、コン
apic1(config-tenant)# bridge-domain
bd64 フィギュレーションモード)を開始し

ます。

ブリッジドメイン、VRFの関連付け、
configuration mode(設定モード、コン

vrf member vrf-name

例：

ステップ 9

フィギュレーションモード)を終了し
ます。

apic1(config-tenant-bd)# vrf member
vrf64
apic1(config-tenant-bd)# exit

作成またはテナントとEPGに関連付け
られているアプリケーションプロファ

イルを識別します。

application application-profile-name

例：

apic1(config-tenant)# application
app64

ステップ 10

作成または EPGを識別し、EPG
configuration mode(設定モード、コン

epg epg-name

例：

ステップ 11

フィギュレーションモード)に入力し
ます。

apic1(config-tenant)# epg epg64

EPGをブリッジドメインに関連付け、
グローバル設定モードをに戻ります。

bridge-domain member
bridge-domain-name

例：

ステップ 12

たとえば、必要に応じて、サブポート

を設定コマンドを使用して、速度リーapic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member bd64

フインターフェイスモードでサブポー

トを設定します。
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

リーフインターフェイスモードを開始

し、[インターフェイスの速度を設定
speed interface-speed

例：

ステップ 13

configuration mode(設定モード、コン
apic1(config)# leaf 101 フィギュレーションモード)を終了し

ます。apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/16/1
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit

サブポートを設定した後にリーフ

configuration mode(設定モード、コン
show run

例：

ステップ 14

フィギュレーションモード)で次のコ
apic1(config-leaf)# show run
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目的コマンドまたはアクション

マンドを入力して、サブポートの詳細

が表示されます。

サブポート 1/16/1、2/1/16、1/16/3および 4/1/16ブレイクアウトを有効になっているリーフイ
ンターフェイス 1/16で 101上のポートを確認します。

例

この例では、ブレイクアウトポートで設定します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16
apic1(config-leaf-if)# breakout 10g-4x

この例では、サブインターフェイスポートの EPGで設定します。
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# vrf context vrf64
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd64
apic1(config-tenant-bd)# vrf member vrf64
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# application app64
apic1(config-tenant-app)# epg epg64
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd64
apic1(config-tenant-app-epg)# end

この例では、10 Gに、ブレイクアウトの速度サブポートを設定します。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/1
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/2
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/3
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/4
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit

この例では、リーフ 101、インターフェイス 1/16に接続されている、4つのアシスタ
ント的なポートを示します。

apic1#(config-leaf)# show run
# Command: show running-config leaf 101
# Time: Fri Dec 2 00:51:08 2016
leaf 101
interface ethernet 1/16/1
speed 10G
negotiate auto
link debounce time 100
exit

interface ethernet 1/16/2
speed 10G

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
131

レイヤ 2外部接続の設定

NX-OSスタイルの CLIを使用したダイナミックブレイクアウトポートの設定



negotiate auto
link debounce time 100
exit

interface ethernet 1/16/3
speed 10G
negotiate auto
link debounce time 100
exit

interface ethernet 1/16/4
speed 10G
negotiate auto
link debounce time 100
exit

interface ethernet 1/16
breakout 10g-4x
exit

interface vfc 1/16

ポートプロファイルの設定

ポートプロファイルの設定

Cisco APICリリース 3.1 (1)以前、アップリンクポートからダウンリンクポート、あるいはダ
ウンリンクポートからアップリンクポート（ポートプロファイル内）への変換は、Cisco ACI
リーフスイッチではサポートされていませんでした。Cisco APICリリース 3.1 (1)から、アッ
プリンクおよびダウンリンクの変換は、EXまたは FXおよびそれ以降（たとえば、
N9K-C9348GC-FXP）で終わる名前の Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでサポートされてい
ます。変換後のダウンリンクに接続されている FEXもサポートされています。

この機能は次の Ciscoスイッチでサポートされています。

• N9K-C9348GC-FXP

• N9K-C93180LC-EXおよび N9K-C93180YC-FX

• N9K-93180YC-EX、N9K-C93180YC-EX、N9K-C93180YC-EXU

• N9K-C93108TC-EXおよび N9K-C93108TC-FX

• N9K C9336C FX2（ダウンリンクからアップリンクへの変換のみサポート）

制約事項

FASTリンクフェールオーバーポリシーとポートプロファイルは、同じポートではサポート
されていません。ポートプロファイルが有効になっている場合、FASTリンクフェールオー
バーを有効にすることはできません。その逆も同様です。

サポートされている TORスイッチの最後の 2つのアップリンクポートは、ダウンリンクポー
ト（これらはアップリンク接続用に予約済み）に変換することはできません。

Cisco APICリリース 3.2までは、ポートプロファイルとブレイクアウトポートは同じポート
でサポートされていません。
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Cisco APICリリース 3.2以降では、ダイナミックブレイクアウト（100 Gbおよび 40 Gbの両
方）が N9K-C93180YC-FXスイッチのプロファイリングされた QSFPポートでサポートされま
す。ブレイクアウトおよびポートプロファイルでは、ポート49-52でアップリンクからダウン
リンクへの変換が一緒にサポートされています。ブレイクアウト（10 g 4 xまたは 25 g 4 xオプ
ション）は、ダウンリンクのプロファイリングされたポートでサポートされています。

ガイドライン

アップリンクをダウンリンクに変換したり、ダウンリンクをアップリンクに変換したりする際

は、次のガイドラインにご注意ください。

ガイドラインサブジェクト

デコミッションされたノードがポートプロファイル機能を展開して

いる場合、ポート変換はノードのデコミッション後も削除されませ

ん。ポートをデフォルト状態に戻すには、デコミッション後に手動

で設定を削除する必要があります。これを行うには、スイッチにロ

グオンし、setup-clean-config.shスクリプトを実行して、実行される
まで待ちます。それから、リロードコマンドを入力します。

ポートプロファイルを

使用したノードのデコ

ミッション

Cisco ACIファブリックで Federal Information Processing Standards
（FIPS）を有効または無効にしている場合、変更を有効にするため
ファブリック内のスイッチをそれぞれリロードする必要がありま

す。FIPS設定を変更した後に最初のリロードを発行すると、設定さ
れているスケールプロファイル設定が失われます。スイッチは動作

を継続しますが、デフォルトのスケールプロファイルを使用しま

す。FIPS設定が変更されていない場合は、この問題は後続のリロー
ドでは発生しません。

FIPSは Cisco NX-OSリリース 13.1(1)またはそれ以降でさぽーとさ
れています。

FIPSをサポートしているリリースから FIPSをサポートしていない
リリースにファームウェアをダウングレードする必要がある場合、

最初に Cisco ACIファブリックで FIPSを無効にして、FIPS設定の
変更のためファブリック内のすべてのスイッチをリロードする必要

があります。

FIPS
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ガイドラインサブジェクト

最大アップリンクポートの制限に達し、ポート 25および 27がアッ
プリンクからダウンリンクへ返還されるとき、Cisco 93180LC EXス
イッチのアップリンクに戻ります。

Cisco 93180LC EXスイッチでは、ポート 25および 27はネイティブ
のアップリンクポートです。ポートプロファイルを使用してポー

ト 25および 27をダウンリンクポートに変換する場合は、ポート
29、30、31、32は、4つのネイティブアップリンクポートとして
も使用できます。変換可能なポート数のしきい値のため（最大 12
ポート）、8個以上のダウンリンクポートをアップリンクポートに
変換できます。たとえば、ポート 1、3、5、7、9、13、15、17は
アップリンクポートに変換され、ポート 29、30、31、32ポートは
4つのネイティブアップリンクポートとなります（Cisco 93180LC
EXスイッチで最大のアップリンクポートの制限）。

スイッチがこの状態でポートプロファイル設定がポート 25および
27で削除される場合、ポート 25および 27はアップリンクポート
へ再度変換されますが、前述したようにスイッチにはすでに 12個
のアップリンクポートがあります。ポート 25および 27をアップリ
ンクポートとして適用するため、ポート範囲 1、3、5、7、9、13、
15、17からランダムで2個のポートがアップリンクへの変換を拒否
されます。この状況はユーザにより制御することはできません。

そのため、リーフノードをリロードする前にすべての障害を消去

し、ポートタイプに関する予期しない問題を回避することが必須で

す。ポートプロファイルの障害を消去せずにノードをリロードする

と、特に制限超過に関する障害の場合、ポートは予想される動作状

態になることに注意する必要があります。

最大アップリンクポー

トの制限

ブレークアウト制限

制限事項リリーススイッチ

• 4X10Gbポートへの 40Gbダイナミック
ブレークアウトがサポートされていま

す。

•ポート 13および 14はブレークアウト
をサポートしていません。

•ポートプロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて

いません。

Cisco APIC 2.2 (1n)以降N9K-C9332PQ
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制限事項リリーススイッチ

• 40 Gbと 100 Gbのダイナミックブレー
クアウトは、ポート 1 ~ 24の奇数ポー
ト上でサポートされます。

•上位ポート（奇数ポート）ブレークア
ウトされると、下部ポート（偶数ポー

ト）はエラーが無効になります。

•ポートプロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて

いません。

Cisco APIC 3.1(1i)以降N9K-C93180LC-EX

•ポート 1 ~ 30では、40 Gbと 100 Gbの
ダイナミックブレークがサポートされ

ています。

•ポートプロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて

いません。

Cisco APIC 3.1(2m)以降N9K-C9336C-FX2
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制限事項リリーススイッチ

• 40 Gbと 100 Gbのダイナミックブレー
クは、52、上にあるときにプロファイ
リング QSFPポートがポート 49でサ
ポートされます。ダイナミックブレー

クアウトを使用するには、次の手順を

実行します。

•ポート 49 ~ 52を前面パネルポート
（ダウンリンク）に変換します。

•次の方法のいずれかを使用して、
ポートプロファイルのリロードを

実行します。

• APIC GUIで、[ファブリック]>
[インベントリ] > [ポッド] >
[リーフ]に移動し、[シャーシ]
クリックしてから [リロード]
を選択します。

• NX-OSスタイル CLIで、
setup-clean-config.sh -kスクリ
プトを入力し、実行を待機し、

reloadコマンドを入力します。

•プロファイルされたポート 49 - 52
のブレークアウトを適用します。

•ポート 53および 54では、ポートプロ
ファイルまたはブレークアウトをサポー

トしていません。

Cisco APICリリース
3.2(1x)以降

N9K-C93180YC-FX

ポートプロファイルの設定のまとめ

次の表では、アップリンクからダウンリンク、ダウンリンクからアップリンクへのポートプロ

ファイルの変換をサポートしているスイッチで、サポートされているアップリンクおよびダウ

ンリンクをまとめています。
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サポー

トされ

ている

リリー

ス

最大ダウンリンク

(サーバのポート)
最大アップリンク

(ファブリックポー
ト)

デフォルトリンクスイッチモデル

3.1(1i)デフォルトと同じ48 x 100 M/1 G
BASE-Tダウンリン
ク

4 x 10/25 Gbps
SFP28アップリンク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

48 x 100 M/1 G
BASE-Tダウンリン
ク

4 x 10/25 Gbps SFP28
ダウンリンク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C9348GC-FXP

3.1(1i)4 x 40 Gbps QSFP
28ダウンリンク

2 x 40/100-Gbps
QSFP 28ダウンリ
ンク

4 x 40/100-Gbps
アップリンク（100
Gbps）

または

12 x 100 Gbps QSFP
28ダウンリンク

2 x 40/100-Gbps
QSFP 28ダウンリ
ンク

4 x 40/100-Gbps
アップリンク（100
Gbps）

12 x 40 Gbps QSFP
28ダウンリンク

12 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

または

6 x 100 Gbps QSFP
28ダウンリンク

12 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

24 x 40 Gbps QSFP
28ダウンリンク

6 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

または

12 x 100 Gbps QSFP
28ダウンリンク

6 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

N9K-C93180LC-EX

3.1(1i)48 x 10/25 Gbps
ファイバダウンリ

ンク

4 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

48 x 10/25 Gbpsファ
イバダウンリンク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

48 x 10/25 Gbpsファ
イバダウンリンク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C93180YC-EX

N9K-C93180YC-FX
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サポー

トされ

ている

リリー

ス

最大ダウンリンク

(サーバのポート)
最大アップリンク

(ファブリックポー
ト)

デフォルトリンクスイッチモデル

3.1(1i)48 x 10/25 Gbps
ファイバダウンリ

ンク

4 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

デフォルトと同じ48 x 10GBASE Tダ
ウンリンク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C93108TC-EX

N9K-C93108TC-FX

3.1(2m)デフォルトと同じ18 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

18 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

30 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C9336C-FX2

NX-OSスタイル CLIを使用したポートプロファイルの設定
NX-OSスタイルの CLIを使用したポートプロファイルの設定をするには、次の手順を実行し
ます。

始める前に

• ACIファブリックが設置され、APICコントローラがオンラインになっており、APICクラ
スタが形成されて正常に動作していること。

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成または変更できるAPICファブリッ
ク管理者アカウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチが ACIファブリックに登録され、使用可能であること。

手順

ステップ 1 configure

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
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apic1# configure

ステップ 2 leaf node-id

設定するリーフまたはリーフスイッチを指定します。

例：

apic1(config)# leaf 102

ステップ 3 interface type

設定するインターフェイスを指定します。インターフェイスタイプと IDを指定できます。
イーサネットポートの場合は、ethernet slot / portを使用します。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2

ステップ 4 port-direction {uplink | downlink}

ポートの方向を決定するか変更します。この例ではダウンリンクにポートを設定します。

N9K-C9336C-FXスイッチでは、アップリンクからダウンリンクへの変更はサポート
されていません。

（注）

例：

apic1(config-leaf-if)# port-direction downlink

ステップ 5 ポートがあるリーフスイッチにログインし、setup-clean-config.sh -kコマンドを入力してから
reloadコマンドを入力します。

NX-OSスタイル CLIを使用したポートプロファイルの設定と変換の確
認

show interfacebriefCLIコマンドを使用して、ポートの設定と変換を確認することができます。

ポートプロファイルは、Cisco N9K-C93180LC EXスイッチのトップポートにのみ展開されま
す。たとえば、1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、および23となります。ポートプロ
ファイルを使用してトップポートを変換すると、ボトムポートはハードウェア的に無効にな

ります。たとえば、ポートプロファイルを使用して Eth 1/1を変換すると、Eth 1/2はハード
ウェア的に無効になります。

（注）

手順

ステップ 1 この例では、アップリンクポートをダウンリンクポートに変換する場合の出力を示していま
す。アップリンクポートをダウンリンクポートに変換変換する前に、この例での出力が表示
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されます。routedというキーワードは、ポートがアップリンクポートであることを示してい
ます。

例：

switch# show interface brief
<snip>
Eth1/49 -- eth routed down sfp-missing 100G(D) --
Eth1/50 -- eth routed down sfp-missing 100G(D) --
<snip>

ステップ 2 ポートプロファイルを設定して、スイッチのリロード、後に、例では、出力が表示されます。
キーワード トランク ダウンリンクポートとしてポートを示します。

例：

switch# show interface brief
<snip>
Eth1/49 0 eth trunk down sfp-missing 100G(D) --
Eth1/50 0 eth trunk down sfp-missing 100G(D) --
<snip>

仮想スイッチ上のマイクロセグメンテーション

仮想スイッチでのマイクロセグメンテーションの設定

Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）マイクロセグメンテーションは、さまざまなネッ
トワークベースまたは仮想マシン（VM）ベース属性に基づき、エンドポイントグループ
（EPG）と呼ばれるロジカルセキュリティゾーンにエンドポイントを自動的に割り当てるこ
とができます。このセクションでは、仮想スイッチのマイクロセグメント（uSeg）EPGを設定
する方法について説明します。

CiscoACIマイクロセグメンテーションでは、次に接続されている仮想エンドポイントのサポー
トを提供します。

• VMware vSphere Distributed Switch（vDS）

• Cisco Application Virtual Switch（AVS）

• Microsoft vSwitch

マイクロセグメンテーションと Cisco ACIの動作、前提条件、ガイドライン、およびシナリオ
についての詳細は「Cisco ACI仮想化ガイド」を参照してください。
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NX-OSスタイル CLIを使用した Cisco ACIでのマイクロセグメンテーションの設定

ここでは、アプリケーション EPG内で VMベースの属性を使用して Cisco ACI for Cisco ACI
Virtual Edge、Cisco AVS、VMware VDS、またはMicrosoft vSwitchでマイクロセグメンテーショ
ンを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 CLIで、コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 2 USeg EPGを作成します。

例：

この例は、アプリケーション EPGのためのものです。

次の例のマイクロセグメンテーションを許可するコマンドが VMware VDSにのみ必
要です。

（注）

apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-baseEPG1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# vmware-domain member cli-vmm1 allow-micro-segmentation

例：

（オプション）この例の設定は、uSeg EPGの EPGの優先順位と一致します。:
apic1(config)# tenant Coke
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)# match-precedence 10

例：

この例では、属性 VM名に基づいてフィルタを使用します。
apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)# attribute-logical-expression ‘vm-name contains <cos1>’

例：

この例では、IPアドレスに基づいてフィルタを使用します。
apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)# attribute-logical-expression ‘ip equals <FF:FF:FF:FF:FF:FF>’

例：
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この例では、MACアドレスに基づいてフィルタを使用します。
apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)# attribute-logical-expression ‘mac equals
<FF-FF-FF-FF-FF-FF>’

例：

この例では、演算子 ANDを使用してすべての属性を一致させるか、演算子 ORを使用してす
べての属性を一致させます。

apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# attribute-logical-expression 'hv equals host-123 OR
(guest-os equals "Ubuntu Linux (64-bit)" AND domain contains fex)'

ステップ 3 (Cisco ACI Virtual Edgeのみ）：uSeg EPGを Cisco ACI Virtual Edge VMMドメインに接続し、
スイッチングおよびカプセル化モードを指定します。

例：

vmware-domain member AVE-CISCO
switching-mode AVE
encap-mode vxlan
exit

ステップ 4 USeg EPGの作成を確認します。

例：

次の例は、VM名属性フィルタを持つ uSeg EPGのためのものです。
apic1(config-tenant-app-uepg)# show running-config
# Command: show running-config tenant cli-ten1 application cli-a1 epg cli-uepg1 type
micro-segmented # Time: Thu Oct 8 11:54:32 2015
tenant cli-ten1
application cli-a1
epg cli-uepg1 type micro-segmented
bridge-domain cli-bd1
attribute-logical-expression ‘vm-name contains cos1 force’
{vmware-domain | microsoft-domain} member cli-vmm1
exit

exit
exit

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
142

レイヤ 2外部接続の設定

NX-OSスタイル CLIを使用した Cisco ACIでのマイクロセグメンテーションの設定



ベアメタル上のマイクロセグメンテーションの設定

ベアメタルでのネットワークベースの属性によるマイクロセグメン

テーションの使用

Cisco APICを使用して Cisco ACIでのマイクロセグメンテーションを設定し、ネットワーク
ベースの属性、MACアドレス、または 1つ以上の IPアドレスを使用した新しい属性ベースの
EPGを作成できます。ネットワークベースの属性を使用して Cisco ACIでのマイクロセグメン
テーションを設定し、単一のベース EPGまたは複数の EPG内で VMまたは物理エンドポイン
トを分離できます。

IPベースの属性の使用

IPベースのフィルタを使用して、単一のマイクロセグメントで単一 IPアドレス、サブネット、
または多様な非連続 IPアドレスを分離できます。ファイアウォールの使用と同様に、セキュ
リティゾーンを作成するための迅速かつ簡単な方法として、IPアドレスに基づいて物理エン
ドポイントを分離できます。

MACベースの属性の使用

MACベースのフィルタを使用して、単一MACアドレスまたは複数のMACアドレスを分離で
きます。不適切なトラフィックをネットワークに送信するサーバがある場合はこの方法を推奨

します。MACベースのフィルタを使用してマイクロセグメントを作成することで、このサー
バを分離できます。

NX-OSスタイルのCLIを使用したベアメタル環境でのネットワークベー
スのマイクロセグメント EPGの設定

ここでは、ベアメタル環境のベース EPG内で、ネットワークベースの属性（IPアドレスまた
はMACアドレス）を使用して Cisco ACIでマイクロセグメンテーションを設定する方法につ
いて説明します。

手順

目的コマンドまたはアクション

CLIで、コンフィギュレーションモー
ドに入ります。

ステップ 1

例：

apic1# configure
apic1(config)#

マイクロセグメントを作成します。ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

例：

この例では、IPアドレスに基づいてフィ
ルタを使用します。

apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application
cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1
type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)#
bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)#
attribute cli-upg-att match ip
<X.X.X.X>
#Schemes to express the ip
A.B.C.D IP Address
A.B.C.D/LEN IP Address and mask

例：

この例では、MACアドレスに基づいて
フィルタを使用します。

apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application
cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1
type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)#
bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)#
attribute cli-upg-att match mac
<FF-FF-FF-FF-FF-FF>
#Schemes to express the mac
E.E.E MAC address (Option 1)
EE-EE-EE-EE-EE-EE MAC address (Option
2)
EE:EE:EE:EE:EE:EE MAC address (Option
3)
EEEE.EEEE.EEEE MAC address (Option 4)

例：

この例では、MACアドレスに基づいて
フィルタを使用し、この uSeg EPGのす
べてのメンバー間に EPG間分離を適用
します。

apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application
cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1
type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)#
isolation enforced
apic1(config-tenant-app-uepg)#
bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)#
attribute cli-upg-att match mac
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目的コマンドまたはアクション

<FF-FF-FF-FF-FF-FF>
#Schemes to express the mac
E.E.E MAC address (Option 1)
EE-EE-EE-EE-EE-EE MAC address (Option
2)
EE:EE:EE:EE:EE:EE MAC address (Option
3)
EEEE.EEEE.EEEE MAC address (Option 4)

EPGを導入します。ステップ 3

例：

この例では、EPGを導入してリーフを
指定します。

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# deploy-epg tenant
cli-ten1 application cli-a1 epg
cli-uepg1 type micro-segmented

マイクロセグメントの作成を確認しま

す。

ステップ 4

例：

apic1(config-tenant-app-uepg)# show
running-config
# Command: show running-config tenant
cli-ten1 application cli-app1 epg
cli-uepg1 type micro-segmented
# Time: Thu Oct 8 11:54:32 2015
tenant cli-ten1
application cli-app1
epg cli-esx1bu type

micro-segmented
bridge-domain cli-bd1
attribute cli-uepg-att match

mac 00:11:22:33:44:55
exit

exit
exit

レイヤ 2 IGMPスヌープマルチキャストの設定

Cisco APICと IGMPスヌーピングについて
IGMPスヌーピングは、Internet Group Management Protocol（IGMP）ネットワークトラフィッ
クをリスニングするプロセスです。機能は、ホストとルータおよびフィルタマルチキャスト

リンク、する必要はありませんがどのポートが特定のマルチキャストトラフィックを受信を制

御するための間での IGMP対話リッスンするようにネットワークスイッチを使用できます。

Cisco APICは、N9000スタンドアロンなどの従来のスイッチに含まれるフル IGMPスヌーピン
グ機能のサポートを提供します。
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•ポリシーベース IGMPスヌーピングごとの設定ブリッジドメイン

APICを使用することを有効にする、無効にすると、またはブリッジドメイン単位で IGMP
スヌーピングのプロパティをカスタマイズポリシーを設定することができます。1つまた
は複数のブリッジドメインへのポリシーを適用することができます。

•静的ポートグループの実装

IGMPスタティックポートのグループ化を使用すると、事前プロビジョニング、すでに静
的に -に割り当てられたポートを受信し、IGMPを処理するスイッチポートとしてアプリ
ケーション EPG、マルチキャストトラフィック。この事前のプロビジョニングには、通
常は IGMPスヌーピングスタックポートを動的に学習するときに参加遅延ができなくな
ります。

静的ポートでのみスタティックグループメンバーシップを事前にプロビジョニングされ

たできます (とも呼ばれる、 スタティックバインディングポート )アプリケーション
EPGに割り当てられます。

•アプリケーション Epgのアクセスグループの設定

「アクセス-グループ」ができるストリームを制御するために使用任意ポート背後に参加
します。

実際に所属するするポートの設定を適用できることを確認するには、アプリケーション

EPGに静的に割り当てられているインターフェイスでアクセスグループ設定を適用でき
る EPG。

ルートマップベースのアクセスグループのみが許可されます。

使用することができます vzAny 、VRF内のすべての Epgの IGMPスヌーピングなどのプロト
コルをイネーブルにします。詳細については vzAny を参照してください VRFで通信ルール
を自動的にすべての Epgに適用する vzAnyを使用して 。

使用する vzAny に移動 テナント > テナント名 > ネットワーキング > Vrf > vrf名 >
VRFの EPGコレクション 。

（注）

静的ポートグループの IGMPスヌーピングを有効にする
IGMP静的ポートのグループ化により以前アプリケーションEPGに静的に割り当てられた事前
プロビジョニングを有効にして、スイッチポートが IGMPマルチキャストトラフィックを受
信および処理できます。この事前プロビジョニングは、通常 IGMPスヌーピングスタックが
ポートを動的に学習するときに発生する参加遅延を防止します。

静的グループメンバーシップは、アプリケーション EPGに割り当てられている静的ポートで
のみ事前プロビジョニングできます。

APIC GUI、CLI、および REST APIインターフェイスを通じて、静的グループメンバーシップ
を設定できます。
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NX-OSスタイル CLIを使用した IGMPスヌーピングポリシーの設定と
ブリッジドメインへの割り当て

始める前に

• IGMPスヌーピングのポリシーを消費するテナントを作成します。

• IGMPスヌーピングポリシーを接続するテナントのブリッジドメインを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

例の NX-OSスタイル CLIシーケンス：デフォルト値に基づいてスヌーピング

ポリシーを作成します。

ステップ 1

•デフォルト値を持つ cookieCut1と
いう名前の IGMPスヌーピングポ
リシーを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# template ip igmp
•ポリシー cookieCut1のデフォルト

IGMPスヌーピングの値が表示され
ます。

snooping policy cookieCut1
apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)#
show run all

# Command: show running -config all
tenant foo template ip igmp snooping
policy cookieCut1
# Time: Thu Oct 13 18:26:03 2016
tenant t_10
template ip igmp snooping policy

cookieCut1
ip igmp snooping
no ip igmp snooping fast-leave
ip igmp snooping

last-member-query-interval 1
no ip igmp snooping querier
ip igmp snooping query-interval

125
ip igmp snooping

query-max-response-time 10
ip igmp snooping

stqrtup-query-count 2
ip igmp snooping

startup-query-interval 31
no description

exit
exit

apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)#

例の NX-OSスタイル CLIシーケンス：必要に応じてスヌーピングポリシーを

変更します。

ステップ 2

• cookieCut1という名前の IGMPス
ヌーピングポリシーのクエリ間隔

値のカスタム値を指定します。

例：

apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)#
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目的コマンドまたはアクション

ip igmp snooping query-interval 300
apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)#

•ポリシー cookieCut1の変更された
IGMPスヌーピング値を確認しま
す。

show run all

# Command: show running -config all
tenant foo template ip igmp snooping
policy cookieCut1
#Time: Thu Oct 13 18:26:03 2016
tenant foo
template ip igmp snooping policy

cookieCut1
ip igmp snooping
no ip igmp snooping fast-leave
ip igmp snooping

last-member-query-interval 1
no ip igmp snooping querier
ip igmp snooping query-interval

300
ip igmp snooping

query-max-response-time 10
ip igmp snooping

stqrtup-query-count 2
ip igmp snooping

startup-query-interval 31
no description

exit
exit

apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)#
exit
apic1(config--tenant)#

例の NX-OSスタイル CLIシーケンス：ブリッジドメインにポリシーを割り当

てます。

ステップ 3

•ブリッジドメインの BD3に移動し
ます。IGMPスヌーピングポリシー例：

のクエリ間隔値は cookieCut1とい
う名前です。apic1(config-tenant)# int bridge-domain

bd3
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp
snooping policy cookieCut1 •ポリシー cookieCut1の変更された

IGMPスヌーピングの値を持つ
IGMPスヌーピングのポリシーを割
り当てます。

次のタスク

複数のブリッジドメインに IGMPスヌーピングのポリシーを割り当てることができます。

NX-OSスタイル CLIによりスタティックポートで IGMPスヌーピング
およびマルチキャストの有効化

EPGに静的に割り当てられたポートで IGMPスヌーピングおよびマルチキャストをイネーブル
にできます。それらのポートで有効な IGMPスヌーピングおよびマルチキャストトラフィック
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へのアクセスを許可または拒否するアクセスユーザーのグループを作成および割り当てること

ができます。

このタスクで説明されている手順には、次のエンティティの事前設定を前提とします。

•テナント：tenant_A

•アプリケーション：application_A

• EPG：epg_A

•ブリッジドメイン：bridge_domain_A

• vrf：vrf_A -- a member of bridge_domain_A

• VLANドメイン：vd_A（300～ 310の範囲で設定される）

•リーフスイッチ：101およびインターフェイス 1/10

スイッチ 101のターゲットインターフェイス 1/10が VLAN 305に関連付けられており、
enant_A、application_A、epg_Aに静的にリンクされています。

•リーフスイッチ：101およびインターフェイス 1/11

スイッチ 101のターゲットインターフェイス 1/11が VLAN 309に関連付けられており、
enant_A、application_A、epg_Aに静的にリンクされています。

始める前に

EPGに IGMPスヌーピングおよびマルチキャストを有効にする前に、次のタスクを実行しま
す。

•この機能を有効にして静的に EPGに割り当てるインターフェイスを特定する

スタティックポートの割り当てに関する詳細は、「CiscoAPICレ
イヤ 3設定ガイド」の「NX-OSスタイル CLIを使用した APICで
特定のポートの EPGを展開する」を参照してください。

（注）

• IGMPスヌーピングマルチキャストトラフィックの受信者の IPアドレスを特定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

例のシーケンスでは次を有効にします。ターゲットインターフェイスで IGMP
スヌーピングおよびレイヤ2マルチキャ
スティングを有効にします

ステップ 1

•静的にリンクされているターゲット
インターフェイス 1/10の IGMPス

例： ヌーピング、そしてマルチキャスト
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目的コマンドまたはアクション

IPアドレス、225.1.1.1に関連付け
ます

apic1# conf t
apic1(config)# tenant tenant_A
apic1(config-tenant)# application
application_A

•静的にリンクされているターゲット
インターフェイス 1/11の IGMPス

apic1(config-tenant-app)# epg epg_A
apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp
snooping static-group 225.1.1.1 leaf

ヌーピング、そしてマルチキャスト101 interface ethernet 1/10 vlan 305

IPアドレス、227.1.1.1に関連付け
ます

apic1(config-tenant-app-epg)# end

apic1# conf t
apic1(config)# tenant tenant_A;
application application_A; epg epg_A
apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp
snooping static-group 227.1.1.1 leaf
101 interface ethernet 1/11 vlan 309
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit

IGMPスヌープアクセスグループの有効化
「アクセス-グループ」ができるストリームを制御するために使用任意ポート背後に参加しま
す。

実際に所属するするポートの設定を適用できることを確認するには、アプリケーション EPG
に静的に割り当てられているインターフェイスでアクセスグループ設定を適用できる EPG。

ルートマップベースのアクセスグループのみが許可されます。

APIC GUI、CLI、および REST APIインターフェイスを通じて、IGMPスヌープアクセスグ
ループを設定できます。

NX-OSスタイル CLIを使用した IGMPスヌーピングおよびマルチキャ
ストグループへのアクセスの有効化

EPGに静的に割り当てられたポートで IGMPスヌーピングおよびマルチキャストを有効にした
後、それらのポートで有効な IGMPスヌーピングおよびマルチキャストトラフィックへのアク
セスを許可または拒否するユーザーのアクセスグループを作成および割り当てできます。

このタスクで説明されている手順には、次のエンティティの事前設定を前提とします。

•テナント：tenant_A

•アプリケーション：application_A

• EPG：epg_A

•ブリッジドメイン：bridge_domain_A

• vrf：vrf_A -- a member of bridge_domain_A

• VLANドメイン：vd_A（300～ 310の範囲で設定される）
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•リーフスイッチ：101およびインターフェイス 1/10

スイッチ 101のターゲットインターフェイス 1/10が VLAN 305に関連付けられており、
enant_A、application_A、epg_Aに静的にリンクされています。

•リーフスイッチ：101およびインターフェイス 1/11

スイッチ 101のターゲットインターフェイス 1/11が VLAN 309に関連付けられており、
enant_A、application_A、epg_Aに静的にリンクされています。

スタティックポートの割り当てに関する詳細は、「CiscoAPICレイヤ2設定ガイド」の「NX-OS
スタイル CLIを使用した APICで特定のポートの EPGを展開する」を参照してください。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

例のシーケンスを設定します。route-map「アクセスグループ」を定義
します。

ステップ 1

•マルチキャストグループ
225.1.1.1/24にリンクされる例：

Route-map-accessグループapic1# conf t
apic1(config)# tenant tenant_A; 「foobroker」のアクセスが許可され

ています。
application application_A; epg epg_A
apic1(config-tenant)# route-map
fooBroker permit

•マルチキャストグループ
225.1.1.1/24にリンクされる

apic1(config-tenant-rtmap)# match ip
multicast group 225.1.1.1/24
apic1(config-tenant-rtmap)# exit

Route-map-accessグループ
「foobroker」のアクセスが拒否され
ています。

apic1(config-tenant)# route-map
fooBroker deny
apic1(config-tenant-rtmap)# match ip
multicast group 227.1.1.1/24
apic1(config-tenant-rtmap)# exit

ルートマップ設定を確認します。ステップ 2

例：

apic1(config-tenant)# show
running-config tenant test route-map
fooBroker
# Command: show running-config tenant
test route-map fooBroker
# Time: Mon Aug 29 14:34:30 2016
tenant test
route-map fooBroker permit 10
match ip multicast group

225.1.1.1/24
exit

route-map fooBroker deny 20
match ip multicast group

227.1.1.1/24
exit

exit

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
151

レイヤ 2外部接続の設定

NX-OSスタイル CLIを使用した IGMPスヌーピングおよびマルチキャストグループへのアクセスの有効化



目的コマンドまたはアクション

例のシーケンスを設定します。アクセスグループ接続パスを指定しま

す。

ステップ 3

•リーフスイッチ101、インターフェ
イス 1/10、VLAN 305で接続されて例：

いる Route-map-accessグループ
「foobroker」。

apic1(config-tenant)# application
application_A
apic1(config-tenant-app)# epg epg_A
apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp •リーフスイッチ101、インターフェ

イス 1/10、VLAN 305で接続されて
snooping access-group route-map
fooBroker leaf 101 interface ethernet
1/10 vlan 305 いる Route-map-accessグループ

「newbroker」。
apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp
snooping access-group route-map
newBroker leaf 101 interface ethernet
1/10 vlan 305

アクセスグループ接続を確認します。ステップ 4

例：

apic1(config-tenant-app-epg)# show run
# Command: show running-config tenant
tenant_A application application_A
epg epg_A
# Time: Mon Aug 29 14:43:02 2016
tenant tenent_A
application application_A
epg epg_A
bridge-domain member

bridge_domain_A

ip igmp snooping access-group
route-map fooBroker leaf 101 interface
ethernet 1/10 vlan 305

ip igmp snooping access-group
route-map fooBroker leaf 101 interface
ethernet 1/11 vlan 309

ip igmp snooping access-group
route-map newBroker leaf 101 interface
ethernet 1/10 vlan 305

ip igmp snooping static-group
225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet
1/10 vlan 305

ip igmp snooping static-group
225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet
1/11 vlan 309

exit
exit

exit

NX-OSスタイルの CLIを使用したAPICの特定のポートへの EPGの導入

手順

ステップ 1 VLANドメインを設定します。
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例：

apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 10-100

ステップ 2 テナントを作成します。

例：

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1

ステップ 3 プライベートネットワーク/VRFを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# vrf context ctx1
apic1(config-tenant-vrf)# exit

ステップ 4 ブリッジドメインを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member ctx1
apic1(config-tenant-bd)# exit

ステップ 5 アプリケーションプロファイルおよびアプリケーション EPGを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# application AP1
apic1(config-tenant-app)# epg EPG1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 6 EPGを特定のポートに関連付けます。

例：

apic1(config)# leaf 1017
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/13
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 20 tenant t1 application AP1 epg
EPG1

上の例に示した vlan-domainコマンドと vlan-domain memberコマンドは、ポートに
EPGを導入するための前提条件です。

（注）
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ポートセキュリティの設定

ポートセキュリティと ACIについて
ポートセキュリティ機能は、ポートごとに取得されるMACアドレスの数を制限することに
よって、不明なMACアドレスでフラッディングしないように ACIファブリックを保護しま
す。ポートセキュリティ機能のサポートは、物理ポート、ポートチャネル、および仮想ポー

トチャネルで使用できます。

ポートセキュリティに関するガイドラインと制約事項

次のようなガイドラインと制約事項があります。

•ポートセキュリティは、ポートごとに使用できます。

•ポートセキュリティは、物理ポート、ポートチャネル、および仮想ポートチャネル（vPC）
でサポートされています。

•スタティックMACアドレスとダイナミックMACアドレスがサポートされています。

•セキュアなポートからセキュアでないポートへと、セキュアでないポートからセキュアな
ポートへのMACアドレスの移動がサポートされています。

• MACアドレスの制限は、MACアドレスにのみ適用され、MACと IPによるアドレスには
実行されません。

•ポートセキュリティは、ファブリックエクステンダ（FEX）ではサポートされていませ
ん。

ポートレベルでのポートセキュリティ

APICでは、ユーザがスイッチポートのポートセキュリティを設定できます。ポート上でMAC
が制限の最大設定値を超過すると、超過したMACアドレスからすべてのトラフィックが転送
されます。次の属性がサポートされます。

•ポートセキュリティのタイムアウト：現在サポートされているタイムアウト値値は、60
~ 3600秒の範囲でサポートされています。

•違反行為：違反行為は保護モードで使用できます。保護モードでは、MACの取得が無効
になるため、MACアドレスは CAMテーブルに追加されません。Macラーニングが設定
されているタイムアウト値の後に再度有効になります。

•最大エンドポイント：現在のサポートされている最大のエンドポイント設定値は、0～
12000の範囲でサポートされています。最大エンドポイント値が 0の場合、そのポートで
はポートセキュリティポリシーが無効になります。
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ポートセキュリティポリシーグループテンプレートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ポリシーグループテンプレートを作成

（または削除）します。

[no] template policy-group
policy-group-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# template
policy-group PortSecGrp1

[no] switchport access vlan vlan-id tenant
tenant-name application application-name
epg epg-name

ステップ 3

例：

apic1(config-pol-grp-if)# switchport
access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

ポートのセキュアMACアドレスの最大
数を設定します。範囲は0～12000アド

[no] switchport port-security maximum
number-of-addresses

例：

ステップ 4

レスです。デフォルトは 1アドレスで
す。apic1(config-pol-grp-if)# switchport

port-security maximum 1

セキュリティ違反が検出された場合に実

行するアクションを設定します。protect
[no] switchport port-security violation
protect

例：

ステップ 5

アクションは、十分な数のセキュア

MACアドレスを削除して最大値を下回apic1(config-pol-grp-if)# switchport
port-security violation
protect

るまで、不明な送信元アドレスのパケッ

トをドロップします。

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-pol-grp-if)# exit

例

次に、ポートセキュリティポリシーグループテンプレートを作成する例を示します。
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apic1# configure
apic1(config)# template policy-group PortSecGrp1
apic1(config-pol-grp-if)# switchport port-security maximum 20
apic1(config-pol-grp-if)# switchport port-security violation protect
apic1(config-pol-grp-if)# exit

次のタスク

インターフェイスにポートセキュリティテンプレートを適用します。

テンプレートを使用したインターフェイスでのポートセキュリティの

設定

始める前に

ポートセキュリティポリシーグループテンプレートを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

設定するポートまたはポートの範囲を指

定します。

interface type-or-range

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# interface eth 1/2-4

ポートまたはポートの範囲にポリシー

グループテンプレートを適用します。

[no] policy-group policy-group-name

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# policy-group
PortSecGrp1

例

次に、イーサネットポートの範囲にポートセキュリティポリシーグループテンプ

レートを適用する例を示します。

apic1# configure
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apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2-4
apic1(config-leaf-if)# policy-group PortSecGrp1

次に、テンプレートを使用してポートチャネルでポートセキュリティを設定する例を

示します。

apic1# configure
apic1(config)# template port-channel po1
apic1(config-if)# switchport port-security maximum 10
apic1(config-if)# switchport port-security violation protect
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group po1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

オーバーライドを使用したインターフェイスでのポートセキュリティ

の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

設定するインターフェイスまたはイン

ターフェイスの範囲を指定します。

interface type-or-range

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# interface eth 1/2-4

インターフェイスのセキュアMACアド
レスの最大数を設定します。範囲は0～

[no] switchport port-security maximum
number-of-addresses

例：

ステップ 4

12000アドレスです。デフォルトは 1ア
ドレスです。apic1(config-leaf-if)# switchport

port-security maximum 1

セキュリティ違反が検出された場合に実

行するアクションを設定します。protect
[no] switchport port-security violation
protect

例：

ステップ 5

アクションは、十分な数のセキュア

MACアドレスを削除して最大値を下回
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf-if)# switchport
port-security violation protect

るまで、不明な送信元アドレスのパケッ

トをドロップします。

例

次に、イーサネットインターフェイスでポートセキュリティを設定する方法を示しま

す。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport port-security maximum 10
apic1(config-leaf-if)# switchport port-security violation protect

次に、ポートチャネルでポートセキュリティを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po2
apic1(config-leaf-if)# switchport port-security maximum 10
apic1(config-leaf-if)# switchport port-security violation protect

次に、仮想ポートチャネル（VPC）でポートセキュリティを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# template port-channel po4
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/11-12
apic1(config-leaf-if)# channel-group po4 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc po4
apic1(config-vpc-if)# switchport port-security maximum 10
apic1(config-vpc-if)# switchport port-security violation protect

802.1 xポートおよびノードの認証

802.1 xポートおよびノードの認証

IEEE 802.1xはポートベースの認証メカニズムで、不正なデバイスがネットワークにアクセス
するのを防止します。NX-OSスタイル CLIを使用して、802.1 xポートおよびノードの認証を
設定することができます。
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ポート認証ポリシーの設定

手順

ステップ 1 CLIで、コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 2 ポリシーグループを作成します:

例：

apic1(config)# template policy-group mypol

ステップ 3 ポリシーグループでポートレベル認証ポリシーを設定します。

例：

apic1(config-pol-grp-if)# switchport port-authentication mydot1x

ステップ 4 ホストモードを設定します（2個のモードがサポートされます：マルチホストおよび単一ホス
ト：単一ホストがデフォルトでは設定されています）。

例：

apic1(config-port-authentication)# host-mode multi-host

ステップ 5 このポリシーを有効にします（ポリシーはデフォルトでは無効です）。

例：

apic1(config-port-authentication)# no shutdown
apic1(config-port-authentication)# exit
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)#

ステップ 6 リーフインターフェイスポリシーを設定します。

例：

apic1(config)#leaf-interface-profile myprofile

ステップ 7 リーフスイッチインターフェイスプロファイルのポリシーグループを設定します。

例：

apic1(config-leaf-if-profile)#leaf-interface-group mygroup

ステップ 8 インターフェイスグループのポートおよびインターフェイスを指定します。

例：

apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/10-12

ステップ 9 インターフェイスグループにポリシーを適用します。

例：
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apic1(config-leaf-if-group)# policy-group mypol
apic1(config-leaf-if-group)# exit
apic1(config-leaf-if-profile)# exit

ステップ 10 リーフプロファイルを設定します。

例：

apic1(config)#
apic1(config)# leaf-profile myleafprofile

ステップ 11 リーフポリシーグループを設定し、グループのリーフスイッチノードを指定します。

例：

apic1(config-leaf-profile)# leaf-group myleafgrp
apic1(config-leaf-group)# leaf 101
apic1(config-leaf-group)# exit

ステップ 12 リーフスイッチプロファイルにインターフェイスポリシーを適用します。

例：

apic1(config-leaf-profile)# leaf-interface-profile myprofile
apic1(config-leaf-group)# exit
apic1(config)#

ノード認証ポリシーの設定

手順

ステップ 1 CLIで、コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 2 Radius認証グループを設定します。

例：

apic1(config)# aaa group server radius myradiusgrp
apic1(config-radius)#server 192.168.0.100 priority 1
apic1(config-radius)#exit

ステップ 3 ノードレベルポート認証ポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# policy-map type port-authentication mydot1x
apic1(config-pmap-port-authentication)#radius-provider-group myradiusgrp

ステップ 4 [オプション]認証が失敗した場合は、デフォルトの VLAN IDをオーバーライドします。:

例：

apic1(config-pmap-port-authentication)#fail-auth-vlan 2001
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ステップ 5 [オプション]認証が失敗した場合は、デフォルト EPGをオーバーライドします。

例：

apic1(config-pmap-port-authentication)#fail-auth-epg tenant tn1 application ap1 epg
epg256
apic1(config)# exit

ステップ 6 ポリシーグループを設定し、グループ内でポート認証ポリシーを指定します。

例：

apic1(config)#template leaf-policy-group lpg2
apic1(config-leaf-policy-group)# port-authentication mydot1x
apic1(config-leaf-policy-group)#exit

ステップ 7 リーフスイッチプロファイルを設定します。

例：

apic1(config)# leaf-profile mylp2

ステップ 8 リーフスイッチのプロファイルのグループを設定し、ポリシーグループを指定します。

例：

apic1(config-leaf-profile)#leaf-group mylg2
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group lpg2
apic1(config-leaf-group)#exit

プロキシ ARPの設定

プロキシ ARPについて
Cisco ACIのプロキシARPは、ネットワークまたはサブネット内のエンドポイントが、別のエ
ンドポイントのMACアドレスを知らなくても、そのエンドポイントと通信できるようにしま
す。プロキシ ARPはトラフィックの宛先場所を知っており、代わりに、最終的な宛先として
自身のMACアドレスを提供します。

プロキシARPを有効にするには、EPG内エンドポイント分離を EPGで有効にする必要があり
ます。詳細については、次の図を参照してください。EPG内エンドポイント分離と Cisco ACI
の詳細については、「Cisco ACI仮想化ガイド」を参照してください。
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図 7 :プロキシ ARPおよび Cisco APIC

Cisco ACIファブリック内のプロキシ ARPは従来のプロキシ ARPとは異なります。通信プロ
セスの例として、プロキシ ARPが EPGで有効になっているとき、エンドポイント Aが ARP
要求をエンドポイント Bに送信し、エンドポイント Bがファブリック内で学習される場合、
エンドポイント Aはブリッジドメイン（BD）MACからプロキシ ARP応答を受信します。エ
ンドポイント Aが B、エンドポイントの ARP要求を送信し、エンドポイント Bはすでに ACI
ファブリック内で学習しない場合は、ファブリックはプロキシ ARPの BD内で要求を送信し
ます。エンドポイント Bは、ファブリックに戻る要求、このプロキシ ARPに応答します。こ
の時点では、ファブリックはプロキシ ARPエンドポイント Aへの応答を送信しませんが、エ
ンドポイント Bは、ファブリック内で学習します。エンドポイント Aは、エンドポイント B
に別の ARP要求を送信する場合、ファブリックはプロキシ ARP応答から送信 BD macです。

次の例ではプロキシ ARP解像度がクライアント VM1と VM2間の通信の手順します。

1. VM2通信を VM1が必要です。
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図 8 : VM2通信を VM1が必要です。

表 12 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = * MAC = *VM1

IP = * MAC = *ACIファブリック

IP = * MAC = *VM2

2. VM1は、ブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します。
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図 9 : VM1はブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します

表 13 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MACACIファブリック

IP = * MAC = *VM2

3. ACIファブリックは、ブリッジドメイン（BD）内のプロキシ ARP要求をフラッディング
します。
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図 10 : ACIファブリックは BD内のプロキシ ARP要求をフラッディングします

表 14 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MACACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

4. VM2は、ARP応答を ACIファブリックに送信します。
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図 11 : VM2は ARP応答を ACIファブリックに送信します

表 15 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MACACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

5. VM2が学習されます。

図 12 : VM2が学習されます
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表 16 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC
ACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

6. VM1は、ブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します。

図 13 : VM1はブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します

表 17 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC
ACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

7. ACIファブリックは、プロキシ ARP VM1への応答を送信します。
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図 14 : ACIファブリック VM1にプロキシ ARP応答を送信します。

表 18 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP;MAC = BD MACVM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC
ACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

注意事項と制約事項

プロキシ ARPを使用すると、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。

•プロキシ ARPは、隔離 Epgでのみサポートされます。EPGが隔離ではない場合、障害が
発生します。プロキシ ARPが有効になっていると隔離 Epg内で発生する通信では、uSeg
Epgを設定する必要があります。たとえば、隔離の EPG内で別の IPアドレスを持つ複数
の Vmがある可能性があり、これらの Vmの IP address range(IPアドレス範囲、IPアドレ
スの範囲)に一致する IPの属性を持つ uSeg EPGを設定することができます。

•隔離されたエンドポイントを通常のエンドポイントと、定期的なエンドポイントを隔離の
エンドポイントからの ARP要求には、プロキシ ARPは使用しないでください。このよう
な場合は、エンドポイントは、接続先の Vmの実際のMACアドレスを使用して通信しま
す。
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プロキシ ARPは、Cisco NX-OSスタイル CLIを使用しての設定

始める前に

•適切なテナント、VRF、ブリッジドメイン、アプリケーションプロファイルおよび EPG
を作成する必要があります。

•プロキシARPが有効にするのにがEPGで内通EPGの分離を有効にする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant Tenant1

アプリケーションプロファイルを作成

し、アプリケーションモードを開始し

ます。

application application-profile-name

例：

apic1(config-tenant)# application
Tenant1-App

ステップ 3

EPGを作成し、EPGモードに入ります。epg application-profile-EPG-name

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-app)# epg
Tenant1-epg1

プロキシ ARPを有効にします。proxy-arp enable

例：

ステップ 5

プロキシ arpをディセーブル
にできます、 noプロキシ arp
コマンド。

（注）

apic1(config-tenant-app-epg)# proxy-arp
enable

ポートアプリケーションモードに戻り

ます。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-app-epg)# exit

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-app)# exit
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant)# exit

例

次に、プロキシ ARPを設定する例を示します。

apic1# conf t
apic1(config)# tenant Tenant1
apic1(config-tenant)# application Tenant1-App
apic1(config-tenant-app)# epg Tenant1-epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# proxy-arp enable
apic1(config-tenant-app-epg)#
apic1(config-tenant)#

カプセル化のフラッディングの設定

レイヤ 2外部接続の設定はスタティックアプリケーション EPGと似ていて、ノード、ポート
の VLANを EPGにマッピングし、EPGをブリッジドメインにマッピングして、コントラクト
を提供または使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant Tenant1

アプリケーションプロファイルを作成

し、アプリケーションモードを開始し

ます。

application application-profile-name

例：

apic1(config)# application Tenant1-App

ステップ 3

EPGを作成し、EPGモードを開始しま
す。

epg application-profile-EPG-name

例：

ステップ 4

apic1(config)# epg Tenant1-epg1

Flood-on-encapsulationを有効にします。flood-on-encapsulation enable

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-app-epg)#
flood-on-encapsulation enable

アプリケーションプロファイルモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-app-epg)# exit

MACsecの設定

MACsecについて
MACsecは、IEEE 802.1AE規格ベースのレイヤ 2ホップバイホップ暗号化であり、これによ
り、メディアアクセス非依存プロトコルに対してデータの機密性と完全性を確保できます。

MACsecは、暗号化キーにアウトオブバンド方式を使用して、有線ネットワーク上でMACレ
イヤの暗号化を提供します。MACsec Key Agreement（MKA）プロトコルでは、必要なセッショ
ンキーを提供し、必要な暗号化キーを管理します。

802.1 ae MKAと暗号化はリンク、つまり、リンク (ネットワークアクセスデバイスと、PCか
IP電話機などのエンドポイントデバイス間のリンク)が直面しているホストのすべてのタイプ
でサポートされますかにリンクが接続されている他のスイッチまたはルータ。

MACsecは、イーサネットパケットの送信元および宛先MACアドレスを除くすべてのデータ
を暗号化します。ユーザは、送信元と宛先のMACアドレスの後に最大 50バイトの暗号化を
スキップするオプションもあります。

WANまたはメトロイーサネット上にMACsecサービスを提供するために、サービスプロバイ
ダーは、Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）および L2TPv3などのさまざま
なトランスポートレイヤプロトコルを使用して、E-Lineや E-LANなどのレイヤ 2透過サービ
スを提供しています。

EAP-over-LAN（EAPOL）プロトコルデータユニット（PDU）のパケット本体は、MACsec Key
Agreement PDU（MKPDU）と呼ばれます。3回のハートビート後（各ハートビートは 2秒）に
参加者からMKPDUを受信しなかった場合、ピアはライブピアリストから削除されます。た
とえば、クライアントが接続を解除した場合、スイッチ上の参加者はクライアントから最後の

MKPDUを受信した後、3回のハートビートが経過するまでMKAの動作を継続します。

APICファブリックMACsec

APICはまたは責任を負うMACsecキーチェーンディストリビューションのポッド内のすべて
のノードに特定のポートのノードになります。サポートされているMACsecキーチェーンし、
apic内でサポートされているMACsecポリシーディストリビューションのとおりです。

•単一ユーザ提供キーチェーンと 1ポッドあたりポリシー
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•ユーザが提供されるキーチェーンとファブリックインターフェイスごとのユーザが提供さ
れるポリシー

•自動生成されたキーチェーンおよび 1ポッドあたりのユーザが提供されるポリシー

ノードは、複数のポリシーは、複数のファブリックリンクの導入を持つことができます。これ

が発生すると、ファブリックインターフェイスごとキーチェーンおよびポリシーが優先して指

定の影響を受けるインターフェイス。自動生成されたキーチェーンと関連付けられている

MACsecポリシーでは、最も優先度から提供されます。

APIC MACsecでは、2つのセキュリティモードをサポートしています。MACsecセキュリティ
で保護する必要があります 中に、リンクの暗号化されたトラフィックのみを許可する セキュ

リティで保護する必要があります により、両方のクリアし、リンク上のトラフィックを暗号

化します。MACsecを展開する前に セキュリティで保護する必要があります モードでのキー
チェーンは影響を受けるリンクで展開する必要がありますまたはリンクがダウンします。たと

えば、ポートをオンにできますでMACsec セキュリティで保護する必要があります モードが
ピアがしているリンクでのキーチェーンを受信する前にします。MACsecを導入することが推
奨されて、この問題に対処する セキュリティで保護する必要があります モードとリンクの 1
回すべてにセキュリティモードを変更 セキュリティで保護する必要があります 。

MACsecインターフェイスの設定変更は、パケットのドロップになります。（注）

MACsecポリシー定義のキーチェーンの定義に固有の設定と機能の機能に関連する設定で構成
されています。キーチェーン定義と機能の機能の定義は、別のポリシーに配置されます。

MACsec 1ポッドあたりまたはインターフェイスごとの有効化には、キーチェーンポリシーお
よびMACsec機能のポリシーを組み合わせることが含まれます。

内部を使用して生成キーチェーンは、ユーザのキーチェーンを指定する必要はありません。（注）

APICアクセスMACsec

MACsecはリーフスイッチ L3outインターフェイスと外部のデバイス間のリンクを保護するた
めに使用します。APIC GUIおよび CLIのユーザを許可するで、MACsecキーとファブリック
L3Outインターフェイスの設定をMacSecをプログラムを提供する物理/pc/vpcインターフェイ
スごと。ピアの外部デバイスが正しいMacSec情報を使用してプログラムすることを確認する
には、ユーザの責任です。

MACSecの注意事項と制約事項
次の注意事項と制約事項に従ってMACSecを設定します。

• FexポートはMACsecではサポートされていません。

•ポッドレベルでは、必須セキュアモードはサポートされていません。
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•「デフォルト」名のMACsecポリシーはサポートされていません。

•自動キー生成はファブリックポートのポッドレベルでのみサポートされます。

• MACSECはリモートリーフではサポートされていません。

•そのノードのファブリックポートが [必須セキュア]モードのMACsecで実行されている
場合、ノードの再起動をクリアしないでください。

• MACsecを実行しているポッド内のノードのポッドまたはステートレス再起動に新しい
ノードを追加することで、ノードがポッドに参加するために [必須セキュア]モードを
[should-secure]モードに変更する必要があります。

•ファブリッのリンクが [should-secure]モードの場合、アップグレー/ダウングレードのみ
を開始する必要があります。アップグレード/ダウングレードが完了すると、次にモード
を [必須セキュア]に変更できます。[必須セキュア]モードでのアップグレード/ダウング
レードは、ノードからファブリックへの接続が失われます。接続の遮断から回復するに

は、APICに表示されるノードのファブリックリンクを [should-secure]モードに設定する
必要があります。ファブリックがMACsecをサポートしていないバージョンにダウング
レードされた場合、ファブリック外のノードがクリーンリブートされる必要があります。

• PC/VPCインターフェイスでは、PC/VPCインターフェイスごとのポリシーグループによっ
てMACsecを展開できます。ポートセレクタは、特定のポートのセットにポリシーを展
開するために使用されます。したがって、L3Outインターフェイスに対応する正しいポー
トセレクタを作成することはユーザの責任です。

•設定がエクスポートされる前に、MACsecポリシーを [should-secure]モードに設定するこ
とをお勧めします。

•スパイン上のすべてのリンクは、ファブリックリンクと見なされます。ただし、スパイン
リンクの IPN接続を使用するとアクセスリンクとして次のリンクが処理されます。これ
は、MACsecアクセスポリシーを次のリンクのMACsecを導入するために使用する必要が
あることを意味します。

• MACSECセッションは、フォームに分をかかるまたは空のキーチェーンに新しいキーが
追加されるか、アクティブキーがキーチェーンから削除切断する可能性があります。

must-secureモードの展開

不正な導入手順に設定されているポリシーの 必須 secure モードが接続の消失で発生すること
ができます。そのような問題を避けるため次の手順に従う必要があります。

• MACsec [必須セキュア]モードを有効にする前に、各リンクペアがそれぞれのキーチェー
ンを持っていることを確認する必要があります。これを確認するために推奨されること

は、[should-secure]モードでポリシーを展開し、MACsecセッションが予想されるリンク
上でアクティブになったら、モードを [必須セキュア]に変更することです。

• [必須セキュア]に設定されているMACsecポリシーでキーチェーンの交換を試行すると、
リンクがダウンする原因となる可能性があります。この場合、以下の推奨手順に従う必要

があります。
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•新しいキーチェーンを使用しているMACsecポリシーを [should-secure]モードに変更
します。

•影響を受けるインターフェイスが [should-secure]モードを使用しているか確認します。

•新しいキーチェーンを使用するようにMACsecポリシーを更新します。

•アクティブなMACsecセッションと関連するインターフェイスが新しいキーチェーン
を使用していることを確認します。

• MACsecポリシーを [必須セキュア]モードに変更します。

• [必須セキュア]モードに展開されているMACsecポリシーを無効/削除するには、次の手順
に従う必要があります。

• MACsecポリシーを [should-secure]に変更します。

•影響を受けるインターフェイスが [should-secure]モードを使用しているか確認しま
す。

• MACsecポリシーを無効/削除します。

キーチェーンの定義

•開始時刻が [現在]のキーチェーンに 1個のキーが存在します。must-secureがすぐにアク
ティブになるキーを持たないキーチェーンで展開される場合、キーが現在時刻になり

MACsecセッションが開始されるまでトラフィックはリンク上でブロックされます。
should-secureモードが使用されている場合、キーが現在になり、MACsecセッションが開
始されるまでトラフィックが暗号化されます。

•終了時刻が infiniteのキーチェーンに 1個のキーが存在する必要があります。キーチェー
ンの期限が切れると、must-secureモードに設定されている影響を受けるインターフェイ
スでトラフィックがブロックされます。設定されたインターフェイス はセキュア モード

暗号化されていないトラフィック送信します。

•終了時刻のオーバーラップし、キーの間に移行すると、MACsecセッションを順番に使用
されるキーの開始時刻が残っています。

NX-OSスタイルの CLIを使用したMACsecの設定

手順

ステップ 1 アクセスインターフェイスのMACsecセキュリティポリシーの設定

例：

apic1# configure
apic1(config)# template macsec access security-policy accmacsecpol1
apic1(config-macsec-param)# cipher-suite gcm-aes-128
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apic1(config-macsec-param)# conf-offset offset-30
apic1(config-macsec-param)# description 'description for mac sec parameters'
apic1(config-macsec-param)# key-server-priority 1
apic1(config-macsec-param)# sak-expiry-time 110
apic1(config-macsec-param)# security-mode must-secure
aapic1(config-macsec-param)# window-size 1
apic1(config-macsec-param)# exit
apic1(config)#

ステップ 2 アクセスインターフェイスのMACsecキーチェーンを設定します。

PSKは、2通りの方法で設定できます:

•下のキー 12abに示すように、psk-stringコマンドを使用してインラインで設定し
ます。PSKは、ログに記録され、公開されるため、安全ではありません。

•キー ab12で示すように、新しいコマンド Enter PSK stringを psk-stringコマンド
の後で使用し、個別に入力して設定します。ローカルにエコーされるだけで、ロ

グには記録されないため、PSKは安全です。

（注）

例：

apic1# configure
apic1(config)# template macsec access keychain acckeychainpol1
apic1(config-macsec-keychain)# description 'macsec key chain kc1'
apic1(config-macsec-keychain)# key 12ab
apic1(config-macsec-keychain-key)# life-time start 2017-09-19T12:03:15 end
2017-12-19T12:03:15
apic1(config-macsec-keychain-key)# psk-string 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)# exit
apic1(config-macsec-keychain)# key ab12
apic1(config-macsec-keychain-key)# life-time start now end infinite
apic1(config-macsec-keychain-key)# life-time start now end infinite
apic1(config-macsec-keychain-key)# psk-string
Enter PSK string: 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)# exit
apic1(config-macsec-keychain)# exit
apic1(config)#

ステップ 3 アクセスインターフェイスのMACsecインターフェイスポリシーを設定します:

例：

apic1# configure
apic1(config)# template macsec access interface-policy accmacsecifpol1
apic1(config-macsec-if-policy)# inherit macsec security-policy accmacsecpol1 keychain
acckeychainpol1
apic1(config-macsec-if-policy)# exit
apic1(config)#

ステップ 4 MACsecインターフェイスポリシーをリーフ (またはスパイン)上のアクセスンターフェイス
に関連付けます:

例：

apic1# configure
apic1(config)# template macsec access interface-policy accmacsecifpol1
apic1(config-macsec-if-policy)# inherit macsec security-policy accmacsecpol1 keychain
acckeychainpol1
apic1(config-macsec-if-policy)# exit
apic1(config)
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ステップ 5 ファブリックインターフェイス用にMACsecセキュリティポリシーを設定します:

例：

apic1# configure
apic1(config)# template macsec fabric security-policy fabmacsecpol1
apic1(config-macsec-param)# cipher-suite gcm-aes-xpn-128
apic1(config-macsec-param)# description 'description for mac sec parameters'
apic1(config-macsec-param)# window-size 1
apic1(config-macsec-param)# sak-expiry-time 100
apic1(config-macsec-param)# security-mode must-secure
apic1(config-macsec-param)# exit
apic1(config)#

ステップ 6 ファブリックインターフェイス用にMACsecキーチェーンを設定します:

PSKは、2通りの方法で設定できます:

•下のキー 12abに示すように、psk-stringコマンドを使用してインラインで設定し
ます。PSKは、ログに記録され、公開されるため、安全ではありません。

•キー ab12で示すように、新しいコマンド Enter PSK stringを psk-stringコマンド
の後で使用し、個別に入力して設定します。ローカルにエコーされるだけで、ロ

グには記録されないため、PSKは安全です。

（注）

例：

apic1# configure
apic1(config)# template macsec fabric security-policy fabmacsecpol1
apic1(config-macsec-param)# cipher-suite gcm-aes-xpn-128
apic1(config-macsec-param)# description 'description for mac sec parameters'
apic1(config-macsec-param)# window-size 1
apic1(config-macsec-param)# sak-expiry-time 100
apic1(config-macsec-param)# security-mode must-secure
apic1(config-macsec-param)# exit
apic1(config)# template macsec fabric keychain fabkeychainpol1
apic1(config-macsec-keychain)# description 'macsec key chain kc1'
apic1(config-macsec-keychain)# key 12ab
apic1(config-macsec-keychain-key)# psk-string 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)# life-time start 2016-09-19T12:03:15 end
2017-09-19T12:03:15
apic1(config-macsec-keychain-key)# exit
apic1(config-macsec-keychain)# key cd78
apic1(config-macsec-keychain-key)# psk-string
Enter PSK string: 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)# life-time start now end infinite
apic1(config-macsec-keychain-key)# exit
apic1(config-macsec-keychain)# exit
apic1(config)#

ステップ 7 MACsecインターフェイスポリシーをリーフ (またはスパイン)上のファブリックンターフェ
イスに関連付けます:

例：

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# fabric-interface ethernet 1/52-53
apic1(config-leaf-if)# inherit macsec interface-policy fabmacsecifpol2
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apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)#
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第 7 章

レイヤ 3外部接続の設定

•レイヤ 3外部接続の設定のモードについて（179ページ）
•レイヤ 3外部接続の設定（181ページ）
•外部ネットワークへのルーテッド接続（182ページ）
•レイヤ 3ルーティングとサブインターフェイスポートチャネル（194ページ）
•レイヤ 3アウトからレイヤ 3アウト内部 VRFへの漏洩（201ページ）
• SVI外部カプセル化の範囲について（206ページ）
• SVI自動状態について （209ページ）
•インターフェイスとスタティックルーティングの設定 （211ページ）
• OSPFの設定（214ページ）
• BGPの設定（222ページ）
• EIGRPの設定（240ページ）
•ルートマップの設定（248ページ）
•双方向ルート転送（BFD）の設定（259ページ）
•レイヤ 3マルチキャストの設定（275ページ）
•外部 L3 EPGの設定（291ページ）
•名前付きモードを使用したレイヤ 3外部接続の設定（294ページ）
• IPv6ネイバー探索（309ページ）
•『Configuring HSRP』（314ページ）
• Cisco ACI GOLF（317ページ）
• Multipod_Fabric（337ページ）
•リモートリーフスイッチ（344ページ）
•トランジットルーティング（352ページ）

レイヤ 3外部接続の設定のモードについて
APICは設定のための複数のユーザインターフェイス (UI)をサポートしているので、1つのUI
を使用して設定を作成し、その後、別の UIを使用して設定を変更する場合は、予期しないイ
ンタラクションが潜んでいます。ここでは、さらに他のAPICのユーザインターフェイスを使
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用した可能性がある場合、APIC NX-OSスタイルの CLIを使用してレイヤ 3外部接続を設定す
るための考慮事項を説明します。

APIC NX-OSスタイルの CLIを使用してレイヤ 3外部接続を設定する場合、次の 2つのモード
を選択することができます。

•よりシンプルな暗黙モードは、APIC GUIまたは REST APIと互換性がありません。

•名前付き（または明示)モードは、APIC GUIおよび REST APIと互換性があります。

いずれの場合も、設定は互換性がない UIでは読み取り専用であると考えてください。

モードの違いについて

どちらのモードでも、構成設定は APIの l3extOutクラスのインスタンスである内部コンテナ
オブジェクト「L3 Outside」（または「L3Out」）内で定義されます。2つのモード間の主な違
いは、このコンテナオブジェクトインスタンスの命名にあります。

•暗黙モード：コンテナのネーミングは潜在的であり、CLIコマンドには表示されません。
CLIは、これらのオブジェクトを内部的に作成し保持します。

•名前付きモード：名前はユーザーが決定します。名前付きモードのCLIコマンドには、追
加の l3Outフィールドがあります。名前付きL3Outがを正常に設定され障害を回避するた
めには、ユーザーが外部レイヤ 3用の APIオブジェクトモデルを理解する必要がありま
す。

「名前付きモードセクションを使用したレイヤ3外部接続の設定」セクションの手順を除き、
このガイドでは、暗黙モードの手順を説明します。

（注）

注意事項および制約事項

•同じ APICインターフェイスでは、両方のモードを、次の制限でレイヤ 3外部接続を設定
するために一緒に使用することができます。テナントVRF、およびリーフの特定の組み合
わせのレイヤ 3外部接続設定は、1つのモードを介してのみ実行できます。

•特定のテナント VRFの場合、外部 L3 EPGを配置できるポリシードメインは、名前付き
モードまたは暗黙モードのいずれかになります。推奨する設定方式は、特定のテナント

VRFが、レイヤ 3外部接続用に展開されたすべてのノード全体で、特定のテナント VRF
の組み合わせに対して1つのモードだけを使用することです。モードは、異なるテナント
または異なる VRF全体で変えることができ、制限は適用されません。

•外部レイヤ 3機能は、次の例外を除いて、両方の設定モードでサポートされます

• L4～ L7サービスアプライアンスを使用したルーティングピアリングとルートヘル
スインジェクション (RHI)は、名前付きモードでのみをサポートされます。名前付き
モードは、ルーティングピアリングが含まれるテナント VRFのすべての境界リーフ
スイッチ全体で使用する必要があります。
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•暗黙モード CLI手順を使用して作成されたレイヤ 3外部ネットワークオブジェクト
（l3extOut）は、「__ui_」で始まる名前で識別され、GUIで読み取り専用としてマークさ
れます。CLIは、インターフェイス、プロトコル、ルートマップ、EPGなどの機能で、こ
れらの外部L3ネットワークを分割します。REST APIを介して実行される設定変更は、こ
の構造を破棄することができ、CLIを介してさらなる変更を防ぐことができます。

このようなオブジェクトを削除する手順については、『APIC Troubleshooting Guide』の
「Troubleshooting Unwanted _ui_ Objects」を参照してください。

レイヤ 3外部接続の設定
外部ネットワークへのレイヤ3（L3）ルーティング接続の設定は、次のコンポーネントで構成
されています。

•インターフェイス：レイヤ3ポートの設定インターフェイス、サブインターフェイス、外
部ルータに接続するために使用される外部 SVI。

•ルーティングプロトコルの設定：CLIは静的ルート、BGP、OSPF、EIGRPプロトコル設
定をサポートします。

•ルートマップ制御：ルートマップは、prefixes/BDパブリックサブネットと一致させ、
ルーティング制御ポリシーを適用するために使用されます。ルートマップが作成される

と、「in」（BGPまたは OSPF）、「out」（BGP、OSPF、EIGRP）などの、方向のルー
ティングプロトコルと関連付けることができます。

インターフェイス、ルートプロトコル、およびルートマップに関する設定は、構成リーフ

の設定モードでリーフスイッチ単位で保持されます。

• L3外部 EPG：コントラクトとQoSポリシーを適用するためのエンドポイントグループに
分類されるテナントVRFの外部サブネットのリスト。L3外部 EPG（プレフィックス EPG
ともいいます）には、他の外部L3 EPGおよびアプリケーションEPGとコントラクトを持
つことができます。L3外部 EPG設定はテナント設定で保持されます。L3外部 EPGは、
VRFが設定されているノードのサブセットに展開できます。

レイヤ 3外部接続を設定するための手順は、次のように要約できます。

1. テナントの下に VRFを作成します。

2. 境界リーフスイッチ上の VRFを設定して展開します。

3. 境界リーフインターフェイス上のレイヤ 3インターフェイスを設定します。

4. リーフスイッチ上のルートマップを設定します。

5. リーフおよびリーフインターフェイスの下にルーティングプロトコル（BGP、OSPF、
EIGRP）を設定します。

6. テナントの下に L3外部 EPGを作成して設定します。

7. 境界リーフスイッチの外部 L3 EPGを展開します。
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外部ネットワークへのルーテッド接続

外部ネットワークへルートされた接続について

ネットワーク構成 (L3Out)外部レイヤ 3では、ファブリック以外のトラフィックを転送する方
法を定義します。レイヤ3はし、他のノードのアドレスを見つける、ルートを選択して、サー
ビスの品質を選択して、入力して、終了、およびファブリックを移動する際は、トラフィック

を転送に使用されます。

ガイドラインとの設定と接続の外部レイヤ3を維持するための注意事項は、次を参照してくだ
さい。外部ネットワークへの接続をルーティングするための注意事項（184ページ）。

（注）

L3Outsの種類についての詳細は、外部レイヤ 3 Outside接続タイプ（186ページ）を参照して
ください。

外部ネットワークへのルーテッド接続のためのレイヤ 3 Out
外部ネットワークへのルーテッド接続は、次の図の階層で示すようにファブリックアクセス

（infraInfra）外部ルーテッドドメイン（l3extDomP）をレイヤ 3外部外側ネットワーク
（l3extOut）のテナントレイヤ 3外部インスタンスプロファイル（l3extInstPまたは外部

EPG）に関連付けることによって有効になります。
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図 15 :レイヤ 3外部接続のポリシーモデル

レイヤ 3外部アウトサイドネットワーク（l3extOutオブジェクト）には、ルーティングプロ

トコルのオプション（BGP、OSPF、または EIGRPまたはサポートされている組み合わせ）お
よびスイッチとインターフェイス固有の設定が含まれています。l3extOutにルーティングプ

ロトコル（たとえば、関連する仮想ルーティングおよび転送（VRF）およびエリア IDを含む
OSPF）が含まれる一方で、レイヤ 3外部インターフェイスのプロファイルには必要な OSPF
インターフェイスの詳細が含まれます。いずれも OSPFのイネーブル化に必要です。

l3extInstP EPGは、コントラクトを通してテナント EPGに外部ネットワークを公開します。
たとえば、Webサーバのグループを含むテナント EPGは、l3extOutに含まれるネットワーク

設定に応じてコントラクトを介して l3extInstP EPGと通信できます。外部ネットワーク設定
は、ノードを L3外部ノードプロファイルに関連付けることで複数のノードに容易に再利用で
きます。同じプロファイルを使用する複数のノードをフェールオーバーやロードバランシング

のために設定できます。ノードを複数の l3extOutsに追加することで、l3extOutsに関連付けら
れている VRFがノードでも展開されます。拡張性に関する情報については、現行の「Verified
Scalability Guide for Cisco ACI」を参照してください。
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外部ネットワークへの接続をルーティングするための注意事項

レイヤ 3外部接続を作成し、維持する際には、次のガイドラインを使用してください。

注意またはガイドライントピック

Cisco APICリリース 1.2(1)以降、入力ベースポリシーの適
用により、出入力両方向でレイヤ3アウトサイド（L3Out）
トラフィックにポリシー適用を定義できます。デフォルト

では入力になっています。リリース 1.2(1)以降にアップグ
レード中、既存のL3Out設定が出力に設定され、動作が既
存の設定と一致します。特別なアップグレードのシーケン

スは必要ありません。アップグレード後、グローバルプロ

パティ値を入力に変更します。変更されると、システムが

ルールとプレフィックスエントリを再プログラミングしま

す。規則は出力リーフから削除され、入力リーフ上に既存

の規則がない場合は、入力リーフ上にインストールされま

す。既存の設定がない場合、Actrlプレフィックスエント

リが入力リーフ上にインストールされます。ダイレクト

サーバリターン（DSR）および属性 EPGには入力ベース
のポリシー適用が必要です。vzAnyと禁止コントラクトは、
入力ベースのポリシー適用を契約無視します。入力には中

継規則が適用されます。

入力べースポリシーの適用

テナントのブリッジドメインには、共通テナントでプロビ

ジョニングされているl3extOutによってアドバタイズされ

たパブリックサブネットを含めることができます。

L3Outsによるブリッジドメイン

Cisco APICリリース 1.2（1x）以降、BGP l3extOut接続の

テナントポリシーは、最大プレフィックス制限を使用して

設定できます。これにより、ピアから受信されるルートプ

レフィックスの数をモニタし、制限することができます。

最大プレフィックス制限を超えると、ログエントリが記録

され、さらにプレフィックスが拒否されます。カウントが

一定の間隔でしきい値を下回る場合、接続を再起動するこ

とができますが、そうしない場合接続がシャットダウンし

ます。一度に 1つのオプションだけを使用できます。デ
フォルト設定では20,000プレフィックスに制限され、その
後は新しいプレフィックスは拒否されます。拒否オプショ

ンが導入されると、APICでエラーが発生する前に BGPは
設定されている制限よりも 1つ多くプレフィックスを受け
入れます。

BGP最大プレフィックス制限
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注意またはガイドライントピック

Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしてい
ません。したがって、外部ルータへのレイヤ 3 Outside
（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介した
multipod接続を設定する場合は、MTUが両側で適切に設定
されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、Cisco IOS
などの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値
は IPヘッダーを考慮に入れています（結果として、最大パ
ケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOS
で 9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの
他のプラットフォームは、パケットヘッダーのを除くMTU
値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986
バイトになります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞ
れの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすること
を強く推奨します。たとえば、Cisco NX-OS CLIで ping

1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface

ethernet 1/1などのコマンドを使用します。

MTU

マルチノードサービスグラフを使用する際、異なる VRF
で2つのEPGが必須です。これらの機能では、システムは
レイヤ 3検索を実行する必要があるため、EPGが異なる
VRFを分離する必要があります。この制限は、レイヤ 2お
よびレイヤ3の検索に基づいてレガシサービスの挿入に続
きます。

レイヤ 4から 7

L3Out用の QoSポリシーを設定し、L3Outが存在する BL
スイッチで適用されるポリシーを有効にするには、次の注

意事項に従ってください。

• VRFポリシー制御の適用方向を出力に設定する必要
があります。

• VRFポリシー制御適用の優先度設定を有効に設定す
る必要があります。

• L3Outを使用してEPG間の通信を制御するコントラク
トを設定する際に、コントラクトまたはコントラクト

の件名にQoSクラスまたはターゲットDSCPを含めま
す。

L3Outsの QoS
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外部レイヤ 3 Outside接続タイプ
ACIは、以下の外部レイヤ 3 Outside接続オプションをサポートします。

•スタティックルーティング（IPv4および IPv6でサポート）

•標準および NSSAエリアの OSPFv2（IPv4）

•標準および NSSAエリアの OSPFv3（IPv6）

• iBGP（IPv4および IPv6）

• eBGP（IPv4および IPv6）

• BGP（IPv4および IPv6）

外部レイヤ 3 Outside接続は、以下のインターフェイスでサポートされます。

•レイヤ 3ルーテッドインターフェイス

• 802.1Qタギング対応のサブインターフェイス：サブインターフェイスを使用すると、複数
のプライベートネットワークに対するレイヤ 2外部接続を提供できます。

•スイッチ仮想インターフェイス（SVI）：SVIインターフェイスを使用すると、レイヤ 2
とレイヤ 3をサポートする同じ物理インターフェイスをレイヤ 2外部接続とレイヤ 3外部
接続に使用できます。
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図 16 : ACIレイヤ 3管理対象オブジェクト

L3Outside接続に使用される管理対象オブジェクトは、次のとおりです。

•外部レイヤ 3 Outside（L3ext）：ルーティングプロトコルオプション（OSPFエリアタイ
プ、エリア、EIGRP AS、BGP）、プライベートネットワーク、外部物理ドメイン。

•論理ノードプロファイル：外部レイヤ 3 Outside接続に対して 1つ以上のノードが定義さ
れたプロファイル。ルータ IDとループバックインターフェイス設定はプロファイルで定
義されます。

複数の外部レイヤ 3 Outside接続間の同じノードには同じルータ
IDを使用してください。

（注）

•論理インターフェイスプロファイル：IPv4および IPv6インターフェイスの IPインター
フェイス設定。これは、ルートインターフェイス、ルーテッドサブインターフェイス、

および SVIでサポートされます。SVIは、物理ポート、ポートチャネルまたは VPCで設
定できます。

• OSPFインターフェイスポリシー：OSPFのネットワークタイプ、優先順位などの詳細が
含まれています。
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• EIGRPインターフェイスポリシー：タイマー、スプリットホライズンタイマーなどの詳
細が含まれています。

• BGPピア接続プロファイル：ほとんどの BGPピア設定、リモート AS、ローカル AS、お
よびBGPピア接続オプションが設定されるプロファイル。BGPピア接続プロファイルは、
ノードプロファイルの下の論理インターフェイスプロファイルまたはループバックイン

ターフェイスに関連付けることができます。これは、BGPピアリングセッションの
update-source設定を決定します。

•外部ネットワークインスタンスプロファイル（EPG）（l3extInstP）：外部 EPGはプレ
フィックスベースのEPGまたは InstPとも呼ばれます。インポートおよびエクスポートの
ルート制御ポリシー、セキュリティインポートポリシー、およびコントラクトの関連付

けは、このプロファイルで定義されます。単一L3Outに複数の外部EPGを設定できます。
単一外部レイヤ 3 Outside接続で別のルートまたはセキュリティポリシーが定義されてい
る場合、複数の外部 EPGを使用できます。1つの外部 EPGまたは複数の外部 EGPがルー
トマップにまとめられます。外部EPGで定義されるインポート/エクスポートサブネット
は、ルートマップの IPプレフィックスリストの match句と関連しています。外部 EPG
は、インポートセキュリティサブネットとコントラクトが関連付けられる場所でもあり

ます。これは、この L3outのトラフィックの許可またはドロップに使用されます。

•アクションルールプロファイル：アクションルールプロファイルは、L3Outのルート
マップの set句を定義するために使用されます。サポートされる set句は、BGP communities
（standardおよび extended）、Tags、Preference、Metric、およびMetric typeです。

•ルート制御プロファイル：ルート制御プロファイルは、アクションルールプロファイル
を参照するために使用されます。これは、アクションルールプロファイルの順序付きプ

ロファイルにすることができます。ルート制御プロファイルは、テナント BD、BDサブ
ネット、外部 EPG、または外部 EPGサブネットで参照できます。

BGP、OSPF、およびEIGRP L3Out用の追加のプロトコル設定が存在します。これらの設定は、
GUIの [ACI Protocol Policies]セクションでテナントごとに設定されます。

外部 EPG (中継ルーティングケース)の間でポリシーの適用を設定する際には、エクスポート
ルート制御、集約エクスポート、および外部のセキュリティのために、デフォルトプレフィッ

クスである 0/0で 2番目の外部 EPG (InstP)を設定する必要があります。さらに、優先グループ
を除外し、中継 InstPs間で任意の契約（または希望の契約）を使用する必要があります。

（注）

NX-OSスタイルの CLIを使用したテナントネットワークのレイヤ 3
Outsideの設定

次の手順では、テナントネットワークのネットワークの外部レイヤ3を設定する方法について
説明します。次に、NX-OS CLIを使用してテナント VRF外部 L3接続にノードと L3ポートを
配備する例を示します。
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この例は、わかりやすくするための手順に分割されます。マージされた例については、NX-OS
スタイル CLIの例：L3Out（192ページ）を参照してください。

始める前に

•ノード、ポート、機能プロファイル、AEP、レイヤ 3ドメインを設定します。

•使用して VLANドメイン設定、 vlanドメイン ドメイン および vlan vlan範囲 コマン
ド。

• BGPルートリフレクタポリシーを設定し、ファブリック内でルーテッドを伝達します。

コマンドを使用して、これらの前提条件の例を参照してください。NX-OSスタイル CLIの例:
L3Outの前提条件（192ページ）。

手順

ステップ 1 テナントおよび VRFを設定します。

この例では VRF v1でテナント t1を設定します。これらはまだ展開されていません。

例：

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(congig-tenant)# exit
apic1(config)#

ステップ 2 L3Outのノードとインターフェイスを設定します。

この例では設定 VRF v1 ノード 103 (borderリーフスイッチ)と呼ばれるで nodep1 、ルータ

IDを 11.11.11.103 。インターフェイスの設定も eth1/3 ルーテッドインターフェイス (レ
イヤ 3のポート)、IPアドレスとして 12.12.12.3/24 とレイヤ 3ドメイン dom1 。

例：

apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 3 ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、BGPピアのアドレスを使用して、プライマリのルーティングプロトコルとして
BGPを設定 15.15.15.2 ASN 100ドルとします。

例：
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apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 4 オプション。接続ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、定期的なエリア IDと、通信プロトコルとして OSPFを設定 0.0.0.0 、ループ

バックアドレスと 30.30.30.0 。

例：

apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 30.30.30.0
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 5 ノード 103上に外部 EPGを設定します。

この例では、ネットワークで 20.20.20.0/24 外部ネットワークとして設定されている extnw1

。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 20.20.20.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit

ステップ 6 オプション。ルートマップを設定します。

この例では、ルートマップ設定 rp1 アウトバウンド方向に BGPピアの。ルートマップが
ルートの宛先に一致するのに適用される 200.3.2.0/24 。また、正常な一致で (ルートには、
この範囲が一致する)ルート ASパスアトリビュートが更新され、 200 および 100 。

例：

apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 200.3.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router bgp 100
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apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)#exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 7 ブリッジドメインを追加します。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 44.44.44.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1 tenant t1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 8 ノード 101で EPGアプリケーションを作成します。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application app1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 2011 tenant t1 application app1 epg
epg1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#

ステップ 9 フィルタ (アクセスリスト)と契約を作成します。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject subj1
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
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ステップ 10 契約を設定し、Epgに関連付けます。

例：

apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# application app1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

NX-OSスタイル CLIの例: L3Outの前提条件
L3Outを設定する前に、次の手順を実行します。

1. VLANドメインを設定します。
apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 1024-2048
apic1(config-vlan)# exit

2. BGPルートリフレクタを設定します:

apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 100
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 104,105

NX-OSスタイル CLIの例：L3Out
次の例は、L3Outを設定する手順のマージバージョン NX-OSスタイル CLIを使用します。
L3Outを設定する前に、次の前提条件を設定します。
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
192

レイヤ 3外部接続の設定

NX-OSスタイル CLIの例: L3Outの前提条件



apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 30.30.30.0
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 20.20.20.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 200.3.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 44.44.44.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map map1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1 tenant t1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application app1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 2011 tenant t1 application app1 epg
epg1
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apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject subj1
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# application app1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

レイヤ 3ルーティングとサブインターフェイスポート
チャネル

レイヤ 3ポートチャネルについて
以前、Cisco APICではレイヤ 2ポートチャネルのみサポートしていました。リリース 3.2(1)よ
り、Cisco APICではレイヤ 3ポートチャネルもサポートしています。

図 17 :スイッチポートチャネル設定

ポートチャネルの NX-OSは、CLIを使用してをルーテッドレイヤ 3の
設定

この手順では、レイヤ 3ルーテッドポートチャネルを設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

リーフスイッチまたはリーフスイッチ

の設定を指定します。Node-idは形式
leaf node-id

例：

ステップ 2

node-id1-node-id2の単一ノード IDまた
apic1(config)# leaf 101

は IDの範囲となる可能性があり、設定
が適用されます。

指定したポートチャネルのインター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface port-channel channel-name

例：

apic1(config-leaf)# interface
port-channel po1

ステップ 3

レイヤ 3インターフェイスを可能にな
ります。

no switchport

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# no switchport

この仮想ルーティングおよび転送(VRF)
インスタンスと L3ポリシー、外部に

vrf member vrf-name tenant tenant-name

例：

ステップ 5

は、このポートチャネルを関連付けま

す場所。
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1
tenant t1

• Vrf-nameは VRF名です。32文字
以内の英数字のストリング（大文

字と小文字を区別）で指定しま

す。

•テナント名は、テナント名です。
32文字以内の英数字のストリング
（大文字と小文字を区別）で指定

します。

以前に設定された VLANドメインに
は、ポートチャネルのテンプレートを

関連付けます。

vlan-domain member vlan-domain-name

例：

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

ステップ 6

指定したインターフェイスの IPアド
レスとサブネットマスクを設定しま

す。

ip address ip-address / subnet-mask

例：

apic1(config-leaf-if)# ip address
10.1.1.1/24

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

IPv6の一般的なプレフィックスに基づ
いて IPv6アドレスを設定し、インター

ipv6 address sub-bits/prefix-length
preferred

例：

ステップ 8

フェイスにおける IPv6処理をイネーブ
ルにします。場所：apic1(config-leaf-if)# ipv6 address

2001::1/64 preferred • sub-bits i引数は、prefix-name引数
で指定された一般的なプレフィッ

クスによって提供されるプレ

フィックスに連結する、アドレス

のサブプレフィックスビットおよ

びホストビットです。sub-bits引
数は、RFC 2373に記載された形式
で指定する必要があります。この

形式では、アドレスは、16進数値
を16ビット単位でコロンで区切っ
て指定します。

• Prefix-lengthは IPv6プレフィック
スの長さです。プレフィックス

（アドレスのネットワーク部分）

を構成するアドレスの上位連続

ビット数を示す 10進値です。10
進数値の前にスラッシュ記号が必

要です。

インターフェイスに IPv6リンクローカ
ルアドレスを設定します。

ipv6 link-local ipv6-link-local-address

例：

ステップ 9

apic1(config-leaf-if)# ipv6
link-local fe80::1

インターフェイスMACアドレスを手
動で設定します。

mac-address mac-address

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf-if)# mac-address
00:44:55:66:55::01

このサービスクラスのMTUを設定し
ます

mtu mtu-value

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-if)# mtu 1500

例

この例では、基本レイヤ 3ポートチャネルを設定する方法を示します。

apic1# configure
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apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1
apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01
apic1(config-leaf-if)# mtu 1500

NX-OS CLIを使用したレイヤ 3サブインターフェイスポートチャネル
の設定

この手順では、レイヤ 3サブインターフェイスポートチャネルを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

リーフスイッチまたはリーフスイッチ

の設定を指定します。Node-idは形式
leaf node-id

例：

ステップ 2

node-id1-node-id2の単一ノード IDまた
apic1(config)# leaf 101

は IDの範囲となる可能性があり、設定
が適用されます。

この仮想ルーティングおよび転送(VRF)
インスタンスと L3アウトサイドポリ

vrf member vrf-name tenant tenant-name

例：

ステップ 3

シーにポートチャネルを関連付けま

す。場所：
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1
tenant t1

• Vrf-nameは VRF名です。32文字
以内の英数字のストリング（大文

字と小文字を区別）で指定しま

す。

•テナント名は、テナント名です。
32文字以内の英数字のストリング
（大文字と小文字を区別）で指定

します。
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目的コマンドまたはアクション

以前に設定された VLANドメインに
は、ポートチャネルのテンプレートを

関連付けます。

vlan-domain member vlan-domain-name

例：

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

ステップ 4

指定したインターフェイスの IPアド
レスとサブネットマスクを設定しま

す。

ip address ip-address / subnet-mask

例：

apic1(config-leaf-if)# ip address
10.1.1.1/24

ステップ 5

IPv6の一般的なプレフィックスに基づ
いて IPv6アドレスを設定し、インター

ipv6 address sub-bits/prefix-length
preferred

例：

ステップ 6

フェイスにおける IPv6処理をイネーブ
ルにします。場所：apic1(config-leaf-if)# ipv6 address

2001::1/64 preferred • sub-bits i引数は、prefix-name引数
で指定された一般的なプレフィッ

クスによって提供されるプレ

フィックスに連結する、アドレス

のサブプレフィックスビットおよ

びホストビットです。sub-bits引
数は、RFC 2373に記載された形式
で指定する必要があります。この

形式では、アドレスは、16進数値
を16ビット単位でコロンで区切っ
て指定します。

• Prefix-lengthは IPv6プレフィック
スの長さです。プレフィックス

（アドレスのネットワーク部分）

を構成するアドレスの上位連続

ビット数を示す 10進値です。10
進数値の前にスラッシュ記号が必

要です。

インターフェイスに IPv6リンクローカ
ルアドレスを設定します。

ipv6 link-local ipv6-link-local-address

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-if)# ipv6
link-local fe80::1

インターフェイスMACアドレスを手
動で設定します。

mac-address mac-address

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-if)# mac-address
00:44:55:66:55::01
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目的コマンドまたはアクション

このサービスクラスのMTUを設定し
ます

mtu mtu-value

例：

ステップ 9

apic1(config-leaf-if)# mtu 1500

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf-if)# exit

指定したポートチャネルのインター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface port-channel channel-name

例：

apic1(config-leaf)# interface
port-channel po1

ステップ 11

以前に設定された VLANドメインに
は、ポートチャネルのテンプレートを

関連付けます。

vlan-domain member vlan-domain-name

例：

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

ステップ 12

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-if)# exit

指定したサブインターフェイスポート

チャネルのインターフェイス設定モー

ドを開始します。

interface port-channel
channel-name.number

例：

ステップ 14

apic1(config-leaf)# interface
port-channel po1.2001

この仮想ルーティングおよび転送(VRF)
インスタンスと L3アウトサイドポリ

vrf member vrf-name tenant tenant-name

例：

ステップ 15

シーにポートチャネルを関連付けま

す。場所：
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1
tenant t1

• Vrf-nameは VRF名です。32文字
以内の英数字のストリング（大文

字と小文字を区別）で指定しま

す。

•テナント名は、テナント名です。
32文字以内の英数字のストリング
（大文字と小文字を区別）で指定

します。

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 16
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf-if)# exit

例

この例では、基本的なレイヤ 3サブインターフェイスポートチャネルを設定する方法
を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 2001
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1
apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01
apic1(config-leaf-if)# mtu 1500
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1.2001
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# exit

NX-OS CLIを使用したレイヤ 3ポートチャネルにポートを追加する
この手順では、以前に設定したレイヤ 3ポートチャネルにポートを追加します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

リーフスイッチまたはリーフスイッチ

の設定を指定します。Node-idは形式
leaf node-id

例：

ステップ 2

node-id1-node-id2の単一ノード IDまた
apic1(config)# leaf 101

は IDの範囲となる可能性があり、設定
が適用されます。
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目的コマンドまたはアクション

設定するインターフェイスのインター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface Ethernet slot/port

例：

apic1(config-leaf)# interface Ethernet
1/1-2

ステップ 3

チャネルグループでポートを設定しま

す。

channel-groupチャネル名

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# channel-group
p01

例

この例では、ポートをレイヤ 3にポートチャネルを追加する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group p01

レイヤ 3アウトからレイヤ 3アウト内部 VRFへの漏洩
Cisco APICリリース 2.2(2e)から、2つの異なるVRFに 2個のレイヤ 3アウトがある場合、VRF
内部の漏洩がサポートされています。

この機能を稼働するには、次の条件を満たす必要があります。

• 2個のレイヤ 3アウト間にはコントラクトが必要です。

•レイヤ3アウトの接続したり移行したりするサブネットのルートは、コントラクトを適用
し（L3Out-L3OutおよびL3Out-EPG）、VRF間の動的または静的ルートを漏洩させること
なく漏洩します。

•動的または静的ルートは、コントラクトを適用し（L3Out-L3Outおよび L3Out-EPG）、
VRF間で直接接続したり移行したりするルートをアドバタイズすることなく漏洩します。

•異なる VRFの共有のレイヤ 3アウトは相互に通信できます。

• 2個のレイヤ 3アウトは異なる 2個の VRFに存在し、正常にルートを交換できます。

•この強化は、アプリケーション EPGおよびレイヤ 3アウト内部 VRF間の通信と同じで
す。唯一の違いは、アプリケーション EPGではなく別のレイヤ 3アウトが存在します。
したがってこの状況では、コントラクトは 2個のレイヤ 3アウト間で記録されます。
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次の図では、共有サブネットによる 2個のレイヤ 3アウトが存在します。両方の VRFでレイ
ヤ 3外部インスタンスプロファイル（l3extInstP）間のコントラクトがあります。この場合、
VRF 1の共有レイヤ 3アウトは VRF 2の共有レイヤ 3と通信できます。

図 18 : 2個の VRF間で通信する共有レイヤ 3アウト

NX-OSスタイル CLIを使用して共有レイヤ 3 VRF内リークを設定する
－ 名前が付けられた例

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始

します。

ステップ 1

例：

apic1# configure

プロバイダーレイヤ 3を設定します。ステップ 2

例：

apic1(config)# tenant t1_provider
apic1(config-tenant)# external-l3 epg
l3extInstP-1 l3out T0-o1-L3OUT-1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf
member VRF1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 192.168.2.0/24 shared
apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract provider vzBrCP-1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant
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目的コマンドまたはアクション

t1_provider vrf VRF1 l3out
T0-o1-L3OUT-1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map
T0-o1-L3OUT-1_shared
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list l3extInstP-1 permit
192.168.2.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match
prefix-list l3extInstP-1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

レイヤ 3 Outコンシューマを設定しま
す。

ステップ 3

例：

apic1(config)# tenant t1_consumer
apic1(config-tenant)# external-l3 epg
l3extInstP-2 l3out T0-o1-L3OUT-1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf
member VRF2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 199.16.2.0/24 shared
apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract consumer vzBrCP-1 imported
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant
t1_consumer vrf VRF2 l3out
T0-o1-L3OUT-1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map
T0-o1-L3OUT-1_shared
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list l3extInstP-2 permit
199.16.2.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match
prefix-list l3extInstP-2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#
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NX-OS Style CLIを使用した共有レイヤ 3 VRF間リークの設定：名前を付
けた例

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始

します。

ステップ 1

例：

apic1# configure

プロバイダテナントおよびVRFの設定ステップ 2

例：

apic1(config)# tenant t1_provider
apic1(config-tenant)# vrf context VRF1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit

コンシューマテナントおよびVRFの設
定

ステップ 3

例：

apic1(config)# tenant t1_consumer
apic1(config-tenant)# vrf context VRF2
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit

コントラクトの設定ステップ 4

例：

apic1(config)# tenant t1_provider
apic1(config-tenant)# contract vzBrCP-1
type permit
apic1(config-tenant-contract)# scope
exportable
apic1(config-tenant-contract)# export
to tenant t1_consumer
apic1(config-tenant-contract)# exit

プロバイダ外部レイヤ 3 EPGの設定ステップ 5

例：

apic1(config-tenant)# external-l3 epg
l3extInstP-1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf
member VRF1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 192.168.2.0/24 shared
apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract provider vzBrCP-1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
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目的コマンドまたはアクション

プロバイダエクスポートマップの設定ステップ 6

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant
t1_provider vrf VRF1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map map1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list p1 permit 192.168.2.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match
prefix-list p1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# export map map1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

コンシューマ外部レイヤ 3 EPGの設定ステップ 7

例：

apic1(config)# tenant t1_consumer
apic1(config-tenant)# external-l3 epg
l3extInstP-2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf
member VRF2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 199.16.2.0/24 shared
apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract consumer vzBrCP-1 imported
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit

コンシューマエクスポートマップの設

定

ステップ 8

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant
t1_consumer vrf VRF2
apic1(config-leaf-vrf)# route-map map2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list p2 permit 199.16.2.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match
prefix-list p2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# export map map2
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#
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SVI外部カプセル化の範囲について
レイヤ 3アウト設定のコンテキストでは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は ACIリー
フスイッチとルータ間に接続性を提供するように設定されます。

デフォルトで単一のレイヤ 3アウトが SVIインターフェイスで設定されている場合、VLANの
カプセル化はファブリック内の複数のノードに範囲が及びます。これは、図で示されるように

SVIインターフェイスが同じ外部カプセル化（SVI）を使用する限り、レイヤ 3アウト SVIが
展開されているファブリックで、ACIファブリックがすべてのノード上に同じブリッジドメイ
ン（VXLAN VN）を設定するため発生します。

ただし、異なるレイヤ 3アウトが展開されている場合、同じ外部カプセル化 (SVI)を使用して
いる場合でも ACIファブリックは異なるブリッジドメインを使用します。

図 19 :ローカル範囲のカプセル化と 1個のレイヤ 3アウト
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図 20 :ローカル範囲のカプセル化と 2個のレイヤ 3アウト

Cisco APICリリース 2.3以降、同じ外部カプセル化（SVI）を使用して、2個以上のレイヤ 3ア
ウトを展開する場合の動作を選択できるようになりました。

カプセル化の範囲は、ローカルまたは VRFとして設定できます。

•ローカル範囲（デフォルト）：例の動作が「ローカル範囲のカプセル化および2個のレイ
ヤ 3アウト」というタイトルの図に表示されます。

• VRF範囲：ACIファブリックが、同じ外部カプセル化（SVI）が展開されているすべての
ノードとレイヤ3アウト上で同じブリッジドメイン（VXLAN VNI）を設定します。「VRF
範囲のカプセル化および 2個のレイヤ 3アウト」というタイトルの図の例を参照してくだ
さい。

図 21 : VRF範囲のカプセル化および 2個のレイヤ 3アウト
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カプセル化スコープ構文

レイヤ 3 Outプロファイルで使用されるカプセル化の範囲を設定するためのオプションは次の
とおりです。

• Ctx ]:特定の VLANのカプセル化の同じ VRFに、すべてのレイヤ 3が記録されるで同じ
外部 SVI。これはグローバル値です。

•ローカル :レイヤ 3 Outごとの一意の外部 SVI。これはデフォルト値です。

CLI、API、および GUI構文間のマッピングは次のとおりです。

表 19 :カプセル化スコープ構文

GUIAPICLI

locallocall3out

VRFctxvrf

カプセル化の範囲を設定する CLIコマンドでは、名前付きのレイヤ 3アウト設定、VRFが設
定されている場合にのみサポートされます。

（注）

NX-OSスタイルCLIを使用して、SVIインターフェイスのカプセル化ス
コープの設定

SVIインターフェイスカプセル化のスコープ設定を次の例表示する手順では、名前付きのレイ
ヤ 3アウト設定です。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始

します。

コンフィギュレーションモードを開始

します。

例：

ステップ 1

apic1# configure

スイッチモードを開始します。スイッチモードを開始します。

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 104

VLANインターフェイスを作成します。
VLANの範囲は 1～ 4094です。

VLANインターフェイスを作成します。

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf)# interface vlan 2001

カプセル化の範囲を指定します。カプセル化の範囲を指定します。

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# encap scope vrf
context

インターフェイスモードを終了します。インターフェイスモードを終了します。

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-if)# exit

SVI自動状態について

この機能は、APICリリース 2.2(3x)リリースおよび APICリリース 3.1 (1)で使用できます。
APICリリース 3.0(x)ではサポートされていません。

（注）

スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、デバイスのVLANのブリッジング機能とルーティ
ング機能間の論理インターフェイスを表します。SVIは、物理ポート、直接ポートチャネル、
仮想ポートチャネルのメンバーを有することができます。SVI論理インターフェイスはVLAN
に関連付けられ、VLANポートメンバーシップを有します。

SVIの状態はメンバーに依存しません。Cisco APICの SVIのデフォルトの自動状態動作は、自
動状態の値が無効になっているときに最新の状態になっていることを意味します。これは、イ

ンターフェイスが対応するVLANで動作していない場合、SVIがアクティブであることを意味
します。

SVI自動状態の値を有効に変更する場合、関連する VLANのポートメンバーに依存します。
VLANインターフェイスがVLANで複数のポートを有する場合、SVIはVLANのすべてのポー
トがダウンするとダウン状態になります。

表 20 : SVI自動状態

SVI状態の説明SVI自動状態

インターフェイスが対応する VLANで動作していない
場合、SVIがアップ状態であることを意味します。

無効がデフォルトの SVI自動状態の値です。

ディセーブル

SVIは、関連付けられている VLANのポートメンバに
よって異なります。VLANインターフェイスに複数の
ポートを含む場合、SVIはVLANのすべてのポートがダ
ウンするとダウン状態になります。

イネーブル
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SVI自動状態の動作のガイドラインと制限事項
次のガイドラインをお読みください。

• SVIの自動状態の動作を有効化または無効化にすると、SVIあたりの自動状態の動作を設
定します。これらはグローバルコマンドではありません。

NX-OSスタイル CLIを使用した SVI自動状態の設定

始める前に

•テナントおよび VRFが設定されています。

•レイヤ 3アウトが設定されており、レイヤ 3アウトの論理ノードプロファイルと論理イン
ターフェイスプロファイルが設定されています。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始

します。

コンフィギュレーションモードを開始

します。

例：

ステップ 1

apic1# configure

スイッチモードを開始します。スイッチモードを開始します。

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 104

VLANインターフェイスを作成します。
VLANの範囲は 1～ 4094です。

VLANインターフェイスを作成します。

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# interface vlan 2001

SVI自動状態を有効にします。SVI自動状態を有効にします。ステップ 4

例： デフォルトで、SVI自動状態の値は有効
ではありません。apic1(config-leaf-if)# autostate

インターフェイスモードを終了します。インターフェイスモードを終了します。

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-if)# exit
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インターフェイスとスタティックルーティングの設定

始める前に

テナントおよび VRFを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

ノードのテナントVRFを設定します。[no] vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 3

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf v1

VRFで実行されているルーティングプ
ロトコルに対してルータ IDを割り当て

（任意） [no] router-id ipv4-address

例：

ステップ 4

ます。ルータ IDを割り当てない場合、
apic1(config-leaf-vrf)# router-id
1.2.3.4 各リーフスイッチに固有の IDが内部

で生成されます。

VRFの静的ルートの情報を設定しま
す。

[no] {ip | ipv6} route ip-prefix/masklen
next-hop-address [preferred]

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-vrf)# ip route
21.1.1.1/32 32.1.1.1
apic1(config-leaf-vrf)# ipv6 route
5001::1/128 6002::1

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-vrf)# exit

外部インターフェイスのポートを指定

します。

interface type

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf)# interface eth 1/1
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスにVLANドメインを
割り当てます。The VLAN domain must

vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 8

have already been created using the
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1 vlan-domain command in the global

configuration mode.

インターフェイスをレイヤ 3インター
フェイスとして設定し、設定オプショ

ンでレイヤ 3コマンドを公開します。

no switchport

例：

apic1(config-leaf-if)# no switchport

ステップ 9

テナントVRFにインターフェイスを接
続します。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant exampleCorp vrf v1

インターフェイスに IPアドレスを設定
します。指定されたアドレスは次のい

ずれかとして宣言できます。

[no] {ip | ipv6} address ip-prefix/masklen
[eui64] [secondary] [preferred]

例：

ステップ 11

• preferred—インターフェイスから
トラフィックのデフォルト送信元

アドレス。

apic1(config-leaf-if)# ip address
10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address
2001::1/64 preferred

• secondary—インターフェイスのセ
カンダリアドレス。

With the optional eui64 keyword, the host
can assign itself a 64-bit Extended Unique
Identifier (EUI).

In this mode, you can also configure ipv6
link-local, mac address, mtu, and other
layer 3 properties on the interface.

サポートされているすべてのオプショ

ンとともに、外部インターフェイスの

[[no]]ip dhcprelayaddress
tenanttenant-name
dhcp-address{applicationapp-name
epgepg-name|external-1212-epg-name|external-1313-epg-name}

ステップ 12

DHCPリレーアドレスを設定または削
除します。

例：

apic(config-leaf-if)# ip dhcp relay
address 192.0.20.1 tenant exampleCorp
application app1 epg epg1

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
212

レイヤ 3外部接続の設定

インターフェイスとスタティックルーティングの設定



例

次に、外部接続用にレイヤ 3ポートを導入する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 1.2.3.4
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 21.1.1.1/32 32.1.1.1
apic1(config-leaf-vrf)# ipv6 route 5001::1/128 6002::1 preferred
apic1(config-leaf-vrf)# exit

apic1(config-leaf)# interface eth 1/1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ip address 11.1.1.1/24 secondary
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1
apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01
apic1(config-leaf-if)# mtu 4470

次に、外部接続用にレイヤ 3サブインターフェイスポートを設定する例を示します。
この例では、サブインターフェイス ID（1/2.100の「100」）は実際には IDではなく
VLANのカプセル化です。サブインターフェイスでは、レイヤ 3ポートでサポートさ
れるすべてのプロパティを同様に利用できます。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101

# SAME VRF CONTEXT CONFIGURATION AS PREVIOUS EXAMPLE

apic1(config-leaf)# interface eth 1/2.100
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1

# SAME L3 PROPERTIES CONFIGURATION AS PREVIOUS EXAMPLE

次に、外部接続用にスイッチ仮想インターフェイス（SVI）を設定する方法を示しま
す。各外部SVIはSVI IDで示されるカプセル化VLANによって一意に識別されます。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101

# SAME VRF CONTEXT CONFIGURATION AS PREVIOUS EXAMPLE

apic1(config-leaf)# interface vlan 200
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 13.1.1.1/24

# HOW TO ATTACH A PORT TO THE EXTERNAL SVI:
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/4
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp external-svi

# HOW TO ATTACH A PORT CHANNEL TO THE EXTERNAL SVI:
apic1(config)# leaf 102
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apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp external-svi

# HOW TO ATTACH A VIRTUAL PORT CHANNEL (vPC) TO THE EXTERNAL SVI:
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-leaf)# interface vpc vpc103
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant exampleCorp external-svi

外部 SVIは参加ノードごとに設定する必要があります。これにより、同じ SVIでノー
ドごとに異なる IPアドレスを設定することができます。vPCが外部 SVIの一部である
場合、参加している vPCピアごとに SVIを個別に作成する必要があり、SVIごとに異
なる IPアドレスを指定することができます。

（注）

OSPFの設定

『Configuring OSPF』
OSPFはエリアで次のいずれかのモードで動作できます。

• OSPFがノードでテナントVRFの主要なルーティングプロトコルとして使用される場合、
OSPFは OSPFエリアで設定されたルートマップに定義されているルートをインポートお
よびエクスポートします。ルートマップにはエクスポートルートが含まれます。

• OSPFがBGPの接続プロトコルとして使用される場合、OSPFはBGPセッションの送信元
として使用されるループバックアドレスをアドバタイズします。ループバック IDではな
くループバック IPアドレスが使用されることに注意してください。この場合、OSPFに依
存している BGPセッションは update-sourceコマンドで同じループバック IPアドレスを使
用します。

OSPFと OSPFv3に個別の設定は必要ありません。ルータ OSPFモードは OSPFで実行されて
いるエリアでは暗黙的に OSPFv2と OSPFv3の両方を処理します。

OSPFセッションは、次に示す、リーフのすべてのタイプのレイヤ3インターフェイスでサポー
トされます。

•レイヤ 3ポート

•サブインターフェイス

•外部 SVI
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

OSPFルーティングプロセスを作成し、
OSPFポリシー設定を開始します。

router ospf default

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router ospf
default

OSPFセッションで VRFを有効にしま
す。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-ospf)# vrf member
tenant exampleCorp vrf v100

スイッチでデフォルトルートが生成さ

れます。

（任意） default-information originate
[always]

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-ospf-vrf)#
default-information originate

Not-So-Stubby Area（NSSA）を定義し
ます。

area area-id nssa [no-redistribution]
[default-information-originate]

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0
nssa

エリアをスタブエリアとして定義しま

す。

area area-id stub

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17
stub

OSPFのデフォルトエリアコストを 0
～ 16777215の値に設定します。

areaエリア id default-costコスト

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17
default-cost 20

アウトバウンドフィルタリングのルー

トマップを指定します。

area area-id route-map map-name out

例：

ステップ 9
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17
route-map ospf-to-eigrp out

OSPFが BGPの接続プロトコルとして
使用される場合、OSPFは BGPセッ

area area-id loopback loopback-address

例：

ステップ 10

ションの送信元として使用されるルー
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17
loopback 192.0.20.11/32 プバックアドレスをアドバタイズしま

す。ループバック IDではなくループ
バック IPアドレスが使用されることに
注意してください。この場合、OSPF
に依存している BGPセッションは
update-sourceコマンドで同じループバッ
ク IPアドレスを使用します。

この VRFで OSPFテンプレートポリ
シーを継承します。

inherit {ipv4 | ipv6} ospf vrf-policy
policy-name

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# inherit
ipv4 ospf vrf-policy vrfTemplate2

外部ルート集約を設定します。他のプ

ロトコルから学習した外部ルートのサ

マリーアドレスを入力します。

summary-address ip-address

例：

apic1(config-leaf-ospf-vrf)#
summary-address 182.1.20.0/24

ステップ 12

エリア間のネットワークを集約するエ

リア間ルート集約を設定します。

area area-id range address-range cost cost

例：

ステップ 13

The range is the summary route to be
advertised in areas. The cost is a value
between 0 and 16777215.

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17
range 192.0.20.0/24 cost 20

OSPFコンフィギュレーションモード
に戻ります。

exit

例：

ステップ 14

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 15

apic1(config-leaf-ospf)# exit

OSPFインターフェイスのポートを指
定します。The interface could also be

interface slot/port

例：

ステップ 16

specified as interface slot/port.vlan-id or
interface vlanvlan-id.apic1(config-leaf)# interface eth 1/2

OSPFルーティングプロセスを作成し、
OSPFポリシー設定を開始します。

{ip | ipv6} router ospf default area area-id

例：

ステップ 17
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf-if)# ip router ospf
default area 17

このテナントで OSPFインターフェイ
ステンプレートポリシーを継承しま

す。

{ip | ipv6} ospf inherit interface-policy
if-policy-name tenant tenant-name

例：

ステップ 18

apic1(config-leaf-if)# ip ospf inherit
interface-policy ifPolicy3 tenant
exampleCorp

セカンダリ IPアドレスに関連付けられ
ているプレフィックスを除き、特定の

[no] {ip | ipv6} ospf prefix-suppression
{enable | disable | inherit}

例：

ステップ 19

インターフェイスに属するすべての IP
プレフィックスを OSPFがアドバタイ
ズするのを防ぎます。

apic1(config-leaf-if)# ip ospf
prefix-suppression enable

インターフェイス上でルーティングが

更新されないようにします。

[no] {ip | ipv6} ospf passive-interface

例：

ステップ 20

apic1(config-leaf-if)# ip ospf
passive-interface

認証タイプを指定します。[no] ip ospf authentication {md5 | none |
simple}

ステップ 21

例：

apic1(config-leaf-if)# ip ospf
authentication md5

認証キーを指定しますip ospf authentication-key key

例：

ステップ 22

apic1(config-leaf-if)# ip ospf
authentication-key c1$c0123

例

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0 nssa
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17 stub
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17 default-cost 20
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17 route-map ospf-to-eigrp out
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17 loopback 192.0.20.11/32
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# inherit ipv4 ospf vrf-policy vrfTemplate2
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# summary-address 182.1.20.0/24
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 17 range 192.0.20.0/24 cost 20
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# interface eth 1/3
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apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 17
apic1(config-leaf-if)# ip ospf inherit interface-policy ifPolicy3 tenant exampleCorp
apic1(config-leaf-if)# ip ospf prefix-suppression enable
apic1(config-leaf-if)# ip ospf passive-interface
apic1(config-leaf-if)# ip ospf authentication md5
apic1(config-leaf-if)# ip ospf authentication-key c1$c0123

OSPF VRFとインターフェイステンプレートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

指定したテナント下に OSPF VRFポリ
シーテンプレートを作成します。

template ospf vrf-policy vrf-policy-name
tenant tenant-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# template ospf
vrf-policy vrfTemplate3 tenant
exampleCorp

リンクステートアドバタイズメント

（LSA）の開始間隔、ホールド間隔、
および最大間隔を設定します。

timers throttle lsa start-time hold-interval
max-time

例：

ステップ 4

apic1(config-vrf-policy)# timers
throttle lsa 200 10000 45000

LSAのグループ化、リフレッシュ、
チェックサム、またはエージングを行

う間隔を設定します。

timers lsa-group-pacing seconds

例：

apic1(config-vrf-policy)# timers
lsa-group-pacing 240

ステップ 5

各LSAの到着間の最小間隔を設定しま
す。

timers lsa-arrival milliseconds

例：

ステップ 6

apic1(config-vrf-policy)# timers
lsa-arrival 1000

LSAの SPF開始間隔、ホールド間隔、
および最大間隔を設定します。

timers throttle spf spf-start spf-hold
spf-max-wait

例：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-vrf-policy)# timers
throttle spf 5 1000 90000

OSPFポリシー帯域幅参照を設定しま
す（Mbps）。

auto-cost reference-bandwidth bandwidth

例：

ステップ 8

apic1(config-vrf-policy)# auto-cost
reference-bandwidth 1000

OSPFポリシー優先アドミニストレー
ティブディスタンスを設定します。

distance distance

例：

ステップ 9

apic1(config-vrf-policy)# distance
200

OSPFがルーティングテーブル内にイ
ンストールできるパラレルルートの最

maximum-paths max-paths

例：

ステップ 10

大数を設定します。範囲は 1～ 16ルー
トです。

apic1(config-vrf-policy)#
maximum-paths 8

グレースフルリスタートヘルパーモー

ドをディセーブルにします。

graceful-restart helper-disable

例：

ステップ 11

apic1(config-vrf-policy)#
graceful-restart helper-disable

ループバック、セカンダリ IPアドレス
およびパッシブインターフェイスに関

prefix-suppression

例：

ステップ 12

連付けられているプレフィックスを除
apic1(config-vrf-policy)#
prefix-suppression き、すべての IPプレフィックスを

OSPFがアドバタイズするのを防ぎま
す。

DNS名をルックアップするようにOSPF
を設定します。

name-lookup

例：

ステップ 13

apic1(config-vrf-policy)# name-lookup

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 14

apic1(config-vrf-policy)# exit

指定したテナント下に OSPFインター
フェイスポリシーテンプレートを作成

します。

template ospf interface-policy
if-policy-name tenant tenant-name

例：

ステップ 15

apic1(config-leaf)# template ospf
interface-policy ifTemplate5 tenant
exampleCorp
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目的コマンドまたはアクション

/32の代わりにプライマリ IPアドレス
サブネットマスクをアドバタイズしま

す。

[no] advertise-subnet

例：

apic1(config-interface-policy)#
advertise-subnet

ステップ 16

インターフェイスの OSPFコストを設
定します。指定できる範囲は0～65535
です。

[no] cost if-cost

例：

apic1(config-interface-policy)# cost
300

ステップ 17

ルータがダウンしたとネイバーが宣言

するまでの間、helloパケットを非表示
[no] dead-interval seconds

例：

ステップ 18

にしなければならない間隔を秒単位で
apic1(config-interface-policy)#
dead-interval 60 設定します。指定できる範囲は 1～

65535秒です。

helloパケット間の間隔を秒単位で指定
します。指定できる範囲は 1～ 65535
秒です。

[no] hello-interval seconds

例：

apic1(config-interface-policy)#
hello-interval 10

ステップ 19

インターフェイスでMTU不一致の検
出を無効にします。

[no] mtu-ignore

例：

ステップ 20

apic1(config-interface-policy)#
mtu-ignore

OSPFインターフェイスポリシーのネッ
トワークタイプをブロードキャストま

[no] network {bcast | p2p | unspecified}

例：

ステップ 21

たはポイントツーポイントのいずれか

に設定します。
apic1(config-interface-policy)#
network p2p

インターフェイス上で OSPFルーティ
ングが更新されないようにします。

[no] passive-interface

例：

ステップ 22

apic1(config-interface-policy)#
passive-interface

特定のネットワークの代表ルータ

（DR）の決定に使用されるOSPFイン
[no] priority priority

例：

ステップ 23

ターフェイスプライオリティを設定し
apic1(config-interface-policy)#
priority 4 ます。指定できる範囲は 0～ 255で

す。

インターフェイスに属する隣接に対す

るリンクステートアドバタイズメント

[no] retransmit-interval seconds

例：

ステップ 24

（LSA）の再送信間隔を指定します。
指定できる範囲は 1～ 65535秒です。

apic1(config-interface-policy)#
retransmit-interval 5
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス上でリンクステート

更新パケットを送信するために必要と

[no] transmit-delay seconds

例：

ステップ 25

される時間を設定します。範囲は 1～
450秒です。

apic1(config-interface-policy)#
transmit-delay 2

例

次に、VRFテンプレートおよびインターフェイステンプレートを設定する例を示しま
す。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101

# CONFIGURING THE VRF TEMPLATE:
apic1(config-leaf)# template ospf vrf-policy vrfTemplate3 tenant exampleCorp
apic1(config-vrf-policy)# timers throttle lsa 200 10000 45000
apic1(config-vrf-policy)# timers lsa-group-pacing 240
apic1(config-vrf-policy)# timers lsa-arrival 1000
apic1(config-vrf-policy)# timers throttle spf 5 1000 90000
apic1(config-vrf-policy)# auto-cost reference-bandwidth 1000
apic1(config-vrf-policy)# distance 200
apic1(config-vrf-policy)# maximum-paths 8
apic1(config-vrf-policy)# graceful-restart helper-disable
apic1(config-vrf-policy)# prefix-suppression
apic1(config-vrf-policy)# name-lookup
apic1(config-vrf-policy)# exit

# CONFIGURING THE INTERFACE TEMPLATE:
apic1(config-leaf)# template ospf interface-policy ifTemplate5 tenant exampleCorp
apic1(config-ospf-if-policy)# advertise-subnet
apic1(config-ospf-if-policy)# cost 300
apic1(config-ospf-if-policy)# dead-interval 60
apic1(config-ospf-if-policy)# hello-interval 10
apic1(config-ospf-if-policy)# mtu-ignore
apic1(config-ospf-if-policy)# network p2p
apic1(config-ospf-if-policy)# passive-interface
apic1(config-ospf-if-policy)# priority 4
apic1(config-ospf-if-policy)# retransmit-interval 5
apic1(config-ospf-if-policy)# transmit-delay 2
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BGPの設定

『Configuring BGP』

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファブリックの BGP設定モードを開始
します。

bgp-fabric

例：

ステップ 2

apic1(config)# bgp-fabric

BGP自律システム番号（ASN）を指定
します。

asn asn-number

例：

ステップ 3

apic1(config-bgp-fabric)# asn 100

指定したスパインスイッチを BGPルー
トリフレクタに設定します。

route-reflector spine spine-id

例：

ステップ 4

apic1(config-bgp-fabric)#
route-reflector spine 105

例

apic1# configure
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 100
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 105

次のタスク

BGPアドレスファミリとカウンタを設定します。
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BGPアドレスファミリとタイマーテンプレートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

指定したテナント下に BGPタイマー
ポリシーテンプレートを作成します。

template bgp timers timer-policy-name
tenant tenant-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# template bgp
timers bgpTimers tenant exampleCorp
This template will be available on
all leaves
where tenant exampleCorp has a VRF
deployment

BGPポリシーのグレースフルリスター
トヘルパーを設定します。

graceful-restart-helperステップ 4

apic1(config-bgp-timers)#
graceful-restart-helper

BGPが再起動中の BGPピアからの古
いルートを維持する最大時間を設定し

graceful-restart stalepath-time secondsステップ 5

ます。指定できる範囲は 1～ 3600秒で
す。

apic1(config-bgp-timers)#
graceful-restart stalepath-time 3600

キープアライブタイマーおよびホール

ドタイマーの値を設定します。両方の

値の範囲は 1～ 3600秒です。

timers bgp keep-alive-seconds
hold-seconds

ステップ 6

apic1(config-bgp-timers)# timers bgp
10 20

apic1(config-bgp-timers)# exitexitステップ 7

指定したテナント下に BGPアドレス
ファミリテンプレートを作成します。

template bgp address-family family-name
tenant tenant-name

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf)# template bgp
address-family bgpAf1 tenant
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目的コマンドまたはアクション

exampleCorp
This template will be available on
all leaves
where tenant exampleCorp has a VRF
deployment

eBGPルート、iBGPルート、および
ローカルルートのアドミニストレー

distance ebgp-distance ibgp-distance
local-distance

ステップ 9

ティブディスタンスを設定します。指

定できる範囲は 1～ 255です。
apic1(config-bgp-af)# distance 250
240 230

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exitステップ 10

apic1(config-bgp-af)# exit

例

次に、BGPタイマーテンプレートとアドレスファミリテンプレートを作成する例を
示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101

# CREATE A TIMER TEMPLATE
apic1(config-leaf)# template bgp timers bgpTimers tenant exampleCorp
This template will be available on all leaves where tenant exampleCorp has a VRF deployment
apic1(config-bgp-timers)# timers bgp 10 20
apic1(config-bgp-timers)# graceful-restart stalepath-time 3600
apic1(config-bgp-timers)# exit

# CREATE AN ADDRESS FAMILY TEMPLATE
apic1(config-leaf)# template bgp address-family bgpAf1 tenant bgp_t1
This template will be available on all leaves where tenant exampleCorp has a VRF deployment
apic1(config-bgp-af)# distance 250 240 230
apic1(config-bgp-af)# exit
apic1(config-leaf)# exit

BGPアドレスファミリとタイマーの設定

始める前に

BGPアドレスファミリのテンプレートとタイマーのテンプレートを作成します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

BGPポリシー設定を入力します。router bgp asn-number

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router bgp 100

後続のアドレスファミリコンフィギュ

レーションモードコマンドと関連付け

る VRFインスタンスを指定します。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-bgp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100

既存のタイマー設定が適用されます。inherit bgp timer timer-name

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-bgp-vrf)# inherit
bgp timer bgpTimers
This template will be inherited on all
leaves where VRF v100 has been
deployed

正常な IPv4ユニキャストルートを交換
するネイバーを宣言します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-bgp-vrf)#
address-family ipv4 unicast

このアドレスファミリに指定したアド

レスファミリを追加します。

inherit bgp address-family family-name

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit
bgp address-family ipv4-af-pol
This template will be inherited on all
leaves where VRF v100 has been
deployed

exitステップ 8

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit
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例

この例では、BGPタイマー設定、IPv4および IPv6アドレスファミリを継承する方法
を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# inherit bgp timer bgpTimers
This template will be inherited on all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit bgp address-family ipv4-af-pol
This template will be inherited on all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# address-family ipv6 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit bgp address-family ipv6-af-pol
This template will be inherited on all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

BGPネイバーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

BGPポリシー設定を入力します。router bgp asn-number

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router bgp 100

後続のポリシー設定モードコマンドと

関連付けるVRFインスタンスを指定し
ます。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-bgp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100
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目的コマンドまたはアクション

アドレスの範囲のサマリーアドレスを

設定し、BGPデータベースに集約エン
（任意） aggregate-address
ip-address/masklength [as-set]

例：

ステップ 5

トリを作成します。アドレスは IPv4ま
たは IPv6を使用できます。The as-set

apic1(config-leaf-bgp-vrf)#
aggregate-address 192.0.10.0/24 as-set option generates autonomous system set

path information.

ネイバーの IPアドレスを指定します。neighbor ip-address[/masklength]

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor
192.0.2.229/32

正常な IPv4ユニキャストルートを交
換するネイバーを宣言します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
address-family ipv4 unicast

このネイバーからのプレフィクスの最

大数を設定します。範囲は 1～ 300000
[no] maximum-prefix count [action {log
|shut |restart [restart-timeminutes]}] [
threshold percent]

ステップ 8

プレフィクスです。その他のオプショ

ンの設定は次のとおりです。例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)#
maximum-prefix 10 threshold 10 action
restart restart-time 10

• action：最大プレフィクスの制限に
達したときに実行するアクション

です。If the action is restart, you can
optionally specify the restart-time,
which is the period of time in minutes
before restarting the peer when the
maximum prefix limit is reached.指定
できる範囲は 1～ 65535分です。

• threshold：警告が発行されるまで
のプレフィクスの最大数のしきい

値の割合。指定できる範囲は 1～
100%です。

exitステップ 9

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)#
exit

ネイバーアドレスが OSPFを通じて学
習される場合、OSPFで使用されるの

update-source {loopback ip-address |
ethernet ip-address | vlan vlan-id}

例：

ステップ 10

と同じループバックアドレスを指定し

ます。apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
update-source loopback 192.0.2.230
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目的コマンドまたはアクション

最適なパスを選択するために、重み属

性を指定します。重みは、0～ 65,535
weight number

例：

ステップ 11

で指定できます。同じ宛先に対して複
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
weight 2000 数のルートがある場合、より高い重み

値のルートが優先されます。

自律システムパスからプライベート自

律システム番号を削除します。次の 3
private-as-control {remove-exclusive |
remove-exclusive-all |
remove-exclusive-all-replace-as}

ステップ 12

つの可能なバリエーションに従って、

例： プライベートAS番号をピアごとのAS
パスから削除し、eBGPピアのみで使
用することができます。

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
private-as-control

• remove-exclusive：ASパスがプラ
イベート AS番号のみ場合、削除
します。

• remove-exclusive-all：ASパスがプ
ライベートおよびパブリック AS
番号の両方の場合、削除します。

• remove-exclusive-all-replace-as：
ルータのローカル AS番号とプラ
イベートAS番号を置き換えます。

このコマンドは例として表示されてい

ます。この時点で、次の表に示すネイ

バー設定のいずれかを設定できます。

次の表に、この時点で設定できるインターフェイス設定を示します。

目的コマンド

as-pathを、その中に自身の ASを含めて受け
入れます

allow-self-as

ローカルアクセスサービスネットワークの発

生件数を指定します

allowed-self-as-count count

直接接続されたピアのチェックをディセーブ

ルにします

disable-connected-check

アドバタイジング中のピアAS番号のチェック
をディセーブルにします

disable-peer-as-check

リモートピアにマルチホップTTLを指定しま
す

ebgp-multihop count
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目的コマンド

BGPピアのローカルの自律システム設定をし
ます

local-as asn

ピアリングアドレスをネクストホップとして

設定します

next-hop-self

ネイバーのパスワードを設定しますpassword password

ASパスからプライベート ASNを削除しますprivate-as-control

ネイバーの自律システム番号を指定しますremote-as asn

ネイバーにルートマップ適用しますroute-map name {in | out}

コミュニティ属性をこのネイバーに送信しま

す

send-community [extended]

送信元 VLANインターフェイスを指定しますupdate-source vlan vlan-id

送信元イーサーネットインターフェイスを指

定します

update-source ethernet slot/port

送信元ルックバックインターフェイスを指定

します

update-source loopback ip-address

ルーティングテーブルのBGP重みを指定しま
す

weight number

例

この例では、IPv4 BGPネイバーを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# aggregate-address 192.0.10.0/24 as-set
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 192.0.2.229/32
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# maximum-prefix 10 threshold 10 action restart
restart-time 10
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# allow-self-as
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# allowed-self-as-count 2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# disable-connected-check
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# disable-peer-as-check
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# ebgp-multihop 4
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# local-as 100
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# next-hop-self
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# password abcdef
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 200
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apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# send-community extended
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source vlan 601
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source ethernet 1/15
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source loopback 192.0.2.230
Warning: BGP Configuration changed. Please re-configure BGP Password if it was enabled
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# local-as 100 no-prepend replace-as dual-as
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rMapT3 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# weight 2000
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

この例では、IPv6 BGPネイバーを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 2001:80:1:2::229
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv6 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# maximum-prefix 100
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# allow-self-as
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# allowed-self-as-count 2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# disable-connected-check
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# disable-peer-as-check
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# ebgp-multihop 4
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# local-as 100
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# next-hop-self
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# password abcdef
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 200
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# send-community extended
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source vlan 601
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source ethernet 1/15
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source loopback 2001:80:1:2::230/128
Warning: BGP Configuration changed. Please re-configure BGP Password if it was enabled
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# local-as 100 no-prepend replace-as dual-as
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rMapT3 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# weight 2000
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
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NX-OSスタイル CLIを使用してノード BGPタイマーポリシーあたりの
VRFあたりを設定する

手順

目的コマンドまたはアクション

タイマーポリシーを作成する前に、BGP
ASNおよびルートリフレクタを設定し
ます。

ステップ 1

例：

apic1(config)#
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)#
route-reflector spine 102
apic1(config-bgp-fabric)# asn 42
apic1(config-bgp-fabric)# exit
apic1(config)# exit
apic1#

特定の値は、例としてのみ提供されま

す。

タイマーポリシーを作成します。

例：

ステップ 2

apic1# config
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template bgp timers
pol7 tenant tn1
This template will be available on all
nodes where tenant tn1 has a VRF
deployment
apic1(config-bgp-timers)# timers bgp
120 240
apic1(config-bgp-timers)#
graceful-restart stalepath-time 500
apic1(config-bgp-timers)# maxas-limit
300
apic1(config-bgp-timers)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit
apic1#

設定された BGPポリシーを表示しま
す。

ステップ 3

例：

apic1# show run leaf 101 template bgp
timers pol7
# Command: show running-config leaf
101 template bgp timers pol7
leaf 101
template bgp timers pol7 tenant

tn1
timers bgp 120 240
graceful-restart stalepath-time
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目的コマンドまたはアクション

500
maxas-limit 300
exit

exit

ノードで特定のポリシーを参照します。ステップ 4

例：

apic1# config
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 42
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member
tenant tn1 vrf ctx1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# inherit
node-only bgp timer pol7
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit
apic1#

特定のBGPのタイマーポリシーのノー
ドが表示されます。

ステップ 5

例：

apic1# show run leaf 101 router bgp 42
vrf member tenant tn1 vrf ctx1
# Command: show running-config leaf
101 router bgp 42 vrf member tenant
tn1 vrf ctx1
leaf 101
router bgp 42
vrf member tenant tn1 vrf ctx1
inherit node-only bgp timer

pol7
exit

exit
exit

apic1#

BGP最長パスの設定

始める前に

適切なテナントおよび BGP外部ルーテッドネットワークが作成され使用可能です。

次の機能を使用すると、ルート表にパスの最大数を追加し、コストマルチパスのロードバラ

ンシングを有効にできます。

さらに多くのパスを設定できるようにする 2つのプロパティは、bgpCtxAfPolオブジェクトの
maxEcmpと maxEcmpIbgpです。これら 2つのプロパティを設定した後、実装の残り部分に反
映されます。
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BGPにログインして、次のコマンドを使用します:
maximum-paths [ibgp]

no maximum-paths [ibgp]

設定例：

手順

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template bgp address-family newAf tenant t1
This template will be available on all nodes where tenant t1 has a VRF deployment
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths ?
<1-16> Maximum number of equal-cost paths for load sharing. The default is 16.
ibgp Configure multipath for IBGP paths
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths 10
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths ibpg 8
apic1(config-bgp-af)# end
apic1#
no maximum-paths [ibgp]

ASパスプリペンドの設定
BGPピアは、ASパスアトリビュートの長さを増やすことで、リモートピアでベストパス選
択の影響を与えることができます。番号として指定桁の前に付加してASパスアトリビュート
の長さを向上するために使用するメカニズムを提供する ASパス Prepend。

ASパス前に付加は、ルートマップを使用してアウトバウンド方向にのみ適用できます。パス
として前に付加が機能しない iBGPセッションで。

ASパス Prepend機能は、次のように変更を有効に。

ルートマップと一致するルートの ASパスに、指定した AS番号
を付加します。

（注） • 1個以上の AS番号を設定できます。

• 4バイト番号がサポートされています。

•合計を prependは 32の AS番号。AS番号は、ASパ
スアトリビュートに挿入されます順序を指定する必

要があります。

プリペンド

最後の前に付加 ASパス 1から 10までの範囲に番号として。Prepend-最後-として

次の表では、ASパス Prependの実装の選択基準について説明します。

指定された AS番号を追加します。1プリペンド
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最後のAS番号をASパスに付加します。2Prepend-最後-とし
て

指定された AS番号を追加します。Prepend(1)デフォルト

NX-OSスタイルの CLIを使用した ASパスのプリペンド

このセクションでは、NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイス (CLI)を使用して、
ASパスのプリペンド機能を実現する方法について説明します。

始める前に

構成済みのテナント

手順

境界ゲートウェイプロトコル (BGP)ルートの自動システムパス (ASパス)を変更するには、
set as-pathコマンドを使用します。set as-pathコマンドは、
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path {'prepend as-num [ ,... as-num ]

| prepend-last-as num}の形式で実行します。

例：

apic1(config)# leaf 103

apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1

apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile rp1

apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path ?

prepend Prepend to the AS-Path

prepend-last-as Prepend last AS to the as-path

apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path prepend 100, 101, 102, 103

apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path prepend-last-as 8

apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# exit

apic1(config-leaf-vrf)# exit

apic1(config-leaf)# exit

次のタスク

ASパスのプリペンドを無効にするには、示されているコマンドの no形式を使用します:
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# [no] set
as-path { prepend as-num [ ,... as-num ] | prepend-last-as num}
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BGPにディストリビューションをルーティング

テナントの範囲によるルートプロファイルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

BGPダンプニングとルート再配布のテ
ナントの下にルートプロファイルテン

プレートを作成します。

template route-profile profile-name tenant
tenant-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# template
route-profile map_eigrp tenant
exampleCorp

タグ値を設定します。nameパラメータ
は符号なし整数です。

必須: [no] set tag name

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set tag 200

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

必須: exit

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
exit

BGPダンプニングとルート再配布のテ
ナントの下にルートプロファイルテン

プレートを作成します。

template route-profile profile-name tenant
tenant-name

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf)# template
route-profile map_ospf tenant
exampleCorp

タグ値を設定します。nameパラメータ
は符号なし整数です。

必須: [no] set tag name

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set tag 100
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例

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route-profile map_eigrp tenant exampleCorp
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set tag 200
apic1(config-leaf-template-route-profile)# exit
apic1(config-leaf)# template route-profile map_ospf tenant exampleCorp
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set tag 100
apic1(config-leaf-template-route-profile)# exit

次のタスク

この手順で作成されたルートプロファイルのいずれかを使用して、OSPFおよびEIGRPのBGP
の下に再配布ルートプロファイルを設定します。

再配布ルートプロファイルの設定

始める前に

ルート再配布のテナントの下にルートプロファイルテンプレートを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

BGPポリシー設定を入力します。router bgp asn-number

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router bgp 100

後続のポリシー設定モードコマンドと

関連付ける VRFインスタンスを指定し
ます。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-bgp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100

必須: redistribute {ospf | eigrp} route-map
map-name

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf)#
redistribute ospf route-map map_ospf

例

この例では、テナントの範囲によるルートプロファイルの作成の例で作成したルート

プロファイルを使用して、OSPFおよび EIGRPの BGPの下に再配布ルートプロファ
イルを設定します。再配布ルートマップは、すべてのルートを可能（許可）し、ルー

ト制御アクションに関するルートプロファイルを適用します。この例では、すべての

EIGRP学習ルートは、タグ 200を使用して BGPに再配布され、OSPFルートは、タグ
100を使用して BGPに再配布されます。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# redistribute eigrp route-map map_eigrp
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# redistribute ospf route-map map_ospf

BGPルートダンプニングの設定
BGPルートダンプニングでは、境界リーフスイッチ（BLs）に接続されている外部ルータか
ら受信したフラッピング eBGPルートのファブリックへの伝搬を最小限に抑えます。外部ルー
タから頻繁にフラッピングするルートは設定された条件に基づいて BLsで抑制され、iBGPピ
ア（ACIスパインスイッチ）への再配布が禁止されます。抑制されたルートは設定された時間
条件の後で再使用されます。各フラップは eBGPルートに 1000のペナルティを科します。フ
ラップのペナルティが定義された抑制限度のしきい値（デフォルトは2000）に達すると、eBGP
ルートは抑制としてマーキングされます。抑制されたルートは他の BGPピアにはアドバタイ
ズされません。ペナルティは、半減期（デフォルトは 15分）ごとに半分に減少します。抑制
されたルートは、ペナルティが指定された再利用の限度（デフォルトは 750）を下回ると再利
用されます。抑制されたルートは、指定された最大抑制時間（最大 45分間）の間最大限に抑
制されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

BGPダンプニングとルート再配布のテ
ナントの下にルートプロファイルテン

プレートを作成します。

template route-profile profile-name tenant
tenant-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# template
route-profile damp_rp tenant
exampleCorp

ルートフラップダンプニングの動作を

設定します。パラメータは次のとおり

です。

必須: [no] set dampening half-life reuse
suppress max-suppress-time

例：

ステップ 4

• half-life：時間経過後にペナルティ
が減少する分単位の半減期。ルー

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set dampening 15 750 2000 60

トにペナルティを割り当てると、

ペナルティは半減期で半分まで小

さくなります。指定できる範囲は

1～ 60分で、デフォルト値は 15
分です。

• reuse：フラッピングルートのペナ
ルティがこの値を下回るまで減少

すると、ルートの抑制が中止（再

利用）されます。指定できる値の

範囲は 1～ 20000です。デフォル
トは 750です。

• suppress：ペナルティがこの制限を
超えるとルートは抑制されます。

指定できる値の範囲は 1～ 20000
です。デフォルトは 2000です。

• max-suppress-time：安定したルート
を抑制できる分単位の最大時間。

指定できる範囲は 1～ 255です。

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

必須: exit

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
exit

BGPポリシー設定を入力します。router bgp asn-number

例：

ステップ 6

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
238

レイヤ 3外部接続の設定

BGPルートダンプニングの設定



目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf)# router bgp 100

後続のポリシー設定モードコマンドと

関連付けるVRFインスタンスを指定し
ます。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 7

apic1(config-bgp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100

ネイバーの IPアドレスを指定します。
マスク長は 32です。

neighbor ip-address[/masklength]

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor
192.0.2.229/32

正常な IPv4ユニキャストルートを交
換するネイバーを宣言します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

ステップ 9

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
address-family ipv4 unicast

inherit bgp dampening profile-nameステップ 10

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)#
inherit bgp dampening damp_rp

exitステップ 11

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)#
exit

exitステップ 12

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
exit

正常な IPv4ユニキャストルートを交
換するネイバーを宣言します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-bgp-vrf)#
address-family ipv4 unicast

inherit bgp dampening profile-nameステップ 14

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit
bgp dampening damp_rp

exitステップ 15

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit
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例

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route-profile damp_rp tenant exampleCorp
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set dampening 15 750 2000 60
apic1(config-leaf-template-route-profile)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 192.0.2.229/32
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# inherit bgp dampening damp_rp
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# address-family ipv6 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit bgp dampening damp_rp
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit

EIGRPの設定

EIGRP VRFとインターフェイステンプレートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

指定したテナント下にEIGRP VRFポリ
シーテンプレートを作成します。

template eigrp vrf-policy vrf-policy-name
tenant tenant-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# template eigrp
vrf-policy vrfTemplate3 tenant
exampleCorp
This template will be available on
all leaves where tenant exampleCorp
has a VRF deployment

EIGRP内部ルートと外部ルートの管理
ディスタンスプリファレンスを設定し

distance internal external

例：

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

ます。ディスタンスは 1～ 255で指定
できます。

apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)#
distance 2 5

VRFポリシーテンプレートの EIGRP
の最大パスの制限を設定します。制限

は 1～ 32で指定できます。

maximum-paths limit

例：

apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)#
maximum-paths 8

ステップ 5

広範なメトリック（64ビット）に
EIGRPメトリック形式を設定します。

metric version 64bit

例：

ステップ 6

apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)#
metric version 64bit

EIGRPのアクティブタイマーの間隔を
設定します。指定できる範囲は 1～
65535分です。

timers active-time minutes

例：

apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)#
timers active-time 1

ステップ 7

指定したテナント下にEIGRPインター
フェイスポリシーテンプレートを作成

します。

template eigrp interface-policy
if-policy-name tenant tenant-name

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf)# template eigrp
interface-policy ifTemplate5 tenant
exampleCorp
This template will be available on
all leaves where tenant exampleCorp
has a VRF deployment

EIGRP Helloの間隔時間を設定します。
指定できる範囲は 1～ 65535秒です。

ip hello-interval eigrp default seconds

例：

ステップ 9

apic1(config-template-eigrp-if-pol)#
ip hello-interval eigrp default 10

EIGRPホールドの間隔時間を設定しま
す。指定できる範囲は 1～ 65535秒で
す。

ip hold-interval eigrp default seconds

例：

apic1(config-template-eigrp-if-pol)#
ip hold-interval eigrp default 10

ステップ 10

EIGRPの next-hop-selfフラグを設定し
ます。

ip next-hop-self eigrp default

例：

ステップ 11

apic1(config-template-eigrp-if-pol)#
ip next-hop-self eigrp default

EIGRPの passive-interfaceフラグを設定
します。

ip passive-interface eigrp default

例：

ステップ 12

apic1(config-template-eigrp-if-pol)#
ip passive-interface eigrp default
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目的コマンドまたはアクション

EIGRPの split-horizonフラグを設定し
ます。

ip split-horizon eigrp default

例：

ステップ 13

apic1(config-template-eigrp-if-pol)#
ip split-horizon eigrp default

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 14

apic1(config-template-eigrp-if-pol)#
exit

例

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101

# CONFIGURING THE VRF TEMPLATE:
apic1(config-leaf)# template eigrp vrf-policy vrfTemplate3 tenant exampleCorp
This template will be available on all leaves where tenant exampleCorp has a VRF deployment
apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)# distance 2 5
apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)# maximum-paths 8
apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)# metric version 64bit
apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)# timers active-time 1
apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)# exit

# CONFIGURING THE INTERFACE TEMPLATE:
apic1(config-leaf)# template eigrp interface-policy ifTemplate5 tenant exampleCorp
This template will be available on all leaves where tenant exampleCorp has a VRF deployment
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# ip hello-interval eigrp default 5
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# ip hold-interval eigrp default 10
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# ip next-hop-self eigrp default
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# ip passive-interface eigrp default
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# ip split-horizon eigrp default
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit

次のタスク

EIGRPアドレスファミリとカウンタを設定します。
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EIGRPアドレスファミリとカウンタの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

EIGRPポリシー設定を入力します。router eigrp default

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router eigrp
default

後続のアドレスファミリコンフィギュ

レーションモードコマンドと関連付け

る VRFインスタンスを指定します。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-eigrp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100

EIGRPの自律システム設定を入力しま
す。

autonomous-system asn

例：

ステップ 5

apic1(config-eigrp-vrf)#
autonomous-system 300

EIGRPポリシーアドレスファミリを
設定します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

ステップ 6

apic1(config-eigrp-vrf)#
address-family ipv4 unicast

EIGRP内部ルートと外部ルートの管理
ディスタンスプリファレンスを設定し

distance internal external

例：

ステップ 7

ます。ディスタンスは 1～ 255で指定
できます。

apic1(config-address-family)# distance
2 5

VRFポリシーテンプレートの EIGRP
の最大パスの制限を設定します。制限

は 1～ 32で指定できます。

maximum-paths limit

例：

apic1(config-address-family)#
maximum-paths 8

ステップ 8
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目的コマンドまたはアクション

広範なメトリック（64ビット）に
EIGRPメトリック形式を設定します。

metric version 64bit

例：

ステップ 9

apic1(config-address-family)# metric
version 64bit

EIGRPのアクティブタイマーの間隔を
設定します。指定できる範囲は 1～
65535分です。

timers active-time minutes

例：

apic1(config-address-family)# timers
active-time 1

ステップ 10

このアドレスファミリに EIGRP VRF
ポリシーを適用します。

inherit eigrp vrf-policy vrf-policy-name

例：

ステップ 11

apic1(config-address-family)# inherit
eigrp vrf-policy vrfTemplate3

例

この例では、EIGRPアドレスファミリを設定する方法および EIGRP VRFポリシーを
継承する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router eigrp default
apic1(config-eigrp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-eigrp-vrf)# autonomous-system 300
apic1(config-eigrp-vrf)# address-family ipv4 unicast
This configuration will affect all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-address-family)# distance 2 5
This configuration will affect all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-address-family)# maximum-paths 8
This configuration will affect all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-address-family)# metric version 64bit
This configuration will affect all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-address-family)# timers active-time 1
This configuration will affect all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-address-family)# inherit eigrp vrf-policy vrfTemplate3
This template will be inherited on all leaves where VRF v100 has been deployed
apic1(config-address-family)# exit
apic1(config-eigrp-vrf)# exit
apic1(config-eigrp)# exit
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EIGRPインターフェイスの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface ethernet slot/port

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/21

デフォルトでは、ポートはレイヤ 2ト
ランクモードです。ポートがレイヤ 3

[no] switchport slot/port

例：

ステップ 4

モードである場合、このコマンドを使
apic1(config-leaf-if)# no switchport

用して、レイヤ 2トランクモードに変
換する必要があります。

VLANドメインのコンフィギュレー
ションモードを作成および開始しま

す。

[no] vlan-domain member vlan-id

例：

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1

ステップ 5

インターフェイスをVRFに関連付けま
す。

[no] vrf member tenant exampleCorp vrf
vrf-name

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant exampleCorp vrf v100

インターフェイスの IPアドレスを設定
します。

[no] {ip | ipv6} address
ip-address/mask-length

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-if)# ip address
181.12.12.1/24

EIGRPルータのポリシーをデフォルト
に設定します。

[no] {ip | ipv6} router eigrp default

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-if)# ip router eigrp
default
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目的コマンドまたはアクション

EIGRPは、distribute-listコマンドで指
定されたルートマップで一致するルー

[no] {ip | ipv6} distribute-list eigrp
default route-map map-name out

例：

ステップ 9

トをアドバタイズします。ルートマッ

プのプレフィックスリストに記載されapic1(config-leaf-if)# ip
distribute-list eigrp default
route-map rMapT5 out

ているルーティングプレフィックス

は、BGP、OSPF、Static、Connectedな
どの他のプロトコルソースから学習で

きます。再配布ルートマップは、

distribute-listコマンドに基づいて自動的
に作成されます。同じスイッチ上の別

のインターフェイス上で実行されてい

る EIGRPセッションから学んだプレ
フィックスが、配布リストによって

フィルタリングされず、常に外にアド

バタイズされることに注意してくださ

い。

EIGRP Helloの間隔時間を設定します。
指定できる範囲は 1～ 65535秒です。

[no] {ip | ipv6} hello-interval eigrp
default seconds

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf-if)# ip
hello-interval eigrp default 10

EIGRPホールドの間隔時間を設定しま
す。指定できる範囲は 1～ 65535秒で
す。

[no] {ip | ipv6} hold-interval eigrp default
seconds

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-if)# ip
hold-interval eigrp default 10

EIGRPの next-hop-selfフラグを設定し
ます。

[no] {ip | ipv6} next-hop-self eigrp default

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf-if)# ip
next-hop-self eigrp default

EIGRPの passive-interfaceフラグを設定
します。

[no] {ip | ipv6} passive-interface eigrp
default

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-if)# ip
passive-interface eigrp default

EIGRPの split-horizonフラグを設定し
ます。

[no] {ip | ipv6} split-horizon eigrp default

例：

ステップ 14

apic1(config-leaf-if)# ip
split-horizon eigrp default
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目的コマンドまたはアクション

このインターフェイスに EIGRPイン
ターフェイスポリシーを適用します。

[no] inherit eigrp ip interface-policy
if-policy-name

例：

ステップ 15

apic1(config-leaf-if)# inherit eigrp
ip interface-policy ifTemplate5

EIGRPのルート集約を設定します。サ
マリーアドレスは、EIGRPセッション

[no] ip summary-address eigrp default
ip-prefix

例：

ステップ 16

上に集約されたプレフィックスをアド

バタイズするように設定できます。apic1(config-leaf-if)# ip
summary-address eigrp default
172.10.1.0/24 1つのインターフェイスでイ

ネーブルになっているサマ

リーアドレスは、スイッチ上

の同じ VRF上の他の EIGRP
対応インターフェイスに適用

されます。

（注）

apic1(config-leaf-if)# ip
summary-address eigrp default
2001::/64

例

この例では、EIGRPインターフェイスを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/21
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-leaf-if)# ip address 181.12.12.1/24
apic1(config-leaf-if)# ip router eigrp default
apic1(config-leaf-if)# ip distribute-list eigrp default route-map rMapT5 out
distribute list will be updated on all EIGRP interfaces on node 1021 VRF exampleCorp/v100
apic1(config-leaf-if)# ip hello-interval eigrp default 5
apic1(config-leaf-if)# ip hold-interval eigrp default 10
apic1(config-leaf-if)# ip next-hop-self eigrp default
apic1(config-leaf-if)# ip passive-interface eigrp default
apic1(config-leaf-if)# ip split-horizon eigrp default
apic1(config-leaf-if)# inherit eigrp ip interface-policy ifTemplate5
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 172.10.1.0/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit
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ルートマップの設定

テンプレートの設定

ルートプロファイルについて

ルートプロファイルは、インポート、エクスポートに使用されるルーティング制御設定のアク

ションを指定し、ルートマップを再配布します。ルートプロファイルテンプレートは、テナ

ントまたはテナント VRFで定義できます。

テナントスコープルートプロファイルの設定

この手順では、BGPダンプニングとルート再配布の設定に使用されるテナントスコープのルー
トプロファイルを作成します。

始める前に

•テナントおよび VRFを設定します。

•リーフで VRFを有効にします。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

テナントスコープのルートプロファイ

ルを作成します。

[no] template route-profile profile-name
tenant tenant-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# template
route-profile rp1 tenant exampleCorp

BGPコミュニティ属性を設定します。必須: [no] set community {regular
|extended}値{none |replace |additive}

ステップ 4

例：

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set community extended 20:22 additive
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目的コマンドまたはアクション

ルートフラップダンプニングの動作を

設定します。パラメータは次のとおり

です。

必須: [no] set dampening half-life reuse
suppress max-suppress-time

例：

ステップ 5

• half-life：時間経過後にペナルティ
が減少する分単位の半減期。ルー

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set dampening 15 750 2000 60

トにペナルティを割り当てると、

ペナルティは半減期で半分まで小

さくなります。指定できる範囲は

1～ 60分です。

• reuse：フラッピングルートのペナ
ルティがこの値を下回るまで減少

すると、ルートの抑制が中止（再

利用）されます。指定できる範囲

は 1～ 20000です。

• suppress：ペナルティがこの制限を
超えるとルートは抑制されます。

指定できる範囲は 1～ 20000で
す。

• max-suppress-time：安定したルート
を抑制できる分単位の最大時間。

指定できる範囲は 1～ 255です。

BGPローカルプリファレンス値を設定
します。範囲は 0～ 4294967295です。

必須: [no] set local-preference value

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set local-preference 64

宛先ルーティングプロトコルのメト

リックを設定します。

必須: [no] set metric value

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set metric 128

オプションは次のとおりです。必須: [no] set metric-type {type-1 |
type-2}

ステップ 8

• type-1：OSPF外部タイプ 1メト
リック例：

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set metric-type type-2 • type-2：OSPF外部タイプ 2メト

リック
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目的コマンドまたはアクション

宛先ルーティングプロトコルのタグ値

を設定します。nameパラメータは符号
なし整数です。

必須: [no] set tag name

例：

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set tag 1111

ステップ 9

宛先ルーティングプロトコルのタグ値

を設定します。weightパラメータは符
号なし整数です。

必須: [no] set weight weight

例：

apic1(config-leaf-template-route-profile)#
set weight 20

ステップ 10

例

次に、テナントスコープのルートプロファイルを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route-profile rp1 tenant exampleCorp
This template will be available on all leaves where tenant exampleCorp has a VRF deployment
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set community extended 20:22 additive
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set dampening 15 750 2000 60
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set local-preference 64
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set metric 128
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set metric-type type-2
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set tag 1111
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set weight 20

VRFスコープルートプロファイルの設定

この手順では、「default-export」および「default-import」を含む VRFスコープのルートプロ
ファイルを作成します。This route profile can be attached to a bridge domain (BD) while ‘matching’
a bridge-domain inside a route map through the inherit route-profile command.

VRF-scoped route profiles name default-export and default-import values, which are automatically
applied on the match statements on the respective export/import route-maps used in the same tenant VRF.

（注）

始める前に

•テナントおよび VRFを設定します。

•リーフで VRFを有効にします。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

リーフで VRFを有効にし、VRFコン
フィギュレーションモードを開始しま

す。

[no] vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf vrf1

VRFスコープのルートプロファイルを
作成します。

[no] template route-profile profile-name

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-vrf)# template
route-profile default-export

BGPコミュニティ属性を設定します。必須: [no] set community {regular
|extended} {no-advertise|no-export|値
{none |replace |additive}

ステップ 5

例：

apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)#
set community extended 20:22 additive

BGPローカルプリファレンス値を設定
します。範囲は 0～ 4294967295です。

必須: [no] set local-preference value

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-vrf-route-profile)#
set local-preference 64

宛先ルーティングプロトコルのメト

リックを設定します。

必須: [no] set metric value

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-vrf-route-profile)#
set metric 128

オプションは次のとおりです。必須: [no] set metric-type {type-1 |
type-2}

ステップ 8

• type-1：OSPF外部タイプ 1メト
リック例：

apic1(config-tenant-vrf-route-profile)#
set metric-type type-2 • type-2：OSPF外部タイプ 2メト

リック
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目的コマンドまたはアクション

宛先ルーティングプロトコルのタグ値

を設定します。nameパラメータは符号
なし整数です。

必須: [no] set tag name

例：

apic1(config-tenant-vrf-route-profile)#
set tag 1111

ステップ 9

宛先ルーティングプロトコルのタグ値

を設定します。weightパラメータは符
号なし整数です。

必須: [no] set weight weight

例：

apic1(config-tenant-vrf-route-profile)#
set weight 20

ステップ 10

例

次に、VRFスコープのルートプロファイルを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf vrf1
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile default-export
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set community extended 20:22 additive
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set local-preference 64
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 128
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric-type type-2
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set tag 1111
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set weight 20

ルートマップの作成

ルートマップは、外部ルータにアドバタイズされるブリッジドメインのパブリックサブネッ

トを示すため、テナント単位のプレフィックスリストとともに作成されます。また、プレフィッ

クスリストはすべての中継ルートが外部ルータにアドバタイズされるように作成する必要があ

ります。中継ルートのプレフィックスリストは管理者によって設定されます。デフォルトの動

作では、外部ルータへの中継ルートのアドバタイズメントはすべて拒否されます。

始める前に

テナントおよび VRFを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

ノードのテナントVRFを設定します。[no] vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 3

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf v1

VRFで実行されているルーティングプ
ロトコルに対してルータ IDを割り当て

（任意） [no] router-id ipv4-address

例：

ステップ 4

ます。ルータ IDを割り当てない場合、
apic1(config-leaf-vrf)# router-id
1.2.3.4 各リーフスイッチに固有の IDが内部

で生成されます。

ルートマップを作成し、ルートマップ

コンフィギュレーションを開始しま

す。

必須: [no] route-map name

例：

apic1(config-leaf-vrf)# route-map
bgpMap

ステップ 5

ルートマップにプレフィックスリスト

を作成します。

必須: [no]ip permit le 32リスト名プレ
フィックス/マスク長[{| prefix-list128}]

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list list1 permit
13.13.13.0/24

作成済みのプレフィックスリストと照

合し、一致モードを開始して、プレ

必須: [no] match prefix-list list-name

例：

ステップ 7

フィックスリストのルート制御プロ

ファイルを設定します。
apic1(config-leaf-vrf-route-map)#
match prefix-list list1

宛先ルーティングプロトコルのメト

リックを設定します。

必須: [no] set metric value

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
set metric 128

オプションは次のとおりです。必須: [no] set metric-type {type-1 |
type-2}

ステップ 9

• type-1：OSPF外部タイプ 1メト
リック例：

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
set metric-type type-2 • type-2：OSPF外部タイプ 2メト

リック
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目的コマンドまたはアクション

BGPローカルプリファレンス値を設定
します。範囲は 0～ 4294967295です。

必須: [no] set local-preference value

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
set local-preference 64

BGPルートアップデートのコミュニ
ティ属性を設定します。community-value

必須: [no] set community {regular |
extended} value {none | replace | additive}

例：

ステップ 11

を aa:nn形式で指定します。次のいず
れかのアクションを指定します。

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
set community extended 20:22 additive • additive—既存のコミュニティに追

加します

• replace—既存のコミュニティを置
き換えます

• none—コミュニティを変更しませ
ん

宛先ルーティングプロトコルのタグ値

を設定します。nameパラメータは符号
なし整数です。

必須: [no] set tag name

例：

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
set tag 1111

ステップ 12

ルーティングプロトコルの BGP重み
を指定します。

必須: [no] set weight value

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
set weight 32

この VRFから（このプレフィックス
リストと一致する）ルートをリークす

必須: [no] contract {provider| consumer
} contract-name [imported]

例：

ステップ 14

るために必要なコントラクトを追加し

ます。
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
contract provider prov 1

すでに作成されたルートグループを一

致させ、一致モードを開始してルート

マップを設定します。

必須: [no]match route group group-name
[order number ]

例：

ステップ 15

手順 8-13または手順 18のみを繰り返
して、ルートグループのルートマップ

apic1(config-leaf-vrf-route-map)#
match route group g1 order 1

を設定します。手順17を参照して、イ
ンラインセットアクションの代わりに

ルートマップを継承します。
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目的コマンドまたはアクション

プロトコルによってパブリックサブ

ネットをエクスポートするため、ブ

リッジドメインと照合します。

必須: [no]match bridge-domain bd-name

例：

apic1(config-leaf-vrf-route-map)#
bridge-domain bd1

ステップ 16

ブリッジドメインのルートマップを設

定します。

必須: [no] inherit route-profile
profile-name

例：

ステップ 17

ルートマップはすでに

template route-profileコマン
ドを使用してすでに作成され

ています。

（注）

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
inherit route-profile rp1

ブリッジドメインのルートマップを設

定します。

必須: [no] bridge-domain-match

例：

ステップ 18

ルートマップでブリッジド

メイン（BD）一致を無効に
して、ルートマップから BD
設定を削除する必要性をなく

します。これは、BDがルー
トマップで一致して、ルート

マップがルートグループ/明
示プレフィックスリストを使

用して BDサブネットをフィ
ルタするために使用される場

合に必要です。

（注）apic1(config-leaf-vrf-route-map)# no
bridge-domain-match

例

次に、ルートマップを作成し、プレフィックスリスト、コミュニティリスト、および

ブリッジドメインの追加/一致を行う例を示します。

# CREATE A ROUTE-MAP
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap

# CREATE A PREFIX-LIST
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list list1 permit 13.13.13.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list list1 permit 14.14.14.0/24

# MATCH THE PREFIX-LIST
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list list1

# CONFIGURE A ROUTE-PROFILE FOR THE PREFIX-LIST
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apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set metric 128
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set metric-type type-2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set local-preference 64
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set community extended 20:22 additive
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set tag 1111
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set weight 32
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# contract provider prov 1

# CREATE COMMUNITY LIST
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template community-list standard CL_1 65536:20 tenant exampleCorp

# CREATE ROUTE GROUP
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route group g1 tenant exampleCorp
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 15.15.15.0/24
apic1(config-route-group)# community-list standard 65535:20

# MATCH ROUTE GROUP
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group g1 order 1

# CONFIGURE ROUTE PROFILE FOR COMMUNITY-LIST
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set metric 128
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set metric-type type-2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set local-preference 64
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set community extended 20:22 additive
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set tag 1111
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set weight 32

# CONFIGURE ROUTE PROFILE ROUTE GROUP
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set metric 128
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set metric-type type-2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set local-preference 64
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set community extended 20:22 additive
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set tag 1111
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set weight 32

# Or CREATE A ROUTE PROFILE TEMPLATE AND INHERIT IT FOR ROUTE GROUP
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile rp1
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 128
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric-type type-2
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set local-preference 64
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set community extended 20:22 additive
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set tag 1111
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set weight 32
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# exit

apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group g1 order 1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# inherit route-profile rp1

# CREATE A BRIDGE-DOMAIN
apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
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apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 13.13.13.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant)# exit

# CREATE A ROUTE-PROFILE FOR THE BRIDGE-DOMAIN
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile default-export
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 128
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric-type type-2
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set local-preference 64
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set community extended 20:22 additive
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set tag 1111
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set weight 20
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# exit

# MATCH THE BRIDGE-DOMAIN
apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1

# CONFIGURE A ROUTE-PROFILE FOR THE BRIDGE-DOMAIN
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# inherit route-profile default-export

ルーティングプロトコルのルートマップの設定

OSPF、BGP、およびEIGRPルーティングプロトコルでは、インポートおよびエクスポートす
るルートのフィルタ処理にルートマップを使用します。これらのプロトコルを設定するために

必要な一般的な手順についてはそれぞれのドキュメントセクションを参照してください。これ

らのプロトコルでルートマップを設定するには、次のコマンドを使用し、例を参照してくださ

い。

ルートマップコマンドプロトコル

[no] route-map map-name {in | out}BGP

[no] areaエリア id route-mapマップ名{in |out }OSPF

[no] ip distribute list default route-map map-name outEIGRP

例

次に、BGP、OSPF、および EIGRPでルートマップを設定する例を示します。

# BGP
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
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apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 3.3.3.3
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map map1 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map map2 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

# OSPF
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 route-map map1 out
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 route-map map2 in
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

#EIGRP
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 13.13.13.13/24
apic1(config-leaf-if)# ip router eigrp default
apic1(config-leaf-if)# ip distribute-list eigrp default route-map map1 out
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

エクスポートマップ（インター VRFルートリーク）の設定

始める前に

•ルートマップを作成します。

•リークさせる必要があるルートと一致するプレフィックスを含むプレフィックスリストを
ルートマップに追加します。

•プレフィックスリストを照合し、ルートリークを有効にするコントラクトを追加します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

ノードのテナント VRFを設定します。[no] vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 3

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf v1

この VRFからコンシューマ VRFに
（リーク）ルートをエクスポートするよ

[no] export map map-name

例：

ステップ 4

うこの VRFでルートマップを設定しま
す。

apic1(config-leaf-vrf)# export map
shared-route-map1

例

次に、ルートマップを作成およびエクスポートする例を示します。

# CREATE A ROUTE-MAP
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 1.2.3.4
apic1(config-leaf-vrf)# route-map shared-route-map1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list list1 permit 13.13.13.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list list1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# contract provider prov1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

# EXPORT THE ROUTE-MAP
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# export map shared-route-map1

双方向ルート転送（BFD）の設定

BFDについて
双方向フォワーディング検出（BFD）は、メディアタイプ、カプセル化、トポロジ、および
ルーティングプロトコルのために短時間での転送パス障害検出を提供するために設計された検
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出プロトコルです。BFDを使用することで、さまざまなプロトコルの Helloメカニズムによ
り、変動速度ではなく一定速度で転送パス障害を検出できます。BFDはプロファイリングおよ
びプランニングを簡単にし、再コンバージェンス時間の一貫性を保ち、予測可能にします。

双方向フォワーディング検出（BFD）を使用して、ピアリングルータの接続をサポートするよ
うに設定された ACIファブリック境界リーフスイッチ間の転送パスのサブセカンド障害検出
時間を提供します。

BFDグローバルの設定
デバイスのすべてのBFDセッションのBFDセッションパラメータを設定できます。BFDセッ
ションパラメータは、スリーウェイハンドシェイクの BFDピア間でネゴシエートされます。

グローバル BFDを設定するには、次の手順を実行します。

•グローバル BFD構成設定を設定します

•アクセスリーフポリシーグループを設定し、以前作成したグローバルBFDポリシーを継
承します

•以前作成したリーフポリシーグループをリーフスイッチまたはリーフスイッチのグルー
プに関連付けます

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

BFDポリシーテンプレートを作成しま
す。

[no] template bfd {ip | ipv6}
global-policy-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# template bfd ip
bfd_global

BFDエコーパケットの送信元アドレス
として使用する IPアドレスを指定しま
す。

[no] echo-address ip-address

例：

apic1(config-bfd)# echo-address
192.0.20.123

ステップ 3

apic1(config-bfd)# echo-address
34::1/64

エコー機能で使用される slow timerを
設定します。この値はエコー機能がイ

[no] slow-timer milliseconds

例：

ステップ 4

ネーブルの場合、BFDが新しいセッ
apic1(config-bfd)# slow-timer 2000

ションを開始する速度および非同期
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目的コマンドまたはアクション

セッションがBFD制御パケットに使用
する速度を決定します。slow-timer値は
新しい制御パケット間隔として使用さ

れますが、エコーパケットは設定され

た BFD間隔を使用します。エコーパ
ケットはリンク障害検出に使用されま

すが、低速の制御パケットはBFDセッ
ションを維持します。指定できる範囲

は 1000～ 30000ミリ秒です。

このデバイスが BFD Helloメッセージ
を送信する間隔を指定します。有効値

は 50～ 999ミリ秒です。

[no] min-tx milliseconds

例：

apic1(config-bfd)# min-tx 100

ステップ 5

このデバイスが別のBFDデバイスから
の BFD Helloメッセージを受け付ける

[no] min-rx milliseconds

例：

ステップ 6

最小間隔を指定します。有効値は50～
999ミリ秒です。

apic1(config-bfd)# min-rx 70

転送パスの障害を検出するまでに喪失

した、別の BFDデバイスからの BFD
[no] multiplier policy-name

例：

ステップ 7

Helloメッセージの数を指定します。指
定できる範囲は 1～ 50です。

apic1(config-bfd)# multiplier 3

このシステムがサポートできる受信

BFDエコーパケット間の最小間隔を指
[no] echo-rx-interval policy-name

例：

ステップ 8

定します。有効値は 50～ 999ミリ秒で
す。

apic1(config-bfd)# echo-rx-interval
500

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-bfd)# exit

アクセススリーフポリシーグループ

を設定します。

[no] template leaf-policy-group
leaf-policy-name

例：

ステップ 10

apic1(config)# template
leaf-policy-group leaf_pg1

以前作成したグローバルポリシーを継

承します。

[no] inherit bfd {ip | ipv6}
global-policy-name

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-policy-group)#
inherit bfd ip bfd_global
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf-policy-group)# exit

リーフプロファイルを設定します。[no] leaf-profile leaf-profile-name

例：

ステップ 13

apic1(config)# leaf-profile
leaf_profile1

リーフスイッチのグループを作成また

は指定します。

[no] leaf-group leaf-group-name

例：

ステップ 14

apic1(config-leaf-profile)# leaf-group
leaf_group1

リーフスイッチに関連付けられる、以

前作成したリーフポリシーグループを

指定します。

[no] leaf-policy-group leaf-policy-name

例：

apic1(config-leaf-group)#
leaf-policy-group leaf_pg1

ステップ 15

リーフスイッチグループに 1つ以上の
リーフスイッチを追加します。

[no] leaf leaf-range

例：

ステップ 16

apic1(config-leaf-group)# leaf 101-102

例

この例では、グローバル BFDを設定し、リーフスイッチのグループに適用する方法
を示します。

# CONFIGURE BFD GLOBAL POLICIES
apic1# configure
apic1(config)# template bfd ip bfd_global
apic1(config-bfd)# echo-address 192.0.20.123
apic1(config-bfd)# slow-timer 2000
apic1(config-bfd)# min-tx 100
apic1(config-bfd)# min-rx 70
apic1(config-bfd)# multiplier 3
apic1(config-bfd)# echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit

# CONFIGURE AN ACCESS LEAF POLICY GROUP AND INHERIT BFD GLOBAL POLICIES
apic1(config)# template leaf-policy-group leaf_pg1
apic1(config-leaf-policy-group)# inherit bfd ip bfd_global
apic1(config-leaf-policy-group)# exit

# CONFIGURE A LEAF GROUP AND ASSOCIATE THE LEAF POLICY GROUP
apic1(config)# leaf-profile leaf_profile1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group leaf_group1
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group leaf_pg1
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apic1(config-leaf-group)# leaf 101-102

NX-OSスタイル CLIを使用したリーフスイッチでの BFDのグローバル
な設定

手順

ステップ 1 NX-OS CLIを使用して BFD IPV4グローバル設定（bfdIpv4InstPol）を設定するには：

例：

apic1# configure
apic1(config)# template bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 1.2.3.4
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit

ステップ 2 NX-OS CLIを使用して BFD IPV6グローバル設定（bfdIpv6InstPol）を設定するには：

例：

apic1# configure
apic1(config)# template bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 34::1/64
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit

ステップ 3 NX-OS CLIを使用してアクセスリーフポリシーグループ (infraAccNodePGrp)を設定し、以前
に作成した BFDグローバルポリシーを継承するには:

例：

apic1# configure
apic1(config)# template leaf-policy-group test_leaf_policy_group
apic1(config-leaf-policy-group)# [no] inherit bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-leaf-policy-group)# [no] inherit bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-leaf-policy-group)# exit

ステップ 4 NX-OS CLIを使用して以前に作成したリーフポリシーグループをリーフに関連付けるには:

例：

apic1(config)# leaf-profile test_leaf_profile
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group test_leaf_group
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group test_leaf_policy_group
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apic1(config-leaf-group)# leaf 101-102
apic1(config-leaf-group)# exit

NX-OSスタイル CLIを使用したスパインスイッチ上の BFDのグローバ
ル設定

次の手順を使用して、NX-OSスタイルCLIを使用してスパインスイッチのBFDをグローバル
に設定します。

手順

ステップ 1 NX-OS CLIを使用して BFD IPV4グローバル設定（bfdIpv4InstPol）を設定するには：

例：

apic1# configure
apic1(config)# template bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 1.2.3.4
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit

ステップ 2 NX-OS CLIを使用して BFD IPV6グローバル設定（bfdIpv6InstPol）を設定するには：

例：

apic1# configure
apic1(config)# template bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 34::1/64
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit

ステップ 3 NX-OS CLIを使用してスパインポリシーグループを設定し以前作成した BFDグローバルポ
リシーを継承するには：

例：

apic1# configure
apic1(config)# template spine-policy-group test_spine_policy_group
apic1(config-spine-policy-group)# [no] inherit bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-spine-policy-group)# [no] inherit bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-spine-policy-group)# exit

ステップ 4 NX-OSを使用して以前作成したスパインポリシーグループをスパインスイッチに関連付ける
には；
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例：

apic1# configure
apic1(config)# spine-profile test_spine_profile
apic1(config-spine-profile)# spine-group test_spine_group
apic1(config-spine-group)# spine-policy-group test_spine_policy_group
apic1(config-spine-group)# spine 103-104
apic1(config-leaf-group)# exit

グローバル BFD設定のオーバーライド

BFDインターフェイスオーバーライドポリシーの設定

明示的な BFDを設定できる、3つのサポート対象のインターフェイス（ルーテッド L3イン
ターフェイス、外部インターフェイスSVIとルーテッドサブインターフェイス）があります。
グローバルコンフィギュレーションを使用しないで、さらに特定のインターフェイスの明示的

な設定をしたい場合、特定のスイッチまたは一連のすべてのインターフェイスに適用される独

自のグローバルコンフィギュレーションを作成できます。特定のインターフェイス上の特定の

スイッチの粒度がさらに必要な場合、このインターフェイスオーバーライド設定を使用する必

要があります。

始める前に

テナントはすでに作成されています。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテナントを指定します。tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

テナントと VRFを関連付けます。vrf context vrf-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# vrf context vrf1

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-vrf)# exit
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant)# exit

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 6

apic1(config)# leaf 101

ノードのテナントVRFを設定します。[no] vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 7

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf vrf1

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-vrf)# exit

インターフェイス設定モードを開始し

ます。

[no] interface type

例：

ステップ 9

apic1(config-leaf)# interface eth 1/18

[no] vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 10

例：

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant exampleCorp vrf vrf1

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-if)# exit

BFDインターフェイスポリシーを設定
します。

[no] template bfd template-name tenant
tenant-name

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf)# template bfd
bfdIfPol1 tenant exampleCorp

BFD制御パケットに加えてBFDエコー
パケットを送信をイネーブルまたは

ディセーブルにします。

[no] echo-mode enable

例：

apic1(config-template-bfd-pol)#
echo-mode enable

ステップ 13
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目的コマンドまたはアクション

このシステムがサポートできる受信

BFDエコーパケット間の最小間隔を指
[no] echo-rx-interval policy-name

例：

ステップ 14

定します。有効値は 50～ 999ミリ秒で
す。

apic1(config-template-bfd-pol)#
echo-rx-interval 500

このデバイスが、BFD helloメッセージ
を送信する間隔を指定します。有効値

は 50～ 999ミリ秒です。

[no] min-tx milliseconds

例：

apic1(config-template-bfd-pol)# min-tx
100

ステップ 15

このデバイスが別のBFDデバイスから
の BFD Helloメッセージを受け付ける

[no] min-rx milliseconds

例：

ステップ 16

最小間隔を指定します。有効値は50～
999ミリ秒です。

apic1(config-template-bfd-pol)# min-rx
70

転送パスの障害を検出するまでに喪失

した、別の BFDデバイスからの BFD
[no] multiplier policy-name

例：

ステップ 17

Helloメッセージの数を指定します。指
定できる範囲は 1～ 50です。

apic1(config-template-bfd-pol)#
multiplier 5

サブインターフェイスの最適化をイ

ネーブルまたはディセーブルにしま

[no] optimize subinterface

例：

ステップ 18

す。BFDにより、設定されているすべ
apic1(config-template-bfd-pol)#
optimize subinterface てのサブインターフェイスのセッショ

ンが作成されます。BFDにより、設定
されている最小のVLAN IDを持つサブ
インターフェイスがマスターサブイン

ターフェイスとして設定され、そのサ

ブインターフェイスは親インターフェ

イスの BFDセッションパラメータを
使用します。残りのサブインターフェ

イスは slow timerを使用します。最適
化されたサブインターフェイスセッ

ションでエラーが検出されると、BFD
により、その物理インターフェイスの

すべてのサブインターフェイスがダウ

ンとマークされます。

例

この例では、BFDオーバーライドポリシーを作成し、インターフェイスに適用する方
法を示します。

apic1# configure
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apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# vrf context vrf1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf vrf1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface eth 1/18
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf vrf1
apic1(config-leaf-if)# exit

# CONFIGURE BFD INTERFACE OVERRIDE POLICY
apic1(config-leaf)# template bfd bfdIfPol1 tenant exampleCorp
apic1(config-template-bfd-pol)# echo-mode enable
apic1(config-template-bfd-pol)# echo-rx-interval 500
apic1(config-template-bfd-pol)# min-tx 100
apic1(config-template-bfd-pol)# min-rx 70
apic1(config-template-bfd-pol)# multiplier 5
apic1(config-template-bfd-pol)# optimize subinterface

インターフェイスへの BFDインターフェイスオーバーライドポリシーの適用

ルーテッド L3インターフェイス、外部 SVIインターフェイスとルーテッドサブインターフェ
イスに、BFDインターフェイスオーバーライドポリシーを適用できます。

始める前に

BFDインターフェイスオーバーライドポリシーがすでに作成されています。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

インターフェイス設定モードを開始しま

す。サポートされているインターフェイ

[no] interface type

例：

ステップ 3

スは、ルーテッド L3インターフェイ
apic1(config-leaf)# interface Ethernet
1/15 ス、外部 SVIインターフェイスとルー

テッドサブインターフェイスです。

インターフェイスからのトラフィックの

デフォルトの発信元アドレスである IP
アドレスを指定します。

[no] ipv6 address ipv6-address [preferred]

例：

apic1(config-leaf-if)# ipv6 address
2001::10:1/64 preferred

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドは、インター

フェイスが IPv6インターフェ
イスである場合にのみ使用さ

れます。

（注）

テナント VRFにインターフェイスを接
続します。

[no] vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 5

このコマンドは、インター

フェイスが VLANインター
フェイスである場合にのみ使

用されます。

（注）

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant exampleCorp vrf vrf1

BFDテナントモードをイネーブルにし
ます。

bfd {ip | ipv6} tenant mode

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant
mode

指定された BFDインターフェイステン
プレートポリシーを継承します。

bfd {ip | ipv6} inherit interface-policy
policy-name

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit
interface-policy bfdIfPol1

キー付きSHA-1としてBFD認証を設定
します。

bfd {ip | ipv6} authentication keyed-sha1
keyid keyid key key

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-if)# bfd ip
authentication keyed-sha1 key 10 key
password

例

この例では、IPv4アドレスを持つ L3インターフェイス上に以前作成した BFDイン
ターフェイスポリシーを継承する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/15
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdIfPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password

この例では、IPv6アドレスを持つ L3インターフェイス上に以前作成した BFDイン
ターフェイスポリシーを継承する方法を示します。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
269

レイヤ 3外部接続の設定

インターフェイスへの BFDインターフェイスオーバーライドポリシーの適用



apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/15
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::10:1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdIfPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password

この例では、IPv4アドレスを持つ VLANインターフェイス上で BFDを設定する方法
を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 15
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf vrf1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdIfPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password

この例では、IPv6アドレスを持つ VLANインターフェイス上で BFDを設定する方法
を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 15
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::10:1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf vrf1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdIfPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password

コンシューマプロトコル上の BFDの有効化
これらの手順は、BFD機能を利用する4つのコンシューマプロトコル（BGP、EIGRP、OSPF、
静的ルート）で BFDを有効にする手順を紹介します。

BGPコンシューマプロトコルの BFDの有効化

始める前に

テナントはすでに作成されています。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

ファブリックの BGP設定モードを開始
します。

bgp-fabric

例：

ステップ 2

apic1(config-bgp-fabric)# bgp-fabric

BGP自律システム番号（ASN）を指定
します。

asn asn-number

例：

ステップ 3

apic1(config-bgp-fabric)# asn 200

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 4

apic1(config-bgp-fabric)# exit

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 5

apic1(config)# leaf 101

BGPポリシー設定を入力します。router bgp asn-number

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf)# router bgp 200

後続のポリシー設定モードコマンドと

関連付ける VRFインスタンスを指定し
ます。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 7

apic1(config-bgp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100

ネイバーの IPアドレスを指定します。
マスク長は 32です。

neighbor ip-address[/masklength]

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor
1.2.3.4

BGPコンシューマプロトコルでBFDを
有効または無効にします。

[no] bfd enable

例：

ステップ 9

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
bfd enable

例

次に、BGPコンシューマプロトコルで BFDを有効にする例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 200
apic1(config-bgp-fabric)# exit
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apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 200
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v100
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 1.2.3.4
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# bfd enable

EIGRPコンシューマプロトコルの BFDの有効化

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

インターフェイス設定モードを開始しま

す。

[no] interface type

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# interface Ethernet
1/15

EIGRPコンシューマプロトコルで BFD
を有効または無効にします。

[no] {ip | ipv6} bfd eigrp enable

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# ip bfd eigrp
enable

例

次に、EIGRPコンシューマプロトコルで BFDを有効にする例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/15
apic1(config-leaf-if)# ip bfd eigrp enable
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OSPFコンシューマプロトコルの BFDの有効化

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

インターフェイス設定モードを開始しま

す。

[no] interface type

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# interface vlan 123

OSPFコンシューマプロトコルで BFD
を有効または無効にします。

[no] ip ospf bfd enable

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-if)# ip ospf bfd
enable

例

次に、OSPFコンシューマプロトコルで BFDを有効にする例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 123
apic1(config-leaf-if)# ip ospf bfd enable

静的ルートコンシューマプロトコルの BFDの有効化

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101
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目的コマンドまたはアクション

ノードのテナント VRFを設定します。[no] vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 3

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf vrf1

静的ルートのコンシューマプロトコル

で BFDを有効または無効にします。
[no] {ip | ipv6} route ip-prefix/masklen
next-hop-address bfd

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-vrf)# ip route
10.0.0.1/16 10.0.0.5 bfd

例

次に、静的ルートのコンシューマプロトコルで BFDを有効にする例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf vrf1
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.0.0.1/16 10.0.0.5 bfd

NX-OSスタイルの CLIを使用した BFDコンシューマプロトコルの設定

手順

ステップ 1 NX-OSは、CLIを使用して、BGPコンシューマプロトコルを BFDをイネーブルにします。

例：

apic1# configure
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 200
apic1(config-bgp-fabric)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 200
apic1(config-bgp)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 1.2.3.4
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# [no] bfd enable

ステップ 2 NX-OSは、CLIを使用して、EIGRPコンシューマプロトコルを BFDをイネーブルにします。

例：

apic1(config-leaf-if)# [no] ip bfd eigrp enable

ステップ 3 NX-OSは、CLIを使用して、OSPFコンシューマプロトコルを BFDをイネーブルにします。
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例：

apic1(config-leaf-if)# [no] ip ospf bfd enable

apic1# configure
apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# interface ethernet 5/3.4
apic1(config-spine-if)# [no] ip ospf bfd enable

ステップ 4 NX-OSは、CLIを使用して、スタティックルートコンシューマプロトコルを BFDをイネー
ブルにします。

例：

apic1(config-leaf-vrf)# [no] ip route 10.0.0.1/16 10.0.0.5 bfd

apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-vrf)# [no] ip route 21.1.1.1/32 32.1.1.1 bfd

ステップ 5 NX-OSは、CLIを使用して、IS-ISコンシューマプロトコルを BFDをイネーブルにします。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-spine)# interface ethernet 1/49
apic1(config-spine-if)# isis bfd enabled
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit

apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# interface ethernet 5/2
apic1(config-spine-if)# isis bfd enabled
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit

レイヤ 3マルチキャストの設定

レイヤ 3マルチキャスト
ACIファブリックでは、ほとんどのユニキャストとマルチキャストルーティングが同じ境界
リーフスイッチで稼働しており、ユニキャストルーティングプロトコル上でマルチキャスト

プロトコルが稼働しています。

このアーキテクチャでは、ボーダーリーフスイッチのみが完全なProtocol Independent Multicast
（PIM）プロトコルを実行します。非ボーダーリーフスイッチは、インターフェイス上でパッ
シブモードの PIMを実行します。これらは、その他の PIMルータとピアリングしません。
ボーダーリーフスイッチは、L3 Outを介してそれらの接続された他の PIMルータとピアリン
グし、またそれら相互にもピアリングします。
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次の図に、マルチキャストクラウド内のルータ（R1と R2）に接続しているボーダーリーフ
（BL）スイッチを示します。マルチキャストルーティングを必要とするファブリック内の各
Virtual Routing and Forwarding（VRF）は、それぞれ別に外部マルチキャストルータとピアリン
グします。

図 22 :マルチキャストクラウドの概要

レイヤ 3マルチキャストの設定に関するガイドライン
次のガイドラインを参照してください。

•レイヤ 3マルチキャストの設定は VRFレベルで実行されます。そのため、VRF内とマル
チキャスト内のプロトコル機能が VRFで有効になり、各マルチキャスト VRFを個別にオ
ンまたはオフにすることができます。

•マルチキャストで VRFが有効になると、有効になった VRFの個別のブリッジドメイン
(BD)とL3 Outを有効にしてマルチキャストを設定できます。デフォルトでは、マルチキャ
ストはすべての BDおよびレイヤ 3 Outで無効になっています。

•現時点では、レイヤ 3マルチキャストは、共有 L3 Outで設定された VRFではサポートさ
れていません。

• Any Source Multicast (ASM)と Source-Specific Multicast (SSM)はサポートされています。
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•現時点では、双方向 PIM、ACIファブリック内のランデブーポイント (RP)、および PIM
IPv6はサポートされていません。

• IGMPスヌーピングは、マルチキャストルーティングが有効になっているパーペイシブブ
リッジドメインでは無効にできません。

•マルチキャストルータは、パーペイシブブリッジドメインではサポートされていません。

•次の -EXでレイヤ 3のマルチキャスト機能がサポートされているリーフスイッチのモデ
ルします。

• N9K-93180YC-EX

• N9K-93108TC-EX

• N9K-93180LC-EX

•レイヤ 3ポートとサブインターフェイスはサポートされていますが、外部SVIはサポート
されていません。外部 SVIがサポートされていないため、PIMを L3-VPCで有効にできま
せん。

•マルチポッドのレイヤ 3マルチキャストサポートについて、イングレスリーフスイッチ
はマルチキャストルーティングに対応しているブリッジドメインに接続されたソースか

らパケットを受信するとき、イングレスリーフスイッチはファブリックにルート済みVRF
コピーのみ送信します（ルート済みとはTTLが 1に減少し、source-macが拡散型サブネッ
トMACに再度書き込みされます）。また、出力リーフスイッチも、関連するすべてのブ
リッジドメイン内の受信者へパケットをルーティングします。そのため、受信者のブリッ

ジドメインが送信元と同じで、リーフスイッチが送信元とは異なる場合、その受信者は

同じブリッジドメイン内であっても、ルーティングされたコピーを受け取り続けます。

詳細については、次のリンクで、既存のレイヤ 2設計を活用する multipodサポートレイ
ヤ 3マルチキャストに関する詳細情報を参照してください。 追加ポッド 。

•リリース 3.1(1x)で始まる、FEXにマルチキャストのレイヤ 3はサポートされています。
マルチキャストのソースまたは FEXポートに接続されているレシーバがサポートされま
す。詳細については、テスト環境で FEXを追加する方法について、設定、次の URLをア
プリケーションセントリックインフラストラクチャとファブリックエクステンダを参照

してください: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/
application-policy-infrastructure-controller-apic/
200529-Configure-a-Fabric-Extender-with-Applica.html。リリース 3.1(1x)以降のレイヤ 3マ
ルチキャストでは FEXがサポートされていません。マルチキャストのソースまたは FEX
ポートに接続されているレシーバはサポートされていません。
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Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。したがって、外部ルータへ
のレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介したmultipod接続を設
定する場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入
れています（結果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOSで
9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケット
ヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイトにな
ります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く推奨します。たとえば、Cisco
NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などの

コマンドを使用します。

（注）

レイヤ 3マルチキャストの設定手順
ここでは、レイヤ 3マルチキャストの設定手順を示します。手順は次のとおりです。

1. テナント VRFの PIMオプションを設定します。

2. VRFの IGMPオプションを設定します。

3. テナントに L3 Out設定し、PIMを有効にしてリーフインターフェイスを設定します。

4. 目的のブリッジドメイン内で PIMを有効にします。

レイヤ 3マルチキャストの PIMオプションの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテナントを指定します。tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

テナントと VRFを関連付けます。vrf context vrf-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# vrf context
exampleCorp_vrf1
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目的コマンドまたはアクション

Protocol Independent Multicast（PIM）を
設定します。

[no] ip pim

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim

PIM自動 RP（ランデブーポイント）
オプションを設定します。Auto-RPは、

（任意） [no] ip pim auto-rp {forward
[listen] |listen |mapping-agent-policyマッ
ピングエージェントポリシー名}

ステップ 5

PIMネットワークにおけるグループか
ら RPへのマッピングの配信を自動化

例：
します。自動 RPメッセージの転送、

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
auto-rp forward listen 自動 RPメッセージのリッスン、また

はマッピングエージェントメッセージ

のフィルタリングに対するルートマッ

プポリシーの関連付けを選択できま

す。

PIMブートストラップルータ（BSR）
オプションを設定します。BSRは、RP

（任意） [no] ip pim bsr {forward
[listen] | listen | bsr-policy
mapping-agent-policy-name}

ステップ 6

機能およびグループのRP情報のリレー
例： に候補ルータを使用するという点にお

いて自動 RPと同様に動作します。RPapic1(config-tenant-vrf)# ip pim bsr
forward listen 情報は、PIMメッセージ内で伝送され

るBSRメッセージを通じて配信されま
す。ブートストラップ/RP候補メッセー
ジの転送、ブートストラップ/RP候補
メッセージのリッスン、または BSR
メッセージのフィルタリングに対する

ルートマップポリシーの関連付けを選

択できます。

PIM高速コンバージェンス機能を有効
にして、スイッチが応答しないネイ

（任意） [no] ip pim fast-convergence

例：

ステップ 7

バーを迅速に検出できるようにしま

す。
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
fast-convergence

PIMメッセージの最大サイズを設定し
ます。有効な範囲は 1500～ 65536バイ
トです。

（任意） [no] ip pim mtu mtu-size

例：

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim mtu
1500

ステップ 8

登録メッセージのフィルタリングにポ

リシーの名前を指定します。

（任意） [no] ip pim register-policy
register-policy-name

例：

ステップ 9

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
register-policy regPolicy1
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目的コマンドまたはアクション

PIMデータレジスタにレート制限を指
定します。範囲は毎秒 0～ 65535パ
ケットです。

（任意） [no] ip pim register-rate-limit
mtu-size

例：

ステップ 10

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
register-rate-limit 1024

PIMメッセージの送信元 IPアドレスを
設定します。

（任意） [no] ip pim register-source
ip-address

例：

ステップ 11

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
register-source 192.0.20.123

マルチキャストグループ範囲に、静的

ルートプロセッサ（RP）アドレスを設
定します。

（任意） [no] ip pim rp-address
ip-address [route-map route-map-name]

例：

ステップ 12

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
rp-address 192.0.20.99

PIMスパースモード（PIM-SM）(S, G)
マルチキャストルートに（S, G）期限

（任意） [no] ip pim sg-expiry-timer
ip-address [sg-list route-map-name]

例：

ステップ 13

切れタイマーの間隔を設定します。値

の範囲は 180～ 604801秒です。The
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
sg-expiry-timer 4096 optional sg-list parameter specifies S,G

values to which the timer applies.デフォ
ルトは 4096です。

IPマルチキャストの拡張機能である
Source Specific Multicas（SSM）を設定

（任意） [no] ip pim ssm route-map
route-map-name

例：

ステップ 14

します。この機能を使用すると、受信

者に転送されるデータグラムトラ
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim ssm
route-map SSMRtMap フィックは、その受信者が明示的に加

入しているマルチキャスト送信元から

のトラフィックだけになります。ルー

トマップポリシーは、グループのプレ

フィクスのリストを表示します。

現在の VRFインスタンスの PIMの状
態エントリの最大数を設定します。最

（任意） [no] ip pim state-limit
max-entries [reserved route-map-name
[maximum-reserve-state-entries]]

ステップ 15

大状態エントリ数の範囲は 0～
例： 4294967295です。オプションで、ポリ

シーマップに指定されるルート用に予apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
state-limit 100000 reserved
myReservedPolicy 40000

約する状態エントリの数を指定するこ

とができ、また、このVRFで許可され
る最大予約済み（*, G）と（S, G）エン
トリを指定できます。子の数は、許可
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目的コマンドまたはアクション

される最大状態数以下である必要があ

ります。範囲は 1～ 4294967295です。

PIM（*,G）状態のみを作成します（送
信元の状態を作成しない場合）。この

（任意） [no] ip pim
use-shared-tree-only group-list
policy-name

ステップ 16

ポリシーで、この機能を適用するグ

ループプレフィックスを定義します。例：

apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
use-shared-tree-only group-list
myGroup1

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 17

apic1(config-tenant-vrf)# exit

次のタスク

VRFの IGMPオプションを設定します。

レイヤ 3マルチキャストの VRFでの IGMPオプションの設定

始める前に

テナント VRFの PIMオプションを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテナントを指定します。tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

テナントと VRFを関連付けます。vrf context vrf-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# vrf context vrf1

インターネットグループ管理プロトコ

ル（IGMP）を有効にします。
[no] ip igmp

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-vrf)# ip igmp
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目的コマンドまたはアクション

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-vrf)# exit

テナントインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始してブ

リッジドメインを設定します。

interface bridge-domain bd-name

例：

apic1(config-tenant)# interface
bridge-domain exampleCorp_bd1

ステップ 6

インターフェイスで IPマルチキャスト
ルーティングを有効にします。

[no] ip multicast

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-interface)# ip
multicast

Any Source Multicast（ASM）グループ
に関する IGMPv3レポートの送信元ア

[no] ip igmp allow-v3-asm

例：

ステップ 8

ドレスのフィルタリングを許可しま

す。
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp allow-v3-asm

IP IGMPスヌーピングの高速脱退処理
を有効にします。この機能は、IGMPv2

[no] ip igmp fast-leave

例：

ステップ 9

プロトコルのホストレポート抑制メカ
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp fast-leave ニズムのために明示的に追跡できない

IGMPv2ホストをサポートします。高
速脱退が有効になっている場合、IGMP
ソフトウェアは、各ポートに接続され

たホストが 1つだけであると見なしま
す。

IGMPv2のグループメンバーシップタ
イムアウトを設定します。値の範囲は

[no] ip igmp group-timeout seconds

例：

ステップ 10

3～ 65535秒です。デフォルト値は 260
秒です。

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp group-timeout 260

このインターフェイスに IGMPイン
ターフェイスポリシーを関連付けま

す。

[no] ip igmp inherit interface-policy
policy-name

例：

ステップ 11

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp inherit interface-policy
MyIfPolicy

1つ以上のマルチキャストグループを
インターフェイスに静的にバインドし

[no] ip igmp join-group route-map
route-map-name

例：

ステップ 12

ます。ルートマップポリシーは、グ

ループのプレフィクス、グループの範
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp join-group route-map MyGroupsRMap

囲、および送信元プレフィクスのリス

トを表示します。

ホストの Leaveメッセージを受信して
から、IGMPクエリーが送信される回

[no] ip igmp last-member-query-count
count

例：

ステップ 13

数を設定します。範囲は 1～ 5クエ
リーです。デフォルトは 2クエリーで
す。

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp last-member-query-count 2

メンバーシップレポートを送信してか

ら、ソフトウェアがグループステート

[no] ip igmp
last-member-query-response-time seconds

例：

ステップ 14

を解除するまでのクエリーインターバ

ルを設定します。値の範囲は 1～ 25秒
です。デフォルト値は 1秒です。

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp last-member-query-response-time
1

前クエリアがクエリーを停止してか

ら、自身がクエリアとして処理を引き

[no] ip igmp querier-timeout seconds

例：

ステップ 15

継ぐまで、ソフトウェアが待機する秒
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp querier-timeout 255 数を設定します。指定できる範囲は 1

～ 65535秒です。デフォルト値は 255
秒です。

IGMPホストクエリーメッセージの送
信頻度を設定します。大きな値を設定

[no] ip igmp query-interval seconds

例：

ステップ 16

すると、ソフトウェアによる IGMPク
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp query-interval 125 エリーの送信頻度が低くなるため、

ネットワーク上の IGMPメッセージ数
を調整できます。指定できる範囲は 1
～ 18000秒です。デフォルト値は 125
秒です。

IGMPクエリーでアドバタイズされる
応答時間を設定します。大きな値を設

[no] ip igmp query-max-response-time
seconds

例：

ステップ 17

定すると、ホストの応答時間が延長さ

れるため、ネットワークの IGMPメッapic1(config-tenant-interface)# ip
igmp query-max-response-time 10 セージのバースト性を調整できます。

この値は、クエリーインターバルより

も短く設定する必要があります。値の

範囲は 1～ 25秒です。デフォルトは
10秒です。

224.0.0.0/24に含まれるグループに対し
て、レポート送信をイネーブルにしま

[no] ip igmp report-link-local-groups

例：

ステップ 18

す。リンクローカルアドレスは、ロー
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp report-link-local-groups カルネットワークプロトコルだけで使
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目的コマンドまたはアクション

用されます。非リンクローカルグルー

プには、常にレポートが送信されま

す。デフォルトでは、リンクローカル

グループにレポートは送信されませ

ん。

ルートマップポリシーに基づく、IGMP
レポートのアクセスポリシーを設定し

ます。

[no] ip igmp report-policy policy-name

例：

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp report-policy MyReportPolicy

ステップ 19

輻輳ネットワーク上のパケット損失を

補うようにロバストネス変数を設定し

[no] ip igmp robustness-variable value

例：

ステップ 20

ます。ロバストネス値は、IGMPソフ
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp robustness-variable 2 トウェアがメッセージ送信回数を確認

するために使用されます。ネットワー

クのパケット損失が多い場合は、この

値を大きくします。指定できる範囲は

1～ 7です。デフォルトは 2です。

インターフェイスに対して IGMPス
ヌーピングを有効にします。

[no] ip igmp snooping

例：

ステップ 21

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping

ソフトウェアが IGMP Leaveレポート
を受信した場合に、IGMPクエリー

[no] ip igmp snooping fast-leave

例：

ステップ 22

メッセージを送信することなく、グ
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping fast-leave ループステートを解除できるようにし

ます。このパラメータは、IGMPv2ホ
ストに関して、各ポート上のホストが

1つしか存在しない場合に使用されま
す。

時間間隔を秒単位で設定します。この

時間が経過しても IGMPクエリーメッ
[no] ip igmp snooping
last-member-query-interval

例：

ステップ 23

セージにホストが 1つも応答しない場
合は、関連するポートからこのグルーapic1(config-tenant-interface)# ip

igmp snooping
last-member-query-interval 5

プが削除されます。値の範囲は 1～ 25
秒です。デフォルトは 5秒です。

IGMPスヌーピングポリシーとブリッ
ジドメインを関連付けます。

[no] ip igmp snooping policy policy-name

例：

ステップ 24

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping policy MySnoopingPolicy
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目的コマンドまたはアクション

IP IGMPスヌーピングクエリアを有効
にして、IPマルチキャストトラフィッ

[no] ip igmp snooping querier

例：

ステップ 25

クを受信するホストから IGMPレポー
apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping querier トメッセージをトリガーする IGMPク

エリーを定期的に送信します。IGMP
スヌーピングはこれらの IGMPレポー
トを待ち受けて、適切な転送を確立し

ます。

マルチキャストトラフィックをルー

ティングする必要がないため、PIMを
[no] ip igmp snooping query-interval
seconds

例：

ステップ 26

イネーブルにしていない場合に、ス

ヌーピングクエリーインターバルを設apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping query-interval 125 定します。指定できる範囲は1～18000

秒です。デフォルト値は 125秒です。

マルチキャストトラフィックをルー

ティングする必要がないためPIMを無
[no] ip igmp snooping
query-max-response-time seconds

例：

ステップ 27

効にしている場合に対して、クエリー

メッセージのスヌーピング最大応答時apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping query-max-response-time
10

間を設定します。値の範囲は 1～ 25秒
です。デフォルトは 10秒です。

マルチキャストトラフィックをルー

ティングする必要がないため、PIMを
[no] ip igmp snooping
startup-query-count count

例：

ステップ 28

イネーブルにしていない場合に、起動

時に送信されるクエリー数に対してスapic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping startup-query-count 5 ヌーピングを設定します。範囲は 1～

10クエリーです。デフォルトは 5クエ
リーです。

マルチキャストトラフィックをルー

ティングする必要がないため、PIMを
[no] ip igmp snooping
startup-query-interval seconds

例：

ステップ 29

イネーブルにしていない場合に、起動

時のスヌーピングクエリーインターバapic1(config-tenant-interface)# ip
igmp snooping startup-query-interval
15000

ルを設定します。指定できる範囲は 1
～18000秒です。デフォルト値は15000
秒です。

スタートアップクエリーインターバル

中に送信される起動時のクエリー数を

[no] ip igmp startup-query-count count

例：

ステップ 30

設定します。範囲は 1～ 10クエリーで
す。デフォルトは 2クエリーです。

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp startup-query-count 2
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目的コマンドまたはアクション

ソフトウェアの起動時に使用されるク

エリーインターバルを設定します。デ

[no] ip igmp startup-query-interval
seconds

例：

ステップ 31

フォルトでは、ソフトウェアができる

だけ迅速にグループステートを確立でapic1(config-tenant-interface)# ip
igmp startup-query-interval 31 きるように、このインターバルはクエ

リーインターバルより短く設定されて

います。指定できる範囲は 1～ 18000
秒です。デフォルト値は 260秒です。
デフォルト値は 31秒です。

IGMPメンバーシップレポート（IGMP
加入）の結果として作成される mroute

[no] ip igmp state-limit max-states
[reserved route-map-name
[max-reserved-gsg-entries]]

ステップ 32

ステートの数に対するインターフェイ

例： スごとの制限を設定します。許可され

る状態の範囲は 1～ 4294967295です。apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp state-limit 100000 reserved
myReservedPolicy 40000

オプションで、ポリシーマップに指定

されるルート用に予約する状態エント

リの数を指定することができ、また、

インターフェイスで許可される最大予

約済み (*, G)と (S, G)エントリを指定
できます。予約済み状態の数は、許可

される最大状態数以下である必要があ

ります。範囲は 1～ 4294967295です。

マルチキャストグループを発信イン

ターフェイス（OIF）に静的にバイン
[no] ip igmp static-oif route-map
route-map-name

例：

ステップ 33

ドし、デバイスハードウェアで処理し

ます。ルートマップは、この機能を適apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp static-oif route-map MyOifMap 用するグループプレフィックスを定義

します。

インターフェイスの IGMPバージョン
番号を設定します。デフォルトのバー

ジョンは v2です。

[no] ip igmp version {v1 | v2 | v3}

例：

apic1(config-tenant-interface)# ip
igmp version v3

ステップ 34

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 35

apic1(config-tenant-interface)# exit

次のタスク

テナントに L3 Outを設定し、PIMを有効にしてリーフインターフェイスを設定します。
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レイヤ 3マルチキャストの L3 Outの設定

始める前に

•テナント VRFの PIMオプションを設定します。

•テナント VRFの IGMPを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するテナントを指定します。tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

テナントにL3 Outのインターフェイス
を設定します。

l3out l3out-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# l3out
exampleCorp_l3out

インターフェイスでPIMをイネーブル
にします。

ip pim

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-l3out)# ip pim

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-l3out)#

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant)# exit

リーフコンフィギュレーションモード

を開始します。

leaf node-id

例：

ステップ 7

apic1(config)# leaf 101

設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface ethernet slot/port

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/3
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目的コマンドまたはアクション

Any Source Multicast（ASM）グループ
に関する IGMPv3レポートの送信元ア

[no] ip igmp allow-v3-asm

例：

ステップ 9

ドレスのフィルタリングを許可しま

す。
apic1(config-leaf-if)# ip igmp
allow-v3-asm

IP IGMPスヌーピングの高速脱退処理
を有効にします。この機能は、IGMPv2

[no] ip igmp fast-leave

例：

ステップ 10

プロトコルのホストレポート抑制メカ
apic1(config-leaf-if)# ip igmp
fast-leave ニズムのために明示的に追跡できない

IGMPv2ホストをサポートします。高
速脱退が有効になっている場合、IGMP
ソフトウェアは、各ポートに接続され

たホストが 1つだけであると見なしま
す。

IGMPv2のグループメンバーシップタ
イムアウトを設定します。値の範囲は

[no] ip igmp group-timeout seconds

例：

ステップ 11

3～ 65535秒です。デフォルト値は 260
秒です。

apic1(config-leaf-if)# ip igmp
group-timeout 260

このインターフェイスに IGMPイン
ターフェイスポリシーを関連付けま

す。

[no] ip igmp inherit interface-policy
policy-name

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf-if)# ip igmp inherit
interface-policy MyIfPolicy

1つ以上のマルチキャストグループを
インターフェイスに静的にバインドし

[no] ip igmp join-group route-map
route-map-name

例：

ステップ 13

ます。ルートマップポリシーは、グ

ループのプレフィクス、グループの範apic1(config-leaf-if)# ip igmp
join-group route-map MyGroupsRMap 囲、および送信元プレフィクスのリス

トを表示します。

ホストの Leaveメッセージを受信して
から、IGMPクエリーが送信される回

[no] ip igmp last-member-query-count
count

例：

ステップ 14

数を設定します。範囲は 1～ 5クエ
リーです。デフォルトは 2クエリーで
す。

apic1(config-leaf-if)# ip igmp
last-member-query-count 2

メンバーシップレポートを送信してか

ら、ソフトウェアがグループステート

[no] ip igmp
last-member-query-response-time seconds

例：

ステップ 15

を解除するまでのクエリーインターバ

ルを設定します。値の範囲は 1～ 25秒
です。デフォルト値は 1秒です。

apic1(config-leaf-if)# ip igmp
last-member-query-response-time 1
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目的コマンドまたはアクション

前クエリアがクエリーを停止してか

ら、自身がクエリアとして処理を引き

[no] ip igmp querier-timeout seconds

例：

ステップ 16

継ぐまで、ソフトウェアが待機する秒
apic1(config-leaf-if)# ip igmp
querier-timeout 255 数を設定します。指定できる範囲は 1

～ 65535秒です。デフォルト値は 255
秒です。

IGMPホストクエリーメッセージの送
信頻度を設定します。大きな値を設定

[no] ip igmp query-interval seconds

例：

ステップ 17

すると、ソフトウェアによる IGMPク
apic1(config-leaf-if)# ip igmp
query-interval 125 エリーの送信頻度が低くなるため、

ネットワーク上の IGMPメッセージ数
を調整できます。指定できる範囲は 1
～ 18000秒です。デフォルト値は 125
秒です。

IGMPクエリーでアドバタイズされる
応答時間を設定します。大きな値を設

[no] ip igmp query-max-response-time
seconds

例：

ステップ 18

定すると、ホストの応答時間が延長さ

れるため、ネットワークの IGMPメッapic1(config-leaf-if)# ip igmp
query-max-response-time 10 セージのバースト性を調整できます。

この値は、クエリーインターバルより

も短く設定する必要があります。値の

範囲は 1～ 25秒です。デフォルトは
10秒です。

224.0.0.0/24に含まれるグループに対し
て、レポート送信をイネーブルにしま

[no] ip igmp report-link-local-groups

例：

ステップ 19

す。リンクローカルアドレスは、ロー
apic1(config-leaf-if)# ip igmp
report-link-local-groups カルネットワークプロトコルだけで使

用されます。非リンクローカルグルー

プには、常にレポートが送信されま

す。デフォルトでは、リンクローカル

グループにレポートは送信されませ

ん。

ルートマップポリシーに基づく、IGMP
レポートのアクセスポリシーを設定し

ます。

[no] ip igmp report-policy policy-name

例：

apic1(config-leaf-if)# ip igmp
report-policy MyReportPolicy

ステップ 20

輻輳ネットワーク上のパケット損失を

補うようにロバストネス変数を設定し

[no] ip igmp robustness-variable value

例：

ステップ 21

ます。ロバストネス値は、IGMPソフ
apic1(config-leaf-if)# ip igmp
robustness-variable 2 トウェアがメッセージ送信回数を確認
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目的コマンドまたはアクション

するために使用されます。ネットワー

クのパケット損失が多い場合は、この

値を大きくします。指定できる範囲は

1～ 7です。デフォルトは 2です。

スタートアップクエリーインターバル

中に送信される起動時のクエリー数を

[no] ip igmp startup-query-count count

例：

ステップ 22

設定します。範囲は 1～ 10クエリーで
す。デフォルトは 2クエリーです。

apic1(config-leaf-if)# ip igmp
startup-query-count 2

ソフトウェアの起動時に使用されるク

エリーインターバルを設定します。デ

[no] ip igmp startup-query-interval
seconds

例：

ステップ 23

フォルトでは、ソフトウェアができる

だけ迅速にグループステートを確立でapic1(config-leaf-if)# ip igmp
startup-query-interval 31 きるように、このインターバルはクエ

リーインターバルより短く設定されて

います。指定できる範囲は 1～ 18000
秒です。デフォルト値は 260秒です。
デフォルト値は 31秒です。

IGMPメンバーシップレポート（IGMP
加入）の結果として作成される mroute

[no] ip igmp state-limit max-states
[reserved route-map-name
[max-reserved-gsg-entries]]

ステップ 24

ステートの数に対するインターフェイ

例： スごとの制限を設定します。許可され

る状態の範囲は 1～ 4294967295です。apic1(config-leaf-if)# ip igmp
state-limit 100000 reserved
myReservedPolicy 40000

オプションで、ポリシーマップに指定

されるルート用に予約する状態エント

リの数を指定することができ、また、

インターフェイスで許可される最大予

約済み (*, G)と (S, G)エントリを指定
できます。予約済み状態の数は、許可

される最大状態数以下である必要があ

ります。範囲は 1～ 4294967295です。

マルチキャストグループを発信イン

ターフェイス（OIF）に静的にバイン
[no] ip igmp static-oif route-map
route-map-name

例：

ステップ 25

ドし、デバイスハードウェアで処理し

ます。ルートマップは、この機能を適apic1(config-leaf-if)# ip igmp
static-oif route-map MyOifMap 用するグループプレフィックスを定義

します。

インターフェイスの IGMPバージョン
番号を設定します。デフォルトのバー

ジョンは v2です。

[no] ip igmp version {v1 | v2 | v3}

例：

apic1(config-leaf-if)# ip igmp version
v3

ステップ 26
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目的コマンドまたはアクション

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 27

apic1(config-leaf-if)# exit

例：レイヤ 3マルチキャストの設定

# CONFIGURE PIM OPTIONS ON A TENANT VRF

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# vrf context exampleCorp_vrf1
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim fast-convergence
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim bsr forward

# ENABLE AND CONFIGURE IGMP ON THE TENANT VRF AND BRIDGE DOMAIN

apic1(config-tenant-vrf)# ip igmp
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain exampleCorp_bd
apic1(config-tenant-interface)# ip multicast
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp allow-v3-asm
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp fast-leave
apic1(config-tenant-interface)# exit

# CREATE AN L3OUT AND CONFIGURE PIM

apic1(config-tenant)# l3out exampleCorp_l3out
apic1(config-tenant-l3out)# ip pim
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit

# CONFIGURE AN EXTERNAL INTERFACE AND CONFIGURE IGMP ON THE INTERFACE

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/125
apic1(config-leaf-if)# ip igmp fast-leave
apic1(config-leaf-if)# ip-igmp join-group

外部 L3 EPGの設定
外部 L3 EPGはテナント VRF下に分類されます。CLIで、外部 L3 EPGはテナントモードで定
義され、個々のノードに展開されます。VRFのすべてのノードではなく一部のノードに外部
L3 EPGを配置することができます。

外部 L3 EPGはそれぞれ複数のコントラクトのプロデューサまたはコンシューマになることが
でき、外部 L3 EPGにはそれぞれファブリック内のDSCPマーキングおよびキューイングプラ
イオリティに関する独自の QoSポリシーがあります。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
291

レイヤ 3外部接続の設定

例：レイヤ 3マルチキャストの設定



手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

外部 L3 EPGコンフィギュレーション
モードを開始します。

external-l3 epg epg-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# external-l3 epg
epgExtern1

EPGを VRFに関連付けます。vrf member vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf
member v1

サブネットに一致するルールを作成し

ます。

match {ip | ipv6} ip-address/masklength

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 192.0.20.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ipv6 2001::1/64

EPGの QoSレベルを指定します。set qos-class class

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# set
qos-class level1

EPGの DSCP値を指定します。set dscp dscp-value

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# set
dscp af31

EPGのコンシューマコントラクトを指
定します。

contract consumer contract-name

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract consumer cConsumer1

EPGのプロバイダーコントラクトを指
定します。

contract provider contract-name

例：

ステップ 9
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract provider cProvider1

EPGの拒否コントラクトを指定しま
す。

contract deny contract-name

例：

ステップ 10

apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract deny cDeny1

exitステップ 11

例：

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit

exitステップ 12

例：

apic1(config-tenant)# exit

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 13

apic1(config)# leaf 101

ノードのテナントVRFを設定します。vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 14

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf v1

VRFの外部レイヤ 3 EPGを関連付けま
す。

external-l3 epg epg-name

例：

ステップ 15

apic1(config-leaf-vrf)# external-l3
epg epgExtern1

例

次に、外部レイヤ 3 EPGを設定し、リーフに EPGを展開する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp

# CONFIGURE EXTERNAL L3 EPG
apic1(config-tenant)# external-l3 epg epgExtern1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.0.20.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ipv6 2001::1/64
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# set qos-class level1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# set dscp af31
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer cConsumer1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider cProvider1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract deny cDeny1
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apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit

# DEPLOY EXTERNAL L3 EPG ON A LEAF
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg epgExtern1

名前付きモードを使用したレイヤ 3外部接続の設定

名前付き L3Outの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

テナントを VRFに関連付けます。vrf context vrf-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# vrf context v1

名前付き L3Outを作成します。l3out l3out-name

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant)# l3out out1

L3Outをテナント VRFと関連付けま
す。

vrf member vrf-name

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-l3out)# vrf member
v1

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-l3out)# exit

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant)# exit
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目的コマンドまたはアクション

ノードleaf node-id

例：

ステップ 8

apic1(config)# leaf 101

ノードのテナントVRFを設定します。vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name l3out l3out-name

ステップ 9

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf v1 l3out out1

VRFで実行されているルーティングプ
ロトコルに対してルータ IDを割り当て
ます。

必須: [no] router-id ipv4-address

例：

apic1(config-leaf-vrf)# router-id
1.2.3.4

ステップ 10

VRFの静的ルートの情報を設定しま
す。

[no] {ip | ipv6} route ip-prefix/masklen
next-hop-address [preferred]

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-vrf)# ip route
21.1.1.1/32 32.1.1.1
apic1(config-leaf-vrf)# ipv6 route
5001::1/128 6002::1

例

次に、テナントの下に名前付きL3Outを作成し、テナントVRFに割り当て、境界リー
フスイッチに導入する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant)# l3out out1
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 1.2.3.4
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 21.1.1.1/32 32.1.1.1

次のタスク

名前付き L3Outのレイヤ 3インターフェイスを設定します。
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名前付き L3Outのレイヤ 3インターフェイスの設定
この手順では、名前付き L3Outにレイヤ 3ポートインターフェイスを設定する方法を示しま
す。例では、名前付きL3OutにサブインターフェイスまたはSVIを設定する方法を示します。

• A given interface can be added to multiple L3Outs by providing multiple L3Out names after the l3out
keyword.

• An SVI can be configured using the switchport trunk allowed vlan command under any of the
following interface types:

• interface Ethernet

• interface port-channel

• interface vpc

始める前に

名前付き L3Outを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

外部インターフェイスのポートを指定し

ます。

interface type

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# interface eth 1/20

インターフェイスをレイヤ 3インター
フェイスとして設定し、設定オプション

でレイヤ 3コマンドを公開します。

no switchport

例：

apic1(config-leaf-if)# no switchport

ステップ 4

テナント VRFにインターフェイスを接
続します。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name l3out l3out-name

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに IPアドレスを設定
します。指定されたアドレスは次のいず

れかとして宣言できます。

[no] {ip | ipv6} address ip-prefix/masklen
[eui64] [secondary] [preferred]

例：

ステップ 6

• preferred—インターフェイスから
トラフィックのデフォルト送信元ア

ドレス。

apic1(config-leaf-if)# ip address
10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address
2001::1/64 preferred

• secondary—インターフェイスのセ
カンダリアドレス。

With the optional eui64 keyword, the host
can assign itself a 64-bit Extended Unique
Identifier (EUI).

In this mode, you can also configure ipv6
link-local, mac address, mtu, and other
layer 3 properties on the interface.

例

次に、名前付き L3Outにレイヤ 3ポートを割り当てる例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/20
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred

次に、名前付き L3Outにレイヤ 3サブインターフェイスを割り当てる例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/5
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member d1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/5.1000
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred

次に、名前付き L3Outにレイヤ 3 SVIを割り当てる例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 200
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
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apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/4
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member d1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 200 tenant t1 external-svi l3out
out1

名前付き L3Outのルートマップの設定
•ルートマップはリーフ、VRFモードで設定します。

•次のルートマップは、すべての名前付き L3Outに対して作成されます。

•エクスポート：L3Outで有効なルーティングプロトコルからアドバタイズされるルー
トのルートマップ。By default, no routes are exported out until you explicitly enable them in
the route-map through one or more of match bridge-domain, match prefix-list and match
community-list statements.

•インポート：L3Outのルーティングプロトコルにインポートされるルートのルート
マップ。デフォルトでは、すべてのルートがインポートされます。You can control
specific routes to be imported by using one or morematch prefix-list ormatch community-list
statements.

•共有：ルートと、この VRFからコントラクトの関連付けがあるその他の VRFへの
ルートをリークするために使用されるコントラクトプロバイダー/コンシューマポリ
シーを含むルートマップ。

These route-maps are created when you associate a leaf to the L3Out through the vrf context tenant
tenant-name vrf vrf-name l3out l3out-name command.

•名前付きL3Out下のルートマップのスコープは常にグローバルであり、名前付きL3Outが
展開されているすべてのノードに適用できます。

• All commands under the route-map (such as match prefix-list,match community-list, match
bridge-domain) are the same as the route-map configuration for the Basic Mode discussed in the
previous sections.

始める前に

名前付き L3Outを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

ノードのテナントVRFを設定します。[no] vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name l3out l3out-name

ステップ 3

例：

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
exampleCorp vrf v1 l3out out1

ルートマップを作成し、ルートマップ

コンフィギュレーションを開始しま

必須: [no] route-map name

例：

ステップ 4

す。これがインポートルートマップに

なります。
apic1(config-leaf-vrf)# route-map
out1_in

ルートマップにプレフィックスリスト

を作成します。

必須: [no] ip prefix-list list-name permit
prefix/masklen [le {32 | 128}]

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list p1 permit 15.1.1.0/24

作成済みのプレフィックスリストと照

合し、一致モードを開始して、プレ

必須: [no] match prefix-list list-name

例：

ステップ 6

フィックスリストのルート制御プロ

ファイルを設定します。
apic1(config-leaf-vrf-route-map)#
match prefix-list p1

ルートマップコンフィギュレーション

モードに戻ります。

必須: exit

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
exit

リーフ VRFコンフィギュレーション
モードに戻ります。

必須: exit

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit

ルートマップを作成し、ルートマップ

コンフィギュレーションを開始しま

必須: [no] route-map name

例：

ステップ 9

す。これがエクスポートルートマップ

になります。
apic1(config-leaf-vrf)# route-map
out1_out

ルートマップにプレフィックスリスト

を作成します。

必須: [no] ip prefix-list list-name permit
prefix/masklen [le {32 | 128}]

例：

ステップ 10
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list p2 permit 16.1.1.0/24

作成済みのプレフィックスリストと照

合し、一致モードを開始して、プレ

必須: [no] match prefix-list list-name

例：

ステップ 11

フィックスリストのルート制御プロ

ファイルを設定します。
apic1(config-leaf-vrf-route-map)#
match prefix-list p2

タグ値を設定します。nameパラメータ
は符号なし整数です。

必須: set tag name

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
set tag 100

ルートマップコンフィギュレーション

モードに戻ります。

必須: exit

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
exit

プロトコルによってパブリックサブ

ネットをエクスポートするため、ブ

リッジドメインと照合します。

必須: [no]match bridge-domain list-name

例：

apic1(config-leaf-vrf-route-map)#
match bridge-domain bd1

ステップ 14

ルートマップコンフィギュレーション

モードに戻ります。

必須: exit

例：

ステップ 15

apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
exit

ルートマップを作成し、ルートマップ

コンフィギュレーションを開始しま

必須: [no] route-map name

例：

ステップ 16

す。これが共有ルートマップになりま

す。
apic1(config-leaf-vrf)# route-map
out1_shared

ルートマップにプレフィックスリスト

を作成します。

必須: [no] ip prefix-list list-name permit
prefix/masklen [le {32 | 128}]

例：

ステップ 17

apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip
prefix-list p3 permit 16.10.1.0/24

作成済みのプレフィックスリストと照

合し、一致モードを開始して、プレ

必須: [no] match prefix-list list-name

例：

ステップ 18

フィックスリストのルート制御プロ

ファイルを設定します。
apic1(config-leaf-vrf-route-map)#
match prefix-list p3
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目的コマンドまたはアクション

このVRFから（このプレフィックスリ
ストと一致する）ルートをリークする

必須: contract provider name

例：

ステップ 19

ために必要なコントラクトを追加しま

す。
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#
contract provider default

例

次に、名前付き L3Outのルートマップを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1

# CREATE IMPORT ROUTE-MAP
apic1(config-leaf-vrf)# route-map out1_in
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p1 permit 15.1.1.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit

# CREATE EXPORT ROUTE-MAP
apic1(config-leaf-vrf)# route-map out1_out
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p2 permit 16.1.1.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set tag 100
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit

# CREATE SHARED ROUTE-MAP
apic1(config-leaf-vrf)# route-map out1_shared
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p3 permit 16.10.1.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p3
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# contract provider default

名前付き L3Outのルーティングプロトコルの設定

名前付き L3Outの BGPの設定
• All commands under the BGP neighbor with the exception of route-map are identical to those in the

Basic Mode of L3Out configuration. BGPテンプレート設定およびテンプレートの継承は、基
本モードと同じです。

• L3Out設定の名前付きモードでは、route-mapはL3Outレベルで適用されます。L3Outとネ
イバーを関連付けることにより、route-mapは L3Outのプロトコルに自動的に適用されま
す。したがって、route-mapオプションは適用できず、BGPネイバーでは使用できません。
同じ理由で、route-mapオプションはOSPFエリアで使用できず、distribute-list EIGRPオプ
ションはインターフェイスで使用できません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

BGPポリシー設定を入力します。router bgp asn-number

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router bgp 100

後続のポリシー設定モードコマンドと

関連付ける VRFインスタンスを指定し
ます。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-bgp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100

ネイバーの IPアドレスを指定します。neighbor ip-address[/masklength] l3out
l3out-name

ステップ 5

例：

apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor
192.0.2.229 l3out out1

ネイバーの自律システム番号を指定しま

す。

remote-as asn

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
remote-as 300

指定できる数は 1～ 10です。デフォル
トは 3です。

allow-self-as-count count

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
allow-self-as-count 5

BGPパケットの送信元 IPを、ループ
バック、物理、サブインターフェイス、

update-source ethernet interface-range

例：

ステップ 8

または SVIインターフェイスのいずれ
かに更新します。

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#
update-source ethernet 1/3

例

次に、名前付き L3Outの BGPルーティングプロトコルを設定する例を示します。
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apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 192.0.2.229 l3out out1
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 300
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# allow-self-as-count 5
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source ethernet 1/3

名前付き L3Outの OSPFの設定
All commands under the router ospf default command, with the exception of area area-id route-map
map-name out , are identical to those in the Basic Mode of L3Out configuration.インターフェイス下
の OSPFコマンドおよび OSPFテンプレート継承コマンドも、基本モードと同じです。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

OSPFルーティングプロセスを作成し、
OSPFポリシー設定を開始します。

router ospf default

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router ospf
default

OSPFセッションで VRFを有効にしま
す。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-leaf-ospf)# vrf member
tenant exampleCorp vrf v100

L3Outで OSPFを有効にします。areaエリア id l3out l3out:名前

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area
0.0.0.1 l3out out1

OSPFが BGPの接続プロトコルとして
使用される場合、OSPFは BGPセッ

area area-id loopback loopback-address

例：

ステップ 6

ションの送信元として使用されるルー
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area
0.0.0.1 loopback 192.0.20.11 プバックアドレスをアドバタイズしま
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目的コマンドまたはアクション

す。ループバック IDではなくループ
バック IPアドレスが使用されることに
注意してください。この場合、OSPF
に依存している BGPセッションは
update-sourceコマンドで同じループバッ
ク IPアドレスを使用します。

Not-So-Stubby Area（NSSA）を定義し
ます。

area area-id nssa [no-redistribution]
[default-information-originate]

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area
0.0.0.1 nssa

OSPFコンフィギュレーションモード
に戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-leaf-ospf)# exit

外部インターフェイスのポートを指定

します。

interface type

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf)# interface eth 1/20

インターフェイスにVLANドメインを
割り当てます。The VLAN domain must

vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 11

have already been created using the
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1 vlan-domain command in the global

configuration mode.

インターフェイスをレイヤ 3インター
フェイスとして設定し、設定オプショ

ンでレイヤ 3コマンドを公開します。

no switchport

例：

apic1(config-leaf-if)# no switchport

ステップ 12

テナントVRFにインターフェイスを接
続します。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name l3out l3out-name

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1

インターフェイスに IPアドレスを設定
します。指定されたアドレスは次のい

ずれかとして宣言できます。

[no] {ip | ipv6} address ip-prefix/masklen
[eui64] [secondary] [preferred]

例：

ステップ 14
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-leaf-if)# ip address
• preferred—インターフェイスから
トラフィックのデフォルト送信元

アドレス。
10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address
2001::1/64 preferred

• secondary—インターフェイスのセ
カンダリアドレス。

With the optional eui64 keyword, the host
can assign itself a 64-bit Extended Unique
Identifier (EUI).

In this mode, you can also configure ipv6
link-local, mac address, mtu, and other
layer 3 properties on the interface.

OSPFルーティングプロセスを作成し、
OSPFポリシー設定を開始します。

{ip | ipv6} router ospf default area area-id

例：

ステップ 15

apic1(config-leaf-if)# ip router ospf
default area 0.0.0.1

例

次に、名前付き L3Outの OSPFルーティングプロトコルを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 l3out out1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 loopback 192.0.20.11
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 nssa
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# interface eth 1/20
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 0.0.0.1

名前付き L3Outの EIGRPの設定
All EIGRP commands under vrf mode and interface mode, with the exception of ip distribute-list, are
identical to those in the Basic Mode of L3Out configuration. This includes the EIGRP template and
inherit commands. The ip distribute-list commands are not applicable to the Named Mode of L3Out
configuration, as the route-maps are defined at the L3Out level and by associating an interface with the
L3Out, the route-map distribute-list is automatically associated. For this reason, ip distribute-list is not
available in the CLI as a option.
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します。leaf node-id

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 101

EIGRPポリシー設定を入力します。router eigrp default

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# router eigrp
default

後続のコンフィギュレーションモード

コマンドと関連付けるVRFインスタン
スを指定します。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

例：

ステップ 4

apic1(config-eigrp)# vrf member tenant
exampleCorp vrf v100

EIGRPの自律システム設定を入力しま
す。

autonomous-systemasn l3out l3out:名前

例：

ステップ 5

apic1(config-eigrp-vrf)#
autonomous-system 500 l3out out1

EIGRPコンフィギュレーションモード
に戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-eigrp-vrf)# exit

リーフコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-eigrp)# exit

外部インターフェイスのポートを指定

します。

interface type

例：

ステップ 8

apic1(config-leaf)# interface eth 1/5

インターフェイスにVLANドメインを
割り当てます。The VLAN domain must

vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 9

have already been created using the
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member dom1 vlan-domain command in the global

configuration mode.
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスをレイヤ 3インター
フェイスとして設定し、設定オプショ

ンでレイヤ 3コマンドを公開します。

no switchport

例：

apic1(config-leaf-if)# no switchport

ステップ 10

テナントVRFにインターフェイスを接
続します。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name l3out l3out-name

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1

インターフェイスに IPアドレスを設定
します。指定されたアドレスは次のい

ずれかとして宣言できます。

[no] {ip | ipv6} address ip-prefix/masklen
[eui64] [secondary] [preferred]

例：

ステップ 12

• preferred—インターフェイスから
トラフィックのデフォルト送信元

アドレス。

apic1(config-leaf-if)# ip address
10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address
2001::1/64 preferred

• secondary—インターフェイスのセ
カンダリアドレス。

With the optional eui64 keyword, the host
can assign itself a 64-bit Extended Unique
Identifier (EUI).

In this mode, you can also configure ipv6
link-local, mac address, mtu, and other
layer 3 properties on the interface.

EIGRPポリシーをデフォルトに設定し
ます。

{ip | ipv6} router eigrp default

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-if)# ip router eigrp
default

例

次に、名前付き L3Outの EIGRPルーティングプロトコルを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router eigrp default
apic1(config-eigrp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-eigrp-vrf)# autonomous-system 500 l3out out1
apic1(config-eigrp-vrf)# exit
apic1(config-eigrp)# exit
apic1(config-leaf)# interface eth 1/5
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
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apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1 l3out out1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ip router eigrp default

名前付き L3Outの外部 L3 EPGの設定
外部 L3 EPGはテナント VRF下に分類されます。

All commands under the config-tenant-l3ext-epgmode are identical to those in the Basic Mode of L3Out
configuration with the following differences:

• VRFは自動的に EPGと関連付けられます。L3Outは VRFに関連付けられ、EPGは L3Out
に関連付けられます。

• The external-l3 epg command is not available under the leaf vrf context tenant tenant-name vrf
vrf-name l3out l3out-name command, as this configuration is not applicable for Named L3Outs. The
external-l3 epg is automatically deployed on the leaf, when the external-l3 epg is created within a
named L3Out and a leaf is associated with the same L3Out through the vrf context tenant tenant-name
vrf vrf-name l3out l3out-name command.

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant exampleCorp

外部 L3 EPGコンフィギュレーション
モードを開始します。

external-l3 epg epg: l3out名前l3out

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# external-l3 epg
epg1 l3out out1

サブネットに一致するルールを作成しま

す。

match {ip | ipv6} ip-address/masklength

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 192.0.20.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ipv6 2001::1/64

EPGのコンシューマコントラクトを指
定します。

contract consumer contract-name

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract consumer cConsumer1

EPGのプロバイダーコントラクトを指
定します。

contract provider contract-name

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant-l3ext-epg)#
contract provider cProvider1

例

次に、名前付き L3Outに外部レイヤ 3 EPGを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# external-l3 epg epg1 l3out out1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.0.20.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ipv6 2001::1/64
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer cConsumer1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider cProvider1

IPv6ネイバー探索

ネイバー探索

IPv6ネイバー探索（ND）は、ノードのアドレスの自動設定、リンク上の他のノードの探索、
他のノードのリンク層アドレスの判別、重複アドレスの検出、使用可能なルータと DNSサー
バの検出、アドレスプレフィックスの探索、および他のアクティブなネイバーノードへのパ

スに関する到達可能性情報の維持を担当します。

ND固有のネイバー要求/ネイバーアドバタイズメント（NS/NA）およびルータ要求/ルータア
ドバタイズメント（RS/RA）パケットタイプは、物理、層3サブインターフェイス、および
SVI（外部およびパーベイシブ）を含むすべての ACIファブリックのレイヤ 3インターフェイ
スでサポートされます。APICリリース 3.1(1x)まで、RS/RAパケットはすべてのレイヤ 3イン
ターフェイスの自動設定のために使用されますが、拡散型 SVIの設定のみ可能です。

APICリリース3.1(2x)より、RS/RAパケットは自動設定のため使用され、ルーテッドインター
フェイス、レイヤ 3サブインターフェイス、SVI（外部および拡散）を含むレイヤ 3インター
フェイスで設定できます。

ACIのブリッジドメイン NDは常にフラッドモードで動作します。ユニキャストモードはサ
ポートされません。

ACIファブリック NDサポートに含まれるもの：
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•インターフェイスポリシー（nd:IfPol）は、NS/NAメッセージに関する NDタイマーと
動作を制御します。

• NDプレフィックスポリシー（nd:PfxPol）コントロール RAメッセージ。

• NDの IPv6サブネット（fv:Subnet）の設定。

•外部ネットワークの NDインターフェイスポリシー。

•外部ネットワークの設定可能 NDサブネットおよびパーベイシブブリッジドメインの任
意サブネット設定はサポートされません。

設定可能なオプションは次のとおりです。

•隣接関係

•設定可能な静的 Adjacencies：（<vrf、L3Iface＜ipv6 address> --> mac address）

•動的 Adjacencies：NS/NAパケットの交換経由で学習

•インターフェイス単位

• NDパケットの制御（NS/NA）

•ネイバー要求間隔

•ネイバー要求再試行回数

• RAパケットの制御

• RAの抑制

• RA MTUの抑制

• RA間隔、RA最小間隔、再送信時間

•プレフィックス単位（RAでアドバタイズ）の制御

•ライフタイム、優先ライフタイム

•プレフィックスコントロール（自動設定、リンク上）

•ネイバー検索重複アドレスの検出（DAD）
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NX-OSスタイル CLIを使用したブリッジドメイン上の IPv6ネイバー検
索によるテナント、VRF、ブリッジドメインの設定

手順

ステップ 1 IPv6ネイバー検索インターフェイスポリシーを設定し、ブリッジドメインに割り当てます。

a) IPv6ネイバー検索インターフェイスポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# tenant ExampleCorp
apic1(config-tenant)# template ipv6 nd policy NDPol001
apic1(config-tenant-template-ipv6-nd)# ipv6 nd mtu 1500

b) VRFおよびブリッジドメインを作成します:

例：

apic1(config-tenant)# vrf context pvn1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member pvn1
apic1(config-tenant-bd)# exit

c) IPv6ネイバー検索ポリシーをブリッジドメインに割り当てます。

例：

apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd policy NDPol001
apic1(config-tenant-interface)#exit

ステップ 2 サブネット上で IPV6ブリッジドメインサブネットおよびネイバー検索プレフィックスポリ
シーを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 34::1/64
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 33::1/64
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd prefix 34::1/64 1000 1000
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd prefix 33::1/64 4294967295 4294967295

注意事項と制約事項

次のガイドラインと制限事項に適用ネイバー探索ルータアドバタイズメント (ND RA)のプレ
フィックスのレイヤ 3インターフェイス。
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• NDRA設定は、IPv6プレフィクスにのみ適用されます。IPv4プレフィクスでNDポリシー
を設定しようとするは適用に失敗します。

NX-OSスタイル CLIを使用したレイヤ 3インターフェイス上の RAによ
る IPv6ネイバー探索インターフェイスポリシーの設定

この例では、IPv6ネイバー検索インターフェイスポリシーを設定し、レイヤ 3インターフェ
イスに割り当てます。次に、IPv6レイヤ3アウトインターフェイス、ネイバー検索プレフィッ
クスポリシーを設定し、インターフェイスにネイバー検索ポリシーを関連付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントを作成し、テナントモードを

開始します。

tenant tenant_name

例：

ステップ 2

apic1(config)# tenant ExampleCorp
apic1(config-tenant)#

IPv6 NDポリシーを作成します。template ipv6 nd policy policy_name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# template ipv6
nd policy NDPol001

IPv6 NDポリシーにMTU値を割り当て
ます。

ipv6 nd mtu mtu value

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-template-ipv6-nd)#
ipv6 nd mtu 1500
apic1(config-tenant-template-ipv6)#
exit
apic1(config-tenant-template)# exit
apic1(config-tenant)#

VRFを作成します。vrf context VRF_name

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant)# vrf context pvn1
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-vrf)# exit

レイヤ 3アウトを作成します。l3out VRF_name

例：

ステップ 6

apic1(config-tenant)# l3out
l3extOut001

VRFをレイヤ 3アウトインターフェイ
スに関連付けます。

vrf member VRF_name

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-l3out)# vrf member
pvn1
apic1(config-tenant-l3out)# exit

レイヤ 3アウトおよび VRFをレイヤ 3
インターフェイスに割り当てます。

external-l3 epg instp l3out l3extOut001

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant)# external-l3 epg
instp l3out l3extOut001
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf
member pvn1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit

リーフスイッチモードを開始します。leaf 2011

例：

ステップ 9

apic1(config)# leaf 2011

VRFをリーフスイッチに関連付けま
す。

vrf context tenant ExampleCorp vrf pvn1
l3out l3extOut001

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf)# vrf context tenant
ExampleCorp vrf pvn1 l3out
l3extOut001

apic1(config-leaf-vrf)# exit

インターフェイスモードに入ります。int eth 1/1

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf)# int eth 1/1
apic1(config-leaf-if)#
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスで関連付けられてい

るテナント、VRF、レイヤ 3 Outを指
定します。

vrfmember tenantExampleCorp vrf pvn1
l3out l3extOut001

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf-if)# vrf member
tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out
l3extOut001

プライマリまたは優先 Ipv6アドレスを
指定します。

ipv6 address 2001:20:21:22::2/64
preferred

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-if)# ipv6 address
2001:20:21:22::2/64 preferred

レイヤ 3インターフェイス下で IPv6
NDプレフィックスポリシーを設定し
ます。

ipv6 nd prefix 2001:20:21:22::2/64 1000
1000

例：

ステップ 14

apic1(config-leaf-if)# ipv6 nd prefix
2001:20:21:22::2/64 1000 1000

レイヤ 3インターフェイス下で NDポ
リシーを設定します。

inherit ipv6 nd NDPol001

例：

ステップ 15

apic1(config-leaf-if)# inherit ipv6
nd NDPol001
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

設定が完了します。

『Configuring HSRP』

NX-OSスタイル CLIでの Cisco APICを使用してインラインパラメータ
で HSRPの設定

リーフスイッチが設定されている場合、HSRPが有効になっています。
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始める前に

•テナントと VRFが設定されています。

• VLANプールは、適切な VLAN範囲が定義され、レイヤ 3ドメインが作成されて VLAN
プールに接続されている状態で設定される必要があります。

•エンティティプロファイルの接続も、レイヤ3ドメインに関連付けられている必要があり
ます。

•リーフスイッチのインターフェイスプロファイルは必要に応じて設定する必要がありま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

インラインパラメータを作成すること

により、HSRPを設定します。
ステップ 2

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/17
apic1(config-leaf-if)# hsrp version 1
apic1(config-leaf-if)# hsrp use-bia
apic1(config-leaf-if)# hsrp delay
minimum 30
apic1(config-leaf-if)# hsrp delay
reload 30
apic1(config-leaf-if)# hsrp 10 ipv4
apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.2
apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.3
secondary
apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.4
secondary
apic1(config-if-hsrp)# mac-address
5000.1000.1060
apic1(config-if-hsrp)# timers 5 18
apic1(config-if-hsrp)# priority 100
apic1(config-if-hsrp)# preempt
apic1(config-if-hsrp)# preempt delay
minimum 60
apic1(config-if-hsrp)# preempt delay
reload 60
apic1(config-if-hsrp)# preempt delay
sync 60
apic1(config-if-hsrp)# authentication
none
apic1(config-if-hsrp)# authentication
simple
apic1(config-if-hsrp)# authentication
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目的コマンドまたはアクション

md5
apic1(config-if-hsrp)#
authentication-key <mypassword>
apic1(config-if-hsrp)#
authentication-key-timeout <timeout>

NX-OSスタイル CLIのテンプレートとポリシーを使用した Cisco APIC
の HSRPの設定

リーフスイッチが設定されている場合、HSRPが有効になっています。

始める前に

•テナントと VRFが設定されています。

• VLANプールは、適切な VLAN範囲が定義され、レイヤ 3ドメインが作成されて VLAN
プールに接続されている状態で設定される必要があります。

•エンティティプロファイルの接続も、レイヤ3ドメインに関連付けられている必要があり
ます。

•リーフスイッチのインターフェイスプロファイルは必要に応じて設定する必要がありま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

HSRPポリシーテンプレートを設定しま
す。

ステップ 2

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template hsrp
interface-policy hsrp-intfPol1 tenant
t9
apic1(config-template-hsrp-if-pol)#
hsrp use-bia
apic1(config-template-hsrp-if-pol)#
hsrp delay minimum 30
apic1(config-template-hsrp-if-pol)#
hsrp delay reload 30
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template hsrp
group-policy hsrp-groupPol1 tenant t9
apic1(config-template-hsrp-group-pol)#
timers 5 18
apic1(config-template-hsrp-group-pol)#
priority 100
apic1(config-template-hsrp-group-pol)#
preempt
apic1(config-template-hsrp-group-pol)#
preempt delay minimum 60
apic1(config-template-hsrp-group-pol)#
preempt delay reload 60
apic1(config-template-hsrp-group-pol)#
preempt delay sync 60

設定されているポリシーテンプレート

を使用します。

ステップ 3

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/17
apic1(config-leaf-if)# hsrp version 1
apic1(config-leaf-if)# inherit hsrp
interface-policy hsrp-intfPol1
apic1(config-leaf-if)# hsrp 10 ipv4
apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.2
apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.3
secondary
apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.4
secondary
apic1(config-if-hsrp)# mac-address
5000.1000.1060
apic1(config-if-hsrp)# inherit hsrp
group-policy hsrp-groupPol1

Cisco ACI GOLF

Cisco ACI GOLF
Cisco ACI GOLF機能 (ファブリックWANのレイヤ 3 EVPNサービス機能とも呼ばれる)では、
より効率的かつスケーラブルな ACIファブリックWAN接続が可能になります。スパインス
イッチに接続されているWANに OSPF経由で BGP EVPNプロトコルが使用されます。
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図 23 : Cisco ACI GOLFのトポロジ

すべてのテナントWAN接続が、WANルータが接続されたスパインスイッチ上で単一のセッ
ションを使用します。データセンター相互接続ゲートウェイ（DCIG）へのテナントBGPセッ
ションのこの集約では、テナント BGPセッションの数と、それらすべてに必要な設定の量を
低減することによって、コントロールプレーンのスケールが向上します。ネットワークは、ス

パインファブリックポートに設定されたレイヤ 3サブインターフェイスを使用して拡張され
ます。GOLFを使用した、共有サービスを伴うトランジットルーティングはサポートされてい
ません。

スパインスイッチでのGOLF物理接続のためのレイヤ 3外部外側ネットワーク (L3extOut)は、
infraテナントの下で指定され、次のものを含みます:

• LNodeP (infraテナントの L3Outでは、l3extInstPは必要ありません)。

• infraテナントの GOLF用の L3extOutのプロバイダラベル。

• OSPFプロトコルポリシー

• BGPプロトコルポリシー

すべての通常テナントが、上記で定義した物理接続を使用します。通常のテナントで定義した

L3extOutでは、次が必要です:
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•サブネットとコントラクトを持つ l3extInstP (EPG)。サブネットの範囲を使用して、ルー
ト制御ポリシーとセキュリティポリシーのインポートまたはエクスポートを制御します。

ブリッジドメインサブネットは外部的にアドバタイズするように設定される必要があり、

アプリケーション EPGおよび GOLF L3Out EPGと同じ VRFに存在する必要があります。

•アプリケーション EPGと GOLF L3Out EPGの間の通信は、(契約優先グループではなく)
明示的な契約によって制御されます。

• l3extConsLblコンシューマラベル。これは infraテナントのGOLF用の L3Outの同じプロ

バイダラベルと一致している必要があります。ラベルを一致させることにより、他のテナ

ント内のアプリケーション EPGが LNodeP外部 L3Out EPGを利用することが可能になりま
す。

• infraテナント内のマッチングプロバイダ L3extOutの BGP EVPNセッションは、この
L3Outで定義されたテナントルートをアドバタイズします。

次に示す GOLFのガイドラインおよび制限事項に従ってください。

•すべての Cisco Nexus 9000シリーズ ACIモードのスイッチと、すべての Cisco Nexus 9500
プラットフォーム ACIモードスイッチラインカードおよびファブリックモジュールが
GOLFをサポートします。Cisco APIC、リリース 3.1(x)以降では、これに N9K-C9364Cス
イッチが含まれます。

•現時点では、ファブリック全体のスパインスイッチインターフェイスに展開できるのは、
単一の GOLFプロバイダポリシーだけです。

• APICリリース 2.0(2)までは、 GOLFはマルチポッドでサポートされていません。リリー
ス 2.0 (2)では、同じファブリックでの 2つの機能を、スイッチ名の末尾に「EX」のない
Cisco Nexus N9000Kスイッチ上でのみサポートしています。たとえばN9K-9312TXです。
2.1(1)リリース以降では、2つの機能を、マルチポッドおよび EVPNトポロジで使用され
ているすべてのスイッチでともに展開できるようになりました。

•スパインスイッチで GOLFを設定する場合、コントロールプレーンがコンバージするま
では、別のスパインスイッチで GOLFの設定を行わないでください。

•スパインスイッチは複数のプロバイダの GOLF外側ネットワーク (GOLF L3Outs)に追加
できますが、GOLF L3Outごとのプロバイダラベルは異なっている必要があります。ま
た、この例では、OSPFエリアもL3extOutごとに異なっていて、異なるループバックアド

レスを使用する必要があります。

• infraテナント内のマッチングプロバイダL3OutのBGP EVPNセッションは、このL3extOut

で定義されたテナントルートをアドバタイズします。

• 3つの GOLF Outsを展開する場合、1つだけが GOLF, and 0/0エクスポート集約のプロバ
イダ/コンシューマラベルを持っているなら、APICはすべてのルートをエクスポートしま
す。これは、テナントのリーフスイッチ上の既存の L3extOutと同じです。

•スパインスイッチとデータセンター相互接続（DCI）ルータ間に直接ピアリングがある場
合、リーフスイッチからASRへのトランジットルートには、リーフスイッチの PTEPと
して次のホップが存在することになります。この場合、その ACIポッドの TEP範囲に対
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して ASRの静的ルートを定義します。また、DCIが同じポッドにデュアルホーム接続さ
れている場合は、静的ルートの優先順位（管理距離）は、他のリンクを通じて受信する

ルートと同じである必要があります。

•デフォルトの bgpPeerPfxPol ポリシーは、ルートを 20,000に制限します。ACI WANイ
ンターコネクトピアの場合には、必要に応じてこれを増やしてください。

• 1つのスパインスイッチ上に 2つの L3extOutが存在し、そのうちの一方のプロバイダラ

ベルが prov1で DCI 1とピアリングしており、もう一方の L3extOutのプロバイダラベル

が prov2でDCI 2とピアリングしているという、展開シナリオを考えます。テナントVRF
に、プロバイダラベルのいずれか一方 (prov1またはprov2)をポイントしているコンシュー
マラベルがある場合、テナントルートは DCI 1と DCI 2の両方に送信されます。

• GOLF OpFlex Vrfを集約する場合、ACIファブリックまたはGOLF OpFlex VRFとシステム
内のその他の VRF間の GOLFデバイスでは、ルートのリーキングは発生しません。VRF
リーキングのためには、(GOLFルータではなく)外部デバイスを使用する必要がありま
す。

Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。したがって、外部ルータへ
のレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介したmultipod接続を設
定する場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入
れています（結果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOSで
9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケット
ヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイトにな
ります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く推奨します。たとえば、Cisco
NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などの

コマンドを使用します。

（注）

NX-OSスタイルCLIを使用してCisco ACI GOLFサービスを設定する設定
タスク

次のタスクを実行して、NX-OSスタイル CLIで GOLFサービスを設定します（BGP EVPNプ
ロトコルを使用）。

• VLANドメイン、VRF、インターフェイス IPアドレッシング、OSPFを含む BGP EVPN
の内部テナントを設定します。

•スパインの BPGを設定して BGP EVPNをサポートします。

• BGP EVPNのテナントを設定します。
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•テナントのBGP EVPNルートターゲット、ルートマップ、プレフィックス EPGを設定し
ます。

• BGPアドレスファミリを設定して、host-rt-enableコマンドで DCIGに BGP EVPN type-2
（MAC-IP）ホストルートを配布することを有効にします。

スパインを設定し、NX-OSスタイル CLIを使用して、BGP EVPNのテナ
ントインフラ

このタスクを設定する方法を説明する、次の手順でVLANドメイン、VRF、インターフェイス
の IPアドレッシングを含む、BGP EVPNおよび OSPFのテナントインフラ。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configureステップ 1

apic1# configure

Creates a VLAN domain.vlan-domain vlan-domain-name dynamicステップ 2
apic1(config)# vlan-domain evpn-dom
dynamic

Creates the spine or enters spine
configuration mode.

spine spine-nameステップ 3

apic1(config)# spine 111

テナントに、VRFを関連付けます。vrf context tenanttenant-name vrf
vrf-name

ステップ 4

apic1(config-spine)# vrf context
tenant infra vrf overlay-1

VRFのルータ IDを設定します。router-id A.B.C.Dステップ 5

apic1(config-spine-vrf)# router-id
10.10.3.3

Returns to spine configuration mode.exitステップ 6
apic1(config-spine-vrf)# exit

スパインノードのインターフェイスを

設定します。

interface ethernet slot/portステップ 7

apic1(config-spine)# interface
ethernet 1/33

Associates the interface with the VLAN
domain.

vlan-domain member vlan-domain-nameステップ 8

apic1(config-spine-if)# vlan-domain
member evpn-dom
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目的コマンドまたはアクション

Returns to spine configuration mode.exitステップ 9
apic1(config-spine-if)# exit

Creates a sub-interface.interface ethernet sub-interface-idステップ 10
apic1(config-spine)# interface
ethernet 1/33.4

インターフェイスをオーバーレイ1VRF
に関連付けると、テナントインフラ。

vrf member tenanttenant-name vrf
vrf-name

ステップ 11

apic1(config-spine-if)# vrf member
tenant infra vrf overlay-1

Sets the maximum transmission unit (MTU)
for the interface.

mtu mtu-valueステップ 12

apic1(config-spine-if)# mtu 1500

インターフェイスの IPアドレスを設定
します。

ip address A.B.C.D/LENステップ 13

apic1(config-spine-if)# ip address
5.0.0.1/24

インターフェイスのデフォルトのOSPF
エリア IDを設定します。

ip router ospf default areaospfエリア idステップ 14

apic1(config-spine-if)# ip router ospf
default area 0.0.0.150

Returns to spine configuration mode.exitステップ 15
apic1(config-spine-if)# exit

スパインノードのインターフェイスを

設定します。

interface ethernet slot/portステップ 16

apic1(config-spine)# interface
ethernet 1/34

Associates the interface with the VLAN
domain.

vlan-domain member vlan-domain-nameステップ 17

apic1(config-spine-if)# vlan-domain
member evpn-dom

Returns to spine configuration mode.exitステップ 18
apic1(config-spine-if)# exit

Creates a sub-interface.interface ethernet sub-interface-idステップ 19
apic1(config-spine)# interface
ethernet 1/34.4

インターフェイスをオーバーレイ1VRF
に関連付けると、テナントインフラ。

vrf member tenanttenant-name vrf
vrf-name

ステップ 20

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
322

レイヤ 3外部接続の設定

スパインを設定し、NX-OSスタイル CLIを使用して、BGP EVPNのテナントインフラ



目的コマンドまたはアクション

apic1(config-spine-if)# vrf member
tenant infra vrf overlay-1

Sets the maximum transmission unit (MTU)
for the interface.

mtu mtu-valueステップ 21

apic1(config-spine-if)# mtu 1500

インターフェイスの IPアドレスを設定
します。

ip address A.B.C.D/LENステップ 22

apic1(config-spine-if)# ip address
2.0.0.1/24

インターフェイスのデフォルトのOSPF
エリア IDを設定します。

ip router ospf default areaospfエリア idステップ 23

apic1(config-spine-if)# ip router ospf
default area 0.0.0.200

Returns to spine configuration mode.exitステップ 24
apic1(config-spine-if)# exit

スパインの OSPFを設定します。router ospf defaultステップ 25

apic1(config-spine)# router ospf
default

テナントをオーバーレイ 1のVRFとイ
ンフラ Router OSPFポリシーに関連付
けます。

vrf member tenant tenant-name vrf
vrf-name

ステップ 26

apic1(config-spine-ospf)# vrf member
tenant infra vrf overlay-1

Configure an OSPF area for the OSPF
policy.

area area-id loopback loopback-ip-addressステップ 27

apic1(config-spine-ospf-vrf)# area
0.0.0.150 loopback 10.10.5.3

OSPFポリシーのもう 1つのOSPFエリ
アを設定します。

area area-id loopback loopback-ip-addressステップ 28

apic1(config-spine-ospf-vrf)# area
0.0.0.200 loopback 10.10.4.3

Returns to spine OSPF configuration mode.exitステップ 29
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit

Returns to spine configuration mode.exitステップ 30
apic1(config-spine-ospf)# exit
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複数のサイトで共有 APICゴルフ接続
トポロジでは、複数のサイト、APICサイトの拡大 Vrfは、ゴルフ接続を共有している場合、
リスクのクロス VRFトラフィックの問題を回避する次のガイドラインに従います。

スパインスイッチと、DCIの間でルートターゲットの設定

ゴルフ Vrfの EVPNルートターゲット (RTs)を設定する 2つの方法があります:手動 RTと自
動 RT.ルートターゲットは、ACI背表紙と OpFlexを介して DCIsの間で同期されます。ゴル
フ Vrfの自動 RTは、形式に組み込まれて Fabric ID: – ASN : [ FabricID ] VNID

2つのサイトには、次の図のように導入の Vrfがある、Vrf間のトラフィックを混在させるこ
とができます。

サイト 2サイト 1

ASN: 100、ファブリック ID: 1ASN: 100、ファブリック ID: 1

VRF A：VNID 2000

インポート/エクスポートルートターゲット：
100：[1] 2000

VRF A：VNID 1000

インポート/エクスポートルートターゲット：
100：[1] 1000

VRF B：VNID 1000

インポート/エクスポートルートターゲット：
100：[1] 1000

VRF B：VNID 2000

インポート/エクスポートルートターゲット：
100：[1] 2000

Dciのために必要なルートマップ

トンネルは、中継ルートは、[DCIを介してリークとサイト間では作成されません、ため、コ
ントロールプレーンの手間をも削減する必要があります。もう 1つのサイトでゴルフスパイ
ンに、DCIへの 1つのサイトでゴルフスパインから送信される EVPNタイプ 5およびタイプ
2ルートを送信できませんする必要があります。これが発生スパインスイッチに dciのために
次のタイプの BGPセッションが必要がある場合。

Site1: IBGP--DCI--EBGP--サイト 2

Site1: EBGP--DCI--IBGP--サイト 2

Site1:--DCI--EBGP EBGP--サイト 2

Site1: IBGP RRクライアント--DCI (RR)----IBGPサイト 2

Dciのためにこの問題を避けるためには、ルートマップは、インバウンドおよびアウトバウン
ドのピアポリシーのさまざまな BGPコミュニティで使用されます。

ルートを 1つのサイト、もう 1つのサイトフィルタ着信ピアポリシーでコミュニティに基づ
くルートでゴルフスパインへのアウトバウンドピアポリシーゴルフスパインから受信しま

す。別のアウトバウンドピアポリシーは、WANへコミュニティを取り除き。すべてのルー
トマップは、ピアのレベルでです。
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NX-OSスタイル CLIを使用した推奨される共有 GOLF設定

マルチサイトで管理されている複数の APICサイト間で、DCIによる GOLF接続を共有する場
合、ルートマップとBPGを設定しVRF間のトラフィックの問題を避けるために次の手順を使
用します。

手順

ステップ 1 インバウンドルートマップ

例：

Inbound peer policy to attach community:

route-map multi-site-in permit 10

set community 1:1 additive

ステップ 2 アウトバウンドピアポリシーを設定し、インバウンドピアポリシーのコミュニティに基づい
てルートをフィルタします。

例：

ip community-list standard test-com permit 1:1

route-map multi-site-out deny 10

match community test-com exact-match

route-map multi-site-out permit 11

ステップ 3 アウトバウンドピアポリシーを設定し、WANへのコミュニティをフィルタします。

例：

ip community-list standard test-com permit 1:1

route-map multi-site-wan-out permit 11

set comm-list test-com delete

ステップ 4 BGPを設定します。

例：

router bgp 1

address-family l2vpn evpn

neighbor 11.11.11.11 remote-as 1

update-source loopback0

address-family l2vpn evpn

send-community both

route-map multi-site-in in

neighbor 13.0.0.2 remote-as 2
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address-family l2vpn evpn

send-community both

route-map multi-site-out out

NX-OSスタイルCLIを使用して、スパインでBGP EVPNをサポートする
BGPの設定

このタスクは、次の手順で BGP EVPNをサポートするスパインで BGPを設定する方法を示し
ています。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configureステップ 1

apic1# configure

Creates the spine or enters spine
configuration mode.

spine spine-nameステップ 2

apic1(config)# spine 111

スパインノードのBGPを設定します。router bgp AS-numberステップ 3

apic1(config-spine)# router bgp 100

Router BGPポリシーに関連付けます、
インフラテナントとオーバーレイ 1
VRF。

vrf context tenanttenant-name vrf
vrf-name

ステップ 4

apic1(config-spine-bgp)# vrf context
tenant infra vrf overlay-1

Router BGPポリシーに関連付けます、
インフラテナントとオーバーレイ 1
VRF。

vrf context tenanttenant-name vrf
vrf-name

ステップ 5

apic1(config-spine-bgp-vrf)# vrf
context tenant infra vrf overlay-1

Configures the IP address for an EVPN BGP
neighbor.

neighbor neighbor-ip-address evpnステップ 6

apic1(config-spine-bgp-vrf)# neighbor
10.10.4.1 evpn

ネイバーにラベルを割り当てます。label label-nameステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-spine-bgp-vrf-neighbor)#
label evpn-aci

ネイバーループバックIPアドレスを更
新の送信元を設定します。

update-source loopbackループバック ip
アドレス vrf vrf

ステップ 8

apic1(config-spine-bgp-vrf-neighbor)#
update-source loopback 10.10.4.3

Specifies the autonomous system (AS)
number of the neighbor. The valid value can
be from 1 to 4294967295.

remote-as AS-numberステップ 9

apic1(config-spine-bgp-vrf-neighbor)#
remote-as 100

Returns to BGP VRF configuration mode.exitステップ 10
apic1(config-spine-bgp-vrf-neighbor)#
exit

Configures the IP address for an EVPN BGP
neighbor.

neighbor neighbor-ip-address evpnステップ 11

apic1(config-spine-bgp-vrf)# neighbor
10.10.5.1 evpn

ネイバーにラベルを割り当てます。label label-nameステップ 12

apic1(config-spine-bgp-vrf-neighbor)#
label evpn-aci2

ネイバーループバックIPアドレスを更
新の送信元を設定します。

update-source
loopbackloopback-ip-address vrf vrf-name

ステップ 13

apic1(config-spine-bgp-vrf-neighbor)#
update-source loopback 10.10.5.3

Specifies the autonomous system (AS)
number of the neighbor. The valid value can
be from 1 to 4294967295.

remote-as AS-numberステップ 14

apic1(config-spine-bgp-vrf-neighbor)#
remote-as 100

NX-OSスタイル CLIを使用した BG EVPNのテナントの設定
このタスクは、次の手順で BGP EVPNのテナントを設定する方法を示しています。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configureステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

apic1# configure

テナントを作成するか、テナント設定

モードを開始します。

tenant tenant-nameステップ 2

apic1(config)# tenant sky

テナントの VRFを作成します。vrf context vrf-nameステップ 3

apic1(config-tenant)# vrf context
vrf-sky

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exitステップ 4

apic1(config-tenant-vrf)# exit

ブリッジドメインを作成しますbridge-domain bd-nameステップ 5

apic1(config-tenant)# bridge-domain
bd-sky

VRFおよびテナントにブリッジドメイ
ンを関連付けます。

vrf member vrf-nameステップ 6

apic1(config-tenant-bd)# vrf member
vrf-sky

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exitステップ 7

apic1(config-tenant-bd)# exit

ブリッジドメインにインターフェイス

を作成します。

interface bridge-domain bd-nameステップ 8

apic1(config-tenant)# interface
bridge-domain bd_sky

IPアドレスと長さをブリッジドメイン
インターフェイスに割り当てます。

ip address A.B.C.D/LENステップ 9

apic1(config-tenant-interface)# ip
address 59.10.1.1/24

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exitステップ 10

apic1(config-tenant-interface)# exit

ブリッジドメインを作成しますbridge-domain bd-nameステップ 11

apic1(config-tenant)# bridge-domain
bd-sky2

VRFおよびテナントにブリッジドメイ
ンを関連付けます。

vrf member vrf-nameステップ 12
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-tenant-bd)# vrf member
vrf-sky

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exitステップ 13

apic1(config-tenant-bd)# exit

ブリッジドメインにインターフェイス

を作成します。

interface bridge-domain bd-nameステップ 14

apic1(config-tenant)# interface
bridge-domain bd_sky2

IPアドレスと長さをブリッジドメイン
インターフェイスに割り当てます。

ip address A.B.C.D/LENステップ 15

apic1(config-tenant-interface)# ip
address 59.11.1.1/24

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exitステップ 16

apic1(config-tenant-interface)# exit

ルートマップの設定

このタスクは、BGP EVPNを介してブリッジドメインサブネットをアドバタイズするルート
マップを設定する方法を示します。各ブリッジドメインは、一意のプロバイダラベルで、ス

パイン上のさまざまな BGP EVPNセッションを通してアドバタイズされます。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configureステップ 1

apic1# configure

スパインを作成するか、スパイン設定

モードを開始します。

spine spine-nameステップ 2

apic1(config)# spine 111

VRFを作成するか、VRF設定モードを
開始します。

vrf context tenanttenant-name vrf
vrf-name

ステップ 3

apic1(config-spine)# vrf context
tenant sky vrf vrf_sky

VRFの IPv4または IPv6ユニキャスト
アドレスファミリを設定します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicastステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-spine-vrf)#
address-family ipv4 unicast

アドレスファミリにエクスポートルー

トターゲットを割り当てます。

route-target mode
extended-community-number

ステップ 5

apic1(config-spine-vrf-af)#
route-target export 100:1

アドレスファミリにインポートルート

ターゲットを割り当てます。

route-target mode
extended-community-number

ステップ 6

apic1(config-spine-vrf-af)#
route-target import 100:1

スパインVRF設定モードに戻ります。exitステップ 7

apic1(config-spine-vrf-af)# exit

EVPNにルートマップを作成します
（トランジットネットワークから学習

したプレフィックス）。

route-map route-map-nameステップ 8

apic1(config-spine-vrf)# route map
rmap

ルートマップに IPプレフィックスリ
ストを追加して、指定されたサブネッ

トからのトラフィックを許可します。

ip prefix-list ip-pl-name permit
A.B.C.D/LEN

ステップ 9

apic1(config-spine-vrf-route-map)# ip
prefix-list pl permit 11.10.10.0/24

ブリッジドメインに属するトラフィッ

クを照合するルートマップを設定しま

す。

match bridge-domain bd-nameステップ 10

apic1(config-spine-vrf-route-map)#
match bridge-domain bd_sky

スパイン VRFルートマップ設定モー
ドに戻ります。

exitステップ 11

apic1(config-spine-vrf-route-map-match)#
exit

指定されたプレフィックスリストを照

合するルートマップを設定します。

match prefix-list pl-nameステップ 12

apic1(config-spine-vrf-route-map)#
match prefix-list pl

スパイン VRFルートマップ設定モー
ドに戻ります。

exitステップ 13

apic1(config-spine-vrf-route-map-match)#
exit
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目的コマンドまたはアクション

スパインVRF設定モードに戻ります。exitステップ 14

apic1(config-spine-vrf-route-map)#
exit

VRFにコンシューマラベルを割り当て
ます。

evpn export maproute-map-name label
consumer-label-name

ステップ 15

apic1(config-spine-vrf)# evpn export
map rmap label evpn-aci

EVPNにルートマップを作成します
（トランジットネットワークから学習

したプレフィックス）。

route-map route-map-nameステップ 16

apic1(config-spine-vrf)# route map
rmap2

ブリッジドメインに属するトラフィッ

クを照合するルートマップを設定しま

す。

match bridge-domain bd-nameステップ 17

apic1(config-spine-vrf-route-map)#
match bridge-domain bd_sky

スパイン VRFルートマップ設定モー
ドに戻ります。

exitステップ 18

apic1(config-spine-vrf-route-map-match)#
exit

指定されたプレフィックスリストを照

合するルートマップを設定します。

match prefix-list pl-nameステップ 19

apic1(config-spine-vrf-route-map)#
match prefix-list pl

スパイン VRFルートマップ設定モー
ドに戻ります。

exitステップ 20

apic1(config-spine-vrf-route-map-match)#
exit

スパインVRF設定モードに戻ります。exitステップ 21

apic1(config-spine-vrf-route-map)#
exit

VRFにコンシューマラベルを割り当て
ます。

evpn export maproute-map-name label
consumer-label-name

ステップ 22

apic1(config-spine-vrf)# evpn export
map rmap label evpn-aci2

apic1(config-spine-vrf)# external-l3
epg l3_sky

external-l3 epgepg-nameステップ 23
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-spine-vrf-l3ext-epg)#
vrf member vrf_sky

vrf membervrf-nameステップ 24

EPGの一部であるホストを識別するサ
ブネットを設定します。

match ipA.B.C.D/LENステップ 25

apic1(config-spine-vrf-l3ext-epg)#
match ip 80.10.1.0/24

NX-OSスタイル CLIを使用して DCIGへの配布の BGP EVPNタイプ 2の
ホストルートの有効化

手順

目的コマンドまたはアクション

このテンプレートは、テナント bgp_t1
は VRFの導入を持つすべてのノードで

BGPアドレスファミリ configuration
mode(設定モード、コンフィギュレー

ステップ 1

利用可能になります。配布 EVPNタイションモード)で、次のコマンドを
プ2のホストルートを無効にするには、DCIGに配布 EVPNタイプ 2のホスト

ルートを設定します。 次のように入力します。、 noホスト
-rt-enable コマンド。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template bgp
address-family bgpAf1 tenant
bgp_t1
apic1(config-bgp-af)# distance 250
240 230

apic1(config-bgp-af)#
host-rt-enable
apic1(config-bgp-af)# exit

NX-OSスタイル CLIを使用した Cisco ACI GOLF設定の例:
次の例を設定する CLIコマンドの show GOLFサービスで、OSPF overスパインスイッチに接
続されているWANルータの BGP EVPNプロトコルを使用します。

設定、BGP EVPNのテナントインフラ

次の例を設定する方法を示しています、インフラVLANドメイン、VRF、インターフェイスの
IPアドレッシングを含む、BGP EVPNおよび OSPFのテナントします。

configure
vlan-domain evpn-dom dynamic
exit
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spine 111
# Configure Tenant Infra VRF overlay-1 on the spine.

vrf context tenant infra vrf overlay-1
router-id 10.10.3.3
exit

interface ethernet 1/33
vlan-domain member golf_dom
exit

interface ethernet 1/33.4
vrf member tenant infra vrf overlay-1
mtu 1500
ip address 5.0.0.1/24
ip router ospf default area 0.0.0.150
exit

interface ethernet 1/34
vlan-domain member golf_dom
exit

interface ethernet 1/34.4
vrf member tenant infra vrf overlay-1
mtu 1500
ip address 2.0.0.1/24
ip router ospf default area 0.0.0.200
exit

router ospf default
vrf member tenant infra vrf overlay-1

area 0.0.0.150 loopback 10.10.5.3
area 0.0.0.200 loopback 10.10.4.3
exit

exit

スパインノード上の BGPの設定

次の例では、BGP EVPNをサポートする BGPを設定する方法を示します。

Configure
spine 111
router bgp 100

vrf member tenant infra vrf overlay- 1
neighbor 10.10.4.1 evpn

label golf_aci
update-source loopback 10.10.4.3
remote-as 100
exit

neighbor 10.10.5.1 evpn
label golf_aci2
update-source loopback 10.10.5.3
remote-as 100
exit

exit
exit

BGP EVPNのテナントの設定

次の例では、BGP EVPN、BGP EVPNセッションで提供されるゲートウェイサブネットを含む
のテナントを設定する方法を示します。

configure
tenant sky
vrf context vrf_sky
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exit
bridge-domain bd_sky
vrf member vrf_sky
exit

interface bridge-domain bd_sky
ip address 59.10.1.1/24
exit

bridge-domain bd_sky2
vrf member vrf_sky
exit

interface bridge-domain bd_sky2
ip address 59.11.1.1/24
exit

exit

BGP EVPNルートターゲット、ルートマップと、テナントのプレフィックス EPGの設定

次の例では、BGP EVPNを介してブリッジドメインサブネットをアドバタイズするルート
マップを設定する方法を示します。

configure
spine 111

vrf context tenant sky vrf vrf_sky
address-family ipv4 unicast

route-target export 100:1
route-target import 100:1
exit

route-map rmap
ip prefix-list p1 permit 11.10.10.0/24
match bridge-domain bd_sky

exit
match prefix-list p1

exit

evpn export map rmap label golf_aci

route-map rmap2
match bridge-domain bd_sky

exit
match prefix-list p1

exit
exit

evpn export map rmap label golf_aci2

external-l3 epg l3_sky
vrf member vrf_sky
match ip 80.10.1.0/24
exit

DCIGへの EVPNタイプ 2ルート配信のトラブルシューティング
EVPNトポロジで最適なトラフィックの転送を行うには、ファブリックスパインを有効にし、
EVPNタイプ 2（MAC-IP）ルートを使用して、BGP EVPNタイプ 5（IPプレフィックス）ルー
トの形式で公的BDサブネットとともにホストルートをData Center Interconnect Gateway（DCIG）
に配信できます。HostLeakオブジェクトを使用して有効になります。ルート配信に問題が発生
した場合、このトピックでのトラブルシューティングの手順を使用します。
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手順

ステップ 1 スパインスイッチCLIで次のようなコマンドを入力して、問題のVRF AFでHostLeakオブジェ
クトが有効になっていることを確認します。

例：

spine1# ls /mit/sys/bgp/inst/dom-apple/af-ipv4-ucast/
ctrl-l2vpn-evpn ctrl-vpnv4-ucast hostleak summary

ステップ 2 スパインスイッチ CLIで次のようなコマンドを入力して、設定MOが BGPにより正常に処理
されていることを確認します。

例：

spine1# show bgp process vrf apple

次と同様の出力を検索します。

Information for address family IPv4 Unicast in VRF apple
Table Id : 0
Table state : UP
Table refcount : 3
Peers Active-peers Routes Paths Networks Aggregates
0 0 0 0 0 0

Redistribution
None

Wait for IGP convergence is not configured
GOLF EVPN MAC-IP route is enabled
EVPN network next-hop 192.41.1.1
EVPN network route-map map_pfxleakctrl_v4
Import route-map rtctrlmap-apple-v4
EVPN import route-map rtctrlmap-evpn-apple-v4

ステップ 3 公的 BDサブネットが EVPNタイプ 5ルートとして DCIGに提供されたことを確認します。

例：

spine1# show bgp l2vpn evpn 10.6.0.0 vrf overlay-1
Route Distinguisher: 192.41.1.5:4123 (L3VNI 2097154)
BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[16]:[10.6.0.0]:[0.0.0.0]/224, version 2088
Paths: (1 available, best #1)
Flags: (0x000002 00000000) on xmit-list, is not in rib/evpn
Multipath: eBGP iBGP

Advertised path-id 1
Path type: local 0x4000008c 0x0 ref 1, path is valid, is best path
AS-Path: NONE, path locally originated
192.41.1.1 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.41.1.5)
Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 32768
Received label 2097154
Community: 1234:444
Extcommunity:

RT:1234:5101
4BYTEAS-GENERIC:T:1234:444

Path-id 1 advertised to peers:
50.41.50.1
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[パスタイプ]エントリで、ref 1は 1個のルートが送信されたことその 1つのルートが送信さ
れたとを示します。

ステップ 4 EVPNピアにアドバタイズされたホストルートが EVPNタイプ 2 MAC IPルートであることを
確認します。

例：

spine1# show bgp l2vpn evpn 10.6.41.1 vrf overlay-1
Route Distinguisher: 10.10.41.2:100 (L2VNI 100)
BGP routing table entry for [2]:[0]:[2097154]:[48]:[0200.0000.0002]:[32]:[10.6.41
.1]/272, version 1146
Shared RD: 192.41.1.5:4123 (L3VNI 2097154)
Paths: (1 available, best #1)
Flags: (0x00010a 00000000) on xmit-list, is not in rib/evpn
Multipath: eBGP iBGP

Advertised path-id 1
Path type: local 0x4000008c 0x0 ref 0, path is valid, is best path
AS-Path: NONE, path locally originated
EVPN network: [5]:[0]:[0]:[16]:[10.6.0.0]:[0.0.0.0] (VRF apple)
10.10.41.2 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.41.1.5)
Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 32768
Received label 2097154 2097154
Extcommunity:

RT:1234:16777216

Path-id 1 advertised to peers:
50.41.50.1

[共有 RD]ラインは、EVPNタイプ 2ルートと BDサブネットで共有された RD/VNIを示しま
す。

[EVPNネットワーク]ラインは、 BDサブネットの EVPNタイプ 5のルートを表示します。

[ピアにアドバタイズされたパス ID]は、EVPNピアにパスがアドバタイズされたことを示しま
す。

ステップ 5 DCIGデバイスで次のようなコマンドを入力して（DCIGが下の例で Cisco ASR 9000スイッチ
であることを仮定します）、EVPNピア（DCIG）が正常なタイプ 2 MAC IPルートを受信し、
ホストルートが正常に特定の VRFにインポートされたことを確認します。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#show bgp vrf apple-2887482362-8-1 10.6.41.1
Tue Sep 6 23:38:50.034 UTC
BGP routing table entry for 10.6.41.1/32, Route Distinguisher: 44.55.66.77:51
Versions:
Process bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 2088 2088

Last Modified: Feb 21 08:30:36.850 for 28w2d
Paths: (1 available, best #1)
Not advertised to any peer
Path #1: Received by speaker 0
Not advertised to any peer
Local
192.41.1.1 (metric 42) from 10.10.41.1 (192.41.1.5)
Received Label 2097154
Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best, group-best, import-candidate,

imported
Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 2088
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Community: 1234:444
Extended community: 0x0204:1234:444 Encapsulation Type:8 Router

MAC:0200.c029.0101 RT:1234:5101
RIB RNH: table_id 0xe0000190, Encap 8, VNI 2097154, MAC Address: 0200.c029.0101,

IP Address: 192.41.1.1, IP table_id 0x00000000
Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default,

Source Route Distinguisher: 192.41.1.5:4123

この出力では、受信した RD、ネクストホップ、属性はタイプ 2ルートおよび BDサブネット
と同じです。

Multipod_Fabric

マルチポッドファブリックについて

マルチポッドは、隔離されたコントロールプレーンプロトコルを持つ複数のポッドで構成さ

れた、障害耐性の高いファブリックのプロビジョニングを可能にします。また、マルチポッド

では、さらに柔軟にリーフとスパインスイッチ間のフルメッシュ配線を行うことができます。

たとえば、リーフスイッチが異なるフロアや異なる建物にまたがって分散している場合、マル

チポッドでは、フロアごと、または建物ごとに複数のポッドをプロビジョニングし、スパイン

スイッチを通じてポッド間を接続することができます。

マルチポッドは、異なるポッドの ACIスパイン間のコントロールプレーン通信プロトコルと
してMP-BGP EVPNを使用します。

WANルータは、スパインスイッチに直接接続されるか、またはボーダーリーフスイッチに
接続された IPN内でプロビジョニングできます。マルチポッドはすべてのポッドに単一のAPIC
クラスタを使用します。そのため、すべてのポッドが単一のファブリックとして機能します。

ポッド全体にわたって個々の APICコントローラが配置されますが、それらはすべて単一の
APICクラスタの一部です。

マルチポッドファブリックでのスイッチの割り当て

始める前に

ノードグループポリシーと L3Outポリシーがすでに作成されています。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

マルチポッドファブリック内の各スイッ

チに対して、スイッチの関連するポッド

[no] system switch-id serial-number
switch-id switch-name [pod pod-id] [role
{leaf | spine}]

ステップ 2

とロール（リーフ/スパイン）を宣言し
例： ます。マルチポッドファブリック内の

各リーフとスパインスイッチにこのコ

マンドを繰り返します。
apic1(config)# system switch-id
SAL1748H56D 201 ifav4-spine1 pod 1 role
spine

ポッドにトンネルエンドポイント IPア
ドレスプールを設定します。マルチポッ

[no] system pod pod-id tep-pool
ip-prefix/length

例：

ステップ 3

ドファブリック内の各ポッドにこのコ

マンドを繰り返します。apic1(config)# system pod 1 tep-pool
10.0.0.0/16

例

次に、2ポッドファブリックでスパインとリーフスイッチを割り当てる例を示しま
す。

apic1# configure
apic1(config)# system switch-id SAL1748H56D 201 ifav4-spine1 pod 1 role spine
apic1(config)# system switch-id SAL1938P7A6 202 ifav4-spine3 pod 1 role spine
apic1(config)# system switch-id SAL1819RXP4 101 ifav4-leaf1 pod 1 role leaf
apic1(config)# system switch-id SAL1803L25H 102 ifav4-leaf2 pod 1 role leaf
apic1(config)# system switch-id SAL1934MNY0 103 ifav4-leaf3 pod 1 role leaf
apic1(config)# system switch-id SAL1934MNY3 104 ifav4-leaf4 pod 1 role leaf
apic1(config)# system switch-id SAL1931LA3B 203 ifav4-spine2 pod 2 role spine
apic1(config)# system switch-id FGE173400A9 204 ifav4-spine4 pod 2 role spine
apic1(config)# system switch-id SAL1938PHBB 105 ifav4-leaf5 pod 2 role leaf
apic1(config)# system switch-id SAL1942R857 106 ifav4-leaf6 pod 2 role leaf
apic1(config)# system pod 1 tep-pool 10.0.0.0/16
apic1(config)# system pod 2 tep-pool 10.1.0.0/16

次のタスク

ファブリックの外部接続を設定します。

マルチポッドファブリックのファブリックの外部接続の設定

始める前に

•ノードグループポリシーと L3Outポリシーがすでに作成されています。

•スイッチがポッドに割り当てられています。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

[no] fabric-external controller-numberステップ 2

例：

apic1(config)# fabric-external 1

BGP EVPNピアリングプロファイルを
設定します。ピアリングパスワードを

[no]bgp password type
automatic_with_full_mesh [ピアリング-
パスワード] [{| evpn
peeringautomatic_with_rr}]

ステップ 3

設定できます。また、タイプはフル

メッシュに設定するか、ルータリフレ

クタで設定できます。例：

apic1(config-fabric-external)# bgp
evpn peering

設定用のポッドを選択します。[no] pod pod-id

例：

ステップ 4

apic1(config-fabric-external)# pod 1

ポッド間トラフィックの各ポートにエ

ニーキャストハードウェアプロキシ

IPアドレスを設定します。

[no] interpod data hardware-proxy
ip-addr/mask

例：

ステップ 5

apic1(config-fabric-external-pod)#
interpod data hardware-proxy
100.11.1.1/32

[no] bgp evpn peering [password
peering-password] [type

ステップ 6

{automatic_with_full_mesh |
automatic_with_rr}]

例：

apic1(config-fabric-external-pod)#
bgp evpn peering

BGP EVPNピアリングプロファイルの
設定に戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-fabric-external-pod)#
exit

マルチポッドファブリック内の各ポッ

ドにステップ 4～ 7を繰り返します。
ステップ 8
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロトコルを介してファブリッ
ク内への参加を許可されるポッド間

[no] route-map interpod-import

例：

ステップ 9

ネットワーク（IPN）のサブネットを
含むルートマップを設定します。

apic1(config-fabric-external)#
route-map interpod-import

[no] ip prefix-list prefix-list-name [permit
ip-address/len

ステップ 10

例：

apic1(config-fabric-external-route-map)#
ip prefix-list default permit
0.0.0.0/0

ファブリック外コンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 11

apic1(config-fabric-external-route-map)#
exit

ルートターゲットは拡張コミュニティ

属性として伝送されます。AA4:NN2形
[no] route-target extended ASN4:NN

例：

ステップ 12

式でコミュニティ番号を入力します

（1-4294967295: 1-65535）。
apic1(config-fabric-external)#
route-target extended 5:16

exitステップ 13

例

次に、マルチポッドファブリックにファブリック外部接続を設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# fabric-external 1
apic1(config-fabric-external)# bgp evpn peering
apic1(config-fabric-external)# pod 1
apic1(config-fabric-external-pod)# interpod data hardware-proxy 100.11.1.1/32
apic1(config-fabric-external-pod)# bgp evpn peering
apic1(config-fabric-external-pod)# exit
apic1(config-fabric-external)# pod 2
apic1(config-fabric-external-pod)# interpod data hardware-proxy 200.11.1.1/32
apic1(config-fabric-external-pod)# bgp evpn peering
apic1(config-fabric-external-pod)# exit
apic1(config-fabric-external)# route-map interpod-import
apic1(config-fabric-external-route-map)# ip prefix-list default permit 0.0.0.0/0
apic1(config-fabric-external-route-map)# exit
apic1(config-fabric-external)# route-target extended 5:16
apic1(config-fabric-external)# exit

次のタスク

スパインインターフェイスおよび OSPFを設定します。
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マルチポッドファブリックのスパインインターフェイスと OSPFの設
定

始める前に

•スイッチがポッドに割り当てられています。

• VLANドメインが存在している必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

スパインスイッチは、101～ 4000の範
囲内の ID番号か、または「spine1」な
どの名前で指定できます。

spine spine-id

例：

apic1(config)# spine 104

ステップ 2

[no] vrf context tenant infra vrf vrf-nameステップ 3

例：

apic1(config-spine)# vrf context
tenant infra vrf overlay-1

ルータ識別子（ID）を設定します。[no] router-id A.B.C.D

例：

ステップ 4

apic1(config-spine-vrf)# router-id
201.201.201.201

スパインコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-spine-vrf)# exit

[no] interface ethernet slot/portステップ 6

例：

apic1(config-spine)# interface
ethernet 1/1

The VLAN domain must already exist,
having been created using the vlan-domain

[no] vlan-domain member domain-name

例：

ステップ 7

domain-name command in the global
configuration mode.apic1(config-spine)# vlan-domain

member l3Dom
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目的コマンドまたはアクション

スパインコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-spine-if)# exit

サブインターフェイスのカプセル化は

4である必要があります。
[no] interface ethernet
type/slot.subinterface

例：

ステップ 9

apic1(config-spine)# interface
ethernet 1/1.4

テナント VRFのメンバーとしてイン
ターフェイスを設定します。

[no] vrfmember tenant infra vrf vrf-name

例：

ステップ 10

apic1(config-spine-if)# vrf member
tenant infra vrf overlay-1

[no] ip address ip-addressステップ 11

例：

apic1(config-spine-if)# ip address
201.1.1.1/30

[no] ip router ospf default area 0.0.0.0ステップ 12

例：

apic1(config-spine-if)# ip router ospf
default area 0.0.0.0

[no] ip ospf cost costステップ 13

例：

apic1(config-spine-if)# ip ospf cost
1

スパインコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 14

apic1(config-spine-if)# exit

ステップ 6（341ページ）～ステッ
プ14（342ページ）を繰り返し、他の
インターフェイスを追加します。

ステップ 15

[no] router ospf defaultステップ 16

例：

apic1(config-spine)# router ospf
default

[no] vrfmember tenant infra vrf vrf-nameステップ 17

例：
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-spine-ospf)# vrf member
tenant infra vrf overlay-1

OSPFを介してループバックアドレス
をアドバタイズします。このアドレス

[no] area area loopback ip-address

例：

ステップ 18

は、ピアリングの場合に BGP EVPN
セッションで使用されます。

apic1(config-spine-ospf-vrf)# area
0.0.0.0 loopback 201.201.201.201

OSPFエリアでポッド間ピアリングを
有効にし、OSPFによってアドバタイ

[no] area area interpod peering

例：

ステップ 19

ズされたループバックアドレスを使用
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area
0.0.0.0 interpod peering してBGP EVPNセッションを自動的に

設定します。

OSPFコンフィギュレーションモード
に戻ります。

exit

例：

ステップ 20

apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit

スパインコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 21

apic1(config-spine-ospf)# exit

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 22

apic1(config-spine)# exit

ステップ 2（341ページ）～ステッ
プ22（343ページ）を繰り返し、他の
スパインスイッチを設定します。

ステップ 23

例

apic1# configure

# CONFIGURE FIRST SPINE

apic1(config)# spine 201
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-vrf)# router-id 201.201.201.201
apic1(config-spine-vrf)# exit

apic1(config-spine)# interface ethernet 1/1
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member l3Dom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# interface ethernet 1/1.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-if)# ip address 201.1.1.1/30
apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 0.0.0.0
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apic1(config-spine-if)# ip ospf cost 1
apic1(config-spine-if)# exit

apic1(config-spine)# interface ethernet 1/2
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member l3Dom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# interface ethernet 1/2.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-if)# ip address 201.2.1.1/30
apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 0.0.0.0
apic1(config-spine-if)# ip ospf cost 1
apic1(config-spine-if)# exit

apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 201.201.201.201
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 interpod peering
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)# exit

# CONFIGURE SECOND SPINE

apic1(config)# spine 202
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-vrf)# router-id 202.202.202.202
apic1(config-spine-vrf)# exit

apic1(config-spine)# interface ethernet 1/2
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member l3Dom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# interface ethernet 1/2.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-if)# ip address 202.1.1.1/30
apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 0.0.0.0
apic1(config-spine-if)# ip ospf cost 1
apic1(config-spine-if)# exit

apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 202.202.202.202
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 interpod peering
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)# exit

# CONFIGURE ADDITIONAL SPINES

リモートリーフスイッチ

ACIファブリックのリモートリーフスイッチについて
ACIファブリックの展開では、ローカルスパインスイッチまたは APICが接続されていない
Cisco ACIリーフスイッチのリモートデータセンタに、ACIサービスと APIC管理を拡張でき
ます。
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図 24 :リモートリーフトポロジ

リモートリーフスイッチがファブリックの既存のポッドに追加されます。メインデータセン

タに展開されるすべてのポリシーはリモートスイッチで展開され、ポッドに属するローカル

リーフスイッチのように動作します。このトポロジでは、すべてのユニキャストトラフィッ

クはレイヤ 3上のVXLANを経由します。レイヤ 2ブロードキャスト、不明なユニキャスト、
マルチキャスト（BUM）メッセージは、マルチキャストを使用することなく、 Head End
Replication（HER）トンネルを使用して送信されます。リモートサイトのすべてのローカルト
ラフィックは、物理または仮想にかかわらずエンドポイント間で直接切り替えられます。スパ

インスイッチプロキシを使用する必要があるすべてのトラフィックは、メインデータセンタ

に転送されます。

APICシステムは、起動時にリモートリーフスイッチを検出します。その時点から、ファブ
リックの一部として APICで管理できます。

• VRF間のすべてのトラフィックは、転送される前にスパインスイッチに移動します。

•リモートリーフを解除する前に、vPCを最初に削除する必要があります。

（注）

ウィザードを使用するか（使用しない場合も）、REST APIまたはNX-OSスタイルCLIを使用
して、APIC GUIのリモートリーフを設定できます。
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リモートのリーフハードウェアの要件

リモートのリーフスイッチの機能には、次のスイッチがサポートされています。

ファブリックスパインスイッチ

WANルータに接続された ACIメインデータセンターにスパインスイッチでの次のスパイン
スイッチがサポートされています。

•固定スパインスイッチの Cisco Nexus 9000シリーズ N9K C9364C

N9K-X9732C-EXまたは N9K-X9736C-FXラインカードをモジュラスパインスイッチ

•古い生成スパインスイッチは、固定スパインスイッチN9K C9336PQまたはN9K X9736PQ
ラインカードでモジュラスパインスイッチなどのメインデータセンターではサポートが

次世代のみのスパインスイッチは、WANへの接続をサポートします。

リモートリーフスイッチ

•リモートのリーフスイッチ、後で (たとえば N9K-C93180LC-EX) EXで終了する名前と
Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのみがサポートされています。

Cisco Nexus 9000 N9K-C9336C-FXスイッチは、リモートのリーフ
スイッチのサポートされていません。

（注）

•リモートのリーフスイッチする必要がありますにイメージを実行する、スイッチ13.1.x以
降 (aci n9000 dk9.13.1.x.x.bin)検出できる前にします。これにより、リーフスイッチでの手
動アップグレードが必要があります。

制約事項と制限

Cisco APICのリリースでは、以前にサポートされていませんでした 3.2(x)が、次の機能がサ
ポートされます。

•リモートのリーフスイッチに接続されている FEXデバイス

•リモートのリーフスイッチまたはリモートリーフスイッチとローカルリーフスイッチ間
でという原子カウンタという

• Cisco VXLANでの VLANとシスコの AVで AV

• VXLANでの VLANと ACIの仮想エッジで Cisco ACI仮想エッジ

（注）

リモートリーフ機能では、次の導入と設定がサポートされていません。

• APICコントローラは、リモートのリーフスイッチに直接接続

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
346

レイヤ 3外部接続の設定

リモートのリーフハードウェアの要件



• VPCドメインでのリモートリーフスイッチで孤立ポートチャネルまたは物理ポート

•コンシューマ、プロバイダー、およびサービスノードがすべてスイッチvPCモードでは、
リモートのリーフに接続されている場合に、リモートロケーション内で転送ローカルト

ラフィックがサポートのみとサービスノードの統合がなければ、

このリリースでは、次の機能を除くで、リモートのリーフスイッチでは、ファブリックおよび

テナントの完全なポリシーがサポートされています。

• ACIマルチサイト

•レイヤ 2 (スタティック Epg)を除く接続外部

• 802.1 qトンネリング

• EPGのための Q-in-Qカプセル化マッピング

• VzAny契約とサービスをコピーします。

•リモートのリーフスイッチの FCoE接続

•ブリッジドメインまたは Epgのカプセル化をフラッディングします。

•高速リンクフェールオーバーポリシー

•遠隔地での管理対象のサービスグラフに接続されたデバイス

• NetFlow

•トラフィックストーム制御

•クラウド秒およびMacSec暗号化

•ファーストホップセキュリティ

• PTP

•レイヤ 3マルチキャストリモートリーフスイッチ上のルーティング

•リモートのリーフスイッチでの PBRトラッキング

• Openstackおよび Kubernetes VMMドメイン

•メンテナンスモード

•ウィザードのトラブルシューティング

•遠隔地での中継 L3Out

•同じリモートデータセンターで同じポッドおよびポッド全体の 2つのリモートリーフス
イッチ間で直接トラフィックの転送
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WANルータとリモートリーフ設定の注意事項
リモートリーフが検出されAPIC管理に組み込まれる前に、WANルータとリモートリーフス
イッチを設定する必要があります。

次の要件に従い、ファブリックスパインスイッチの外部インターフェイスとリモートリーフ

スイッチポートに接続するWANルータを接続します。

WANルータ

•エリア ID、タイプ、コストなど、同じ詳細を有するインターフェイスでOSPFを有効にし
ます。

•メインファブリックの各APICの IPアドレスにつながるインターフェイスでDHCPリレー
を設定します。

•スパインスイッチでVLAN 5インターフェイスに接続するWANルータのインターフェイ
スは、通常のマルチポッドネットワークに接続するインターフェイス以外に、異なるVRF
に存在する必要があります。

リモートリーフスイッチ

•ファブリックポートの 1つから直接接続して、アップストリームルータにリモートリー
フスイッチを接続します。アップストリームルータへの次の接続がサポートされていま

す。

• 40 Gbps以上の接続

• QSFP-SFPアダプタでは、1/10 G SFPがサポートされています

WANの帯域幅は最小で 100 Mbps、最大。サポートされている遅延は 300ミリ秒です。

•上記が推奨されますが、vPCとリモートリーフスイッチのペアを接続する必要はありま
せん。vPCの両端にあるスイッチは、同じリモートデータセンタのリモートリーフスイッ
チである必要があります。

•一意の IPアドレスを持つ VLAN 4でレイヤ 3サブインターフェイスとしてノースバウン
ドインターフェイスを設定します。

リモートのリーフスイッチからルータに1個以上のインターフェイスを接続する場合、一
意の IPアドレスで各インターフェイスを設定します。

•インターフェイスで OSPFを有効にします。

•リモートリーフスイッチ内の TEPプールサブネットの IPアドレスは、ポッド TEPサブ
ネットプールと重複しないようにする必要があります。使用されるサブネットは /24以下
である必要があります。

•マルチポッドがサポートされますが、リモートリーフ機能は必要ありません。

•単一ポッドファブリックのポッドをリモートリーフスイッチに接続するとき、スパイン
スイッチからWANルータへ、リモートリーフスイッチからWANルータへ L3Outを設
定し、これは両方ともスイッチインターフェイスで VLAN-4を使用します。
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•マルチポッドファブリックのポッドをリモートリーフスイッチに接続するとき、スパイ
ンスイッチからWANルータへ、リモートリーフスイッチからWANルータへ L3Outを
設定し、これは両方ともスイッチインターフェイスで VLAN-4を使用します。また、
VLAN-5を使用してマルチポッド内部 L3Outを設定し、リモートリーフスイッチを宛先
としてポッドを通過するトラフィックをサポートします。VLAN 4および VLAN 5を使用
する限り、通常のマルチポッドおよびマルチポッド内部接続は、同じ物理インターフェイ

スで設定できます。

•マルチポッド内部L3Outを設定している場合、通常のマルチポッドL3Outとして同じルー
タ IDを使用しますが、ルータ IDの [ループバックアドレスとしてルータ IDを使用する]
オプションを選択解除して、異なるループバックIPアドレスを設定します。これでECMP
が機能します。

NX-OSスタイル CLIを使用したリモートリーフの設定
この例では、リーフスイッチがメインのファブリックポッドと通信できるようにするため、

スパインスイッチとリモートリーフスイッチを設定しています。

始める前に

• IPNルータとリモートスイッチはアクティブで設定されています。WANルータとリモー
トリーフ設定の注意事項（348ページ）を参照してください。

•リモートリーフスイッチは、13.1.x以降 (aci n9000 dk9.13.1.x.x.bin)のスイッチイメージ
を実行しています。

•リモートリーフスイッチを追加する予定のポッドが作成され、設定されています。

手順

ステップ 1 ポッド 2のリモートロケーション 5で TEPプールを定義します。

ネットワークマスクは /24以下である必要があります。

次の新しいコマンドを使用します：system remote-leaf-site site-id pod pod-id tep-pool
ip-address-and-netmask

例：

apic1(config)# system remote-leaf-site 5 pod 2 tep-pool 192.0.0.0/16

ステップ 2 ポッド 2の、リモートリーフサイト 5にリモートリーフスイッチを追加します。

次のコマンドを使用します：system switch-id serial-number node-id leaf-switch-namepod pod-id
remote-leaf-site remote-leaf-site-id node-type remote-leaf-wan

例：

apic1(config)# system switch-id FDO210805SKD 109 ifav4-leaf9 pod 2
remote-leaf-site 5 node-type remote-leaf-wan
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ステップ 3 VLAN 4を含む VLANで VLANドメインを設定します。

例：

apic1(config)# vlan-domain ospfDom
apic1(config-vlan)# vlan 4-5
apic1(config-vlan)# exit

ステップ 4 インフラテナントに 2つの L3Outを設定します。1つはリモートリーフ接続のためで、もう
1つはマルチポッド IPNのためです。

例：

apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# l3out rl-wan
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

ステップ 5 L3Outが使用する、スパインスイッチインターフェイスとサブインターフェイスを設定しま
す。

例：

apic1(config)# spine 201
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf multipod-internal
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.5
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-if)# ip router ospf multipod-internal area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit
apic1(config)#
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ステップ 6 メインのファブリックポッドと通信するために使用するリモートのリーフスイッチインター
フェイスとサブインターフェイスを設定します。

例：

(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49.4
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-leaf-if)# exit

例

次の例は、ダウンロード可能な設定を示しています:
apic1# configure
apic1(config)# system remote-leaf-site 5 pod 2 tep-pool 192.0.0.0/16
apic1(config)# system switch-id FDO210805SKD 109 ifav4-leaf9 pod 2
remote-leaf-site 5 node-type remote-leaf-wan
apic1(config)# vlan-domain ospfDom
apic1(config-vlan)# vlan 4-5
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# l3out rl-wan-test
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# spine 201
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
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apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf multipod-internal
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.5
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-if)# ip router ospf multipod-internal area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49.4
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-leaf-if)# exit

トランジットルーティング

中継 ACIファブリックのルーティング
Cisco APICソフトウェアは、OSPF（NSSA）および iBGPを使用した外部レイヤ3接続をサポー
トします。ファブリックは、外部レイヤ3アウトサイド（l3out）接続の外部ルータにテナント
ブリッジドメインのサブネットをアドバタイズします。外部ルータから学習されたルートは、

他の外部ルータにアドバタイズされません。ファブリックはスタブネットワークと同じように

動作し、外部レイヤ 3ドメイン間のトラフィックの伝送に使用できます。
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図 25 :ファブリックでルーティング中継

中継のルーティングで1つのテナントとVRF内の複数のL3Out接続がサポートされているし、
APICは別の L3Out接続を 1つの L3Out接続から学習したルートをアドバタイズします。外部
レイヤ 3ドメインは、境界リーフスイッチのファブリックとピアリングします。ファブリッ
クはピア間のMultiprotocol-Border Gateway Protocol（MP-BGP）中継ドメインです。

外部L3Out接続の設定は、テナントとVRFレベルで実行されます。外部ピアから学習したルー
トは、VRFごとに入力リーフのMP-BGPにインポートされます。L3Out接続から学習したプ
レフィックスは、テナント VRFが存在するリーフスイッチにのみエクスポートされます。

注意事項と中継ルーティングの設定のガイドラインは、次を参照してください。中継ルーティ

ングのガイドライン（355ページ）
（注）

トピックに関連するトランジットルーティング

トランジットルーティングの概要、使用例、注意事項、トランジットルーティングのルート

制御情報に関する詳細は、「CiscoAPICレイヤ 3ネットワーキング設定ガイド」を参照してく
ださい。

トランジットルーティングの概要

このトピックでは、CiscoAPICを使用する際のトランジットルーティングを設定する方法の一
般的な例を説明します。

この章にある例では、次のトポロジを使用します。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
353

レイヤ 3外部接続の設定

トピックに関連するトランジットルーティング



図 26 :

この章の例では、Cisco ACIファブリックには APICクラスタによって制御される 2個のリー
フスイッチと 2個のスパインスイッチがあります。境界リーフスイッチ 101と 102にはL3Out
があり、2 ｔのルータに接続することでインターネットにも接続しています。この例の目標は、
2つのL3Outを通して、インターネット上のEP 1からEP2へ、ファブリック内外をトラフィッ
クが行き来できるようにすることです。

この例では、両方の L3Outに関連付けられているテナントは、t1と、VRFがつく v1です。

L3Outを設定する前に、ノード、ポート、機能プロファイル、AEP、レイヤ 3ドメインを設定
します。BGPルートリフレクタとして 104と 105スパインスイッチを設定する必要がありま
す。

トランジットルーティングの設定には、次のコンポーネントの定義が含まれます。

1. テナントおよび VRF

2. リーフ 101と 102上のノードおよびインターフェイス

3. 各 L3Outのプライマリルーティングプロトコル（境界リーフスイッチと外部ルータ間の
ルートの交換に使用。この例では BGP）

4. 各 L3Outのルーティングプロトコルの接続性（プライマリプロトコルへの到達可能性情
報の提供。この例では、OSPF）

5. 2個の外部 EPG

6. 1個のルートマップ
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7. 少なくとも 1つのフィルタと 1つのコントラクト

8. 外部 EPGとコントラクトを関連付ける

トランジットルーティングの注意事項については、中継ルーティングのガイドライン（355
ページ）を参照してください。

（注）

次の表では、この章で使用される名前を一覧にしています。

ノード 102の L3Out2の名前ノード 101の L3Out1の名前プロパティ

t1t1テナント

v1v1VRF

ルータ ID 22.22.22.203を持つ
nodep2

ルータ ID 11.11.11.103を持つ
nodep1

ノード

Eth/1/3の ifp2Eth/1/3の ifp1OSPFインターフェイス

25.25.25.2/2415.15.15.2/24BPGピアアドレス

192.168.2.0/24の extnw2192.168.1.0/24の extnw1外部 EPG

ctx2を持つ rp2とルートの宛

先 192.168.2.0/24

Ctx1を持つ rp1とルートの宛

先 192.168.1.0/24

ルートマップ

http-filterhttp-filterフィルタ

extnw2によって消費される
httpCtrct

extnw1によって提供される
httpCtrct

コントラクト

中継ルーティングのガイドライン

作成し、中継ルーティング接続を維持する場合は、次のガイドラインを使用します。
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注意またはガイドライントピック

中継が1つのL3Outプロファイルを
使用してルーティング
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注意またはガイドライントピック

前にAPIC2.3(1f)のリリースでは、ルーティングを通過、
1つの L3Outプロファイル内ではサポートされていませ
んでした。APIC2.3(1f)のリリース、および以降では、中
継が単一L3Outプロファイルで、次の制限でルーティン
グを設定できます。

• VRFが適用されるではない場合は、同じ L3EPGを
共有ルータ間のトラフィックを許可する 0.0.0.0/0の
外部のサブネット (l3extSubnet)を使用できます。

•外部デフォルトサブネット (0.0.0.0/0)の場合は、
VRFを適用すると、 できません 同一のレイヤ 3
EPG内のトラフィックの送信元と宛先の両方のプレ
フィックスに一致するために使用します。同一のレ

イヤ 3 EPG内のすべてのトラフィックを一致するに
は、次のプレフィックスがサポートされています。

• IPv4

•外部EPGの 0.0.0.0/1—with外部サブネット

•外部EPGの 128.0.0.0/1—with外部サブネッ
ト

• 0.0.0.0/0—withインポートルート制御サブ
ネット、集約のインポート

• IPv6

• 0::0/1:外部EPGの外部のサブネットを持つ

• 8000::0/1:外部 EPGの外部のサブネットを
持つ

• 0:0/0:インポートルート制御のサブネット
で集約のインポート

•また、VzAny契約と組み合わせると、1つのデフォ
ルトのサブネット (0.0.0.0/0)を使用できます。次に
例を示します。

•使用契約とレイヤ 3 EPGの提供 VzAny消費契
約 (一致する 0.0.0.0/0)、または、VzAnyには、
契約とレイヤ 3 EPGが提供される契約 (0.0.0.0/0
に一致する)が使用された行数。

•サブネット 0.0.0.0/0—withインポート/エクス
ポートルート制御サブネット、集約のインポー

トおよび集約エクスポートを使用します。
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注意またはガイドライントピック

第 2世代のスイッチの VRF機能間で正常にルートが共
有されます（N9K-93108TC-EXなど、スイッチモデル名
の最後やその後に「EX」や「FX」がつく Cisco Nexus
N9K）。第 1世代のスイッチですが、ルートを保存する
物理的な 3進コンテンツ対応メモリ（TCAM）にルート
の解析を完全にサポートするだけの容量がないため、こ

の設定のパケットは失敗する可能性があります。

ハードウェアサポートの違いを共

有ルート:

Cisco APICでは、中継が、L3Outに設定されているエク
スポートルート制御ポリシーのルーティングをサポート

します。ルート (プレフィックス)を通過するこれらのポ
リシー制御は、L3Outでルーティングプロトコルに再配
送されます。これらの中継ルートは、EIGRPやOSPFに
再配布されたが、これらはルーティングループを防ぐた

めにタグ付けされた 4294967295です。Cisco ACIファブ
リックは、OSPFまたは EIGRP L3Outで学習すると、こ
のタグに一致するルートを受け入れません。ただし、次

の場合、この動作をオーバーライドする必要がありま

す。

• EIGRPや OSPFを使用して、2つの Cisco ACIファ
ブリックを接続します。

• EIGRPや OSPFを使用して、同じ Cisco ACIファブ
リックで 2つの異なる Vrfを接続します。

APIC GUIの次の場所にある別のタグのポリシーを使用
して、VRFを設定する必要がありますをオーバーライド
する必要がある場所: テナント > Tenant_name > ネッ
トワーキング > プロトコルポリシー > ルートタグ .
異なるタグを適用します。

新しいルートタグポリシーを作成するには、だけでな

く、APICGUIの次の場所でこのポリシーを使用するVRF
を更新: テナント > Tenant_name > ネットワーキン
グ > Vrf > Tenant_VRF . VRFを作成したルートタグ
ポリシーを適用します。

複数 L3Outsまたは同じ L3Outで複数のイン
ターフェイスは同じリーフスイッチに導入し、

中継ルーティングに使用、(、IGPに再配布さ
れません) IGP内で、ルートをアドバタイズし
ます。この状況では、ルートタグポリシーは

適用されません。

（注）

背面に戻る設定で EIGRPや OSPF
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注意またはガイドライントピック

インポートおよびエクスポートのルート制御ポリシー

は、中継ルート（他の外部ピアから学習したルート）お

よびスタティックルートのみに適用されます。テナント

BDサブネット上に設定されているファブリック内部の
サブネットは、エクスポートポリシーサブネットを使

用して外部にアドバタイズされません。IPプレフィック
スリストおよびルートマップを使用すると IPテナント
サブネットは許可されますが、これらは別の設定手順を

使用して実装されます。テナントサブネットをファブ

リックの外部にアドバタイズする場合は、次の設定手順

を参照してください。

1. [subnet properties]ウィンドウで、テナントサブネッ
トのスコープを [Public Subnet]として設定します。

2. オプション。[subnet properties]ウィンドウで、[Subnet
Control]を [ND RA Prefix]として設定します。

3. テナントブリッジドメイン（BD）を外部レイヤ 3
Outsideに関連付けます (L3Out)。

4. テナント EPGと外部 EPG間にコントラクト（プロ
バイダ/コンシューマ）の関連付けを作成します。

BDサブネットを Public範囲に設定し、BDをレイヤ
3 Outに関連付けると、BDサブネットプレフィック
スの境界リーフに IPプレフィックスおよびルート
マップの連続エントリが作成されます。

BDサブネットをファブリック外に
アドバタイズする
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注意またはガイドライントピック

デフォルトルートのみを必要とするファブリックへの外

部接続の場合、OSPF、EIGRP、および BGPの L3Out接
続をデフォルトルートの起点とすることがサポートされ

ます。外部ピアからデフォルトルートが受信されると、

この文書で説明されている中継エクスポートルート制御

に従って、このルートを別のピアに再配布できます。

デフォルトルートは、デフォルトルートリークポリ

シーを使用してアドバタイズすることもできます。この

ポリシーは、デフォルトルートがルーティングテーブ

ル内にあるか、または常にデフォルトルートをアドバタ

イズすることがサポートされている場合、デフォルト

ルートのアドバタイズをサポートします。デフォルト

ルートリークポリシーは、L3Out接続で設定されます。

デフォルトルートリークポリシーを作成するときは、

以下のガイドラインに従ってください:

• BGPの場合、Alwaysプロパティは適用されません。

• BGPの場合、Scopeプロパティを設定するときに
は、Outsideを選択します。

• OSPFの場合、範囲の値がContextだとタイプ5 LSA
が作成されるのに対し、Outsideだとタイプ 7 LSA
が作成されます。選択したは、L3Outで設定された
エリアのタイプによって異なります。エリアタイプ

が場合 定期的な 、範囲を設定します コンテキス

ト 。エリアタイプが場合 NSSA 、範囲を設定しま
す 外部 。

• EIGRPで、Scopeプロパティを選択する場合には、
Contextを選択する必要があります。

デフォルトルートのアドバタイズ
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注意またはガイドライントピック

Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートして
いません。したがって、外部ルータへのレイヤ3Outside
（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介し
た multipod接続を設定する場合は、MTUが両側で適切
に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定さ
れたMTU値は IPヘッダーを考慮に入れています（結果
として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、
NX-OSおよび IOSで 9000バイトに設定されます）。た
だし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケッ
トヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として
最大パケットサイズは 8986バイトになります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それ
ぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストするこ
とを強く推奨します。たとえば、Cisco NX-OS CLIで
ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface

ethernet 1/1などのコマンドを使用します。

MTU

NX-OSスタイル CLIを使用したトランジットルーティングの設定
次の手順では、テナントのトランジットルーティングを設定する方法を説明します。この例で

は、別々にルータに接続された 2つの境界リーフスイッチ上の 1個の VRFで、2個の L3Outs
を展開します。

始める前に

•ノード、ポート、AEP、機能プロファイル、レイヤ 3ドメインを設定します。

•使用して VLANドメイン設定、 vlanドメイン ドメイン および vlan vlan範囲 コマン
ド。

• BGPルートリフレクタポリシーを設定し、ファブリック内でルーテッドを伝達します。

これらの前提条件のコマンド例については、NX-OSスタイル CLIの例: L3Outの前提条件（
192ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 テナントおよび VRFを設定します。

この例では VRF v1でテナント t1を設定します。VRFはまだ展開されていません。
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例：

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 2 ノードおよびインターフェイスを設定します。

この例では、2つの境界リーフスイッチでテナント t1の 2つの L3Outsを設定します。

•最初の L3Outはノード 101上にあり、nodep1という名前です。ノード 101はルータ ID
11.11.11.103で設定されます。ルーテッドインターフェイス ifp1が eth1/3にあり、IPア
ドレス 12.12.12.3/24です。

• 2番目の L3Outがノード 102上にあり、nodep2という名前です。ノード 102はルータ ID
22.22.22.203で設定されます。ルーテッドインターフェイス ifp2が eth1/3に存在し、IP
アドレスは 23.23.23.1/24です。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 22.22.22.203
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 23.23.23.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 3 両方のリーフスイッチのルーティングプロトコルを設定します。

この例では、両方の境界リーフスイッチに対して、ASN 100でプライマリルーティングプロ
トコルとしてBGPを設定します。BGPピア 15.15.15.2を持つノード101とBGPピア 25.25.25.2

を持つノード102を設定します。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
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apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 4 接続ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、定期的なエリア ID 0.0.0.0で両方のL3Outsに対して通信プロトコルとしてOSPF
を設定します。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 40.40.40.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 60.60.60.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 5 外部 EPGを設定します。

この例では、ネットワーク 192.168.1.0/24をノード 101上の外部ネットワーク extnw1として、

ネットワーク 192.168.2.0/24をノード 102上の外部ネットワーク extnw2として設定します。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 6 オプション。ルートマップを設定します。
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この例では、インバウンドおよびアウトバウンド方向で各 BGPピアのルートマップを設定し
ます。

例：

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 7 フィルタ（アクセスリスト）およびコントラクトを作成し、EPGが通信できるようにします。

例：
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apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject subj1
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 8 コントラクトを設定し、EPGに関連付けます。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

例：中継ルーティング

この例では、中継ルーティングのマージされた設定を提供します。設定は別々のルータに接続

されている 2個の障壁リーフスイッチで、2つの L3Outsを持つ単一のテナントと VRFのため
にあります。

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
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apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 40.40.40.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 22.22.22.203
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 23.23.23.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2/24
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 60.60.60.3
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
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apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject http-subj
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
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第 8 章

Cisco ACI QoSの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• L3Outsの QoS（369ページ）
• CoSの保持（370ページ）
• Multipod QoS（372ページ）
•出力マーキングを QoS入力マーキングの変換（374ページ）

L3Outsの QoS
L3Outの QoSポリシーを設定するには、次のガイドラインを使用します。

• L3Outがある障壁リーフに適用するQoSポリシーを設定するには、VRFが出力モード（ポ
リシー制御適用方向は「出力」にする必要があります）である必要があります。

•適用するQoSポリシーを有効にするには、VRFポリシー制御適用設定を「適用」にする必
要があります。

• L3Outとその他のEPG間の通信を制御する契約を設定する際に、契約またはサブジェクト
の QoSクラスまたはターゲット DSCPを含めます。

外部 EPGではなく、契約の QoSクラスまたはターゲット DSCPのみ設定します（
l3extInstP）。

（注）

NX-OSスタイルの CLIを使用した L3Outsの QoSの設定
L3Outの QoSは、L3Out設定の一部として設定されます。
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手順

ステップ 1 L3Outで QoS優先順位の適用をサポートするには、テナントと、VRFを設定するときに出力
モードの VRFを設定し、次のコマンドを使用して、ポリシーの適用を有効に。

例：

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce egress
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(congig-tenant)# exit
apic1(config)#

ステップ 2 フィルタ (アクセスリスト)を作成するときに含める、 dscpを一致 コマンドで、ターゲット
DSCPでは、この例ではレベル EF。契約を設定するときなど、QoSクラスを含める レベル 1

、L3Outでトラフィック ingressingの。または、ターゲットの DSCP値を定義する可能性があ
ります。QoSポリシーは、契約またはサブジェクトのいずれかでサポートされます。

例：

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# match dscp EF
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# qos-class level1
apic1(config-tenant-contract)# subject http-subject
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit

CoSの保持

802.1 Pクラスのサービスの設定の保持
APICでは、ファブリック内で802.1 Pクラスのサービス（CoS）設定を保持することができま
す。ファブリックグローバルQoSポリシーのdot1p-preserveオプションを有効にすることで、

ACIファブリックを入力し中継するパケット CoS値の保持が保証されます。

802.1 P CoSの保持は単一のポッドおよび multipodトポロジでサポートされます。

Multipodトポロジは、CoSの保持を使用できますポッド 1を入力して、ポッド 2外からの 802.1
Pトラフィックの優先順位の QoSの設定を保持したいですが、CoSの保持を行わない/interpod
の DSCP設定のネットワーク (IPN)トラフィックポッド間。マルチポッドトラフィックが IPN
に送信される際に CoS/DSCP設定を保持するには、DSCPポリシーを使用します。詳細につい
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ては、マルチポッドファブリックでのQoS優先度の設定項目の保持（373ページ）を参照して
ください。

次に示す 801.1P CoS保持のガイドラインおよび制限事項に従ってください。

•現在のリリースでは、VLANヘッダー内の801.1P値のみ保持可能です。DEIビットは保持
されません。

• VXLANカプセル化パケットについては、現在のリリースでは外部ヘッダに含まれる CoS
値を保持しません。

•次の設定オプションを有効にすると、802.1Pの保持は行われません。

•マルチポッド QoS（DSCPポリシーを使用）を有効にします。

•コントラクトが QoSを含むように設定されます。

•ダイナミックパケットのプライオリティが有効。

•発信インターフェイスが FEX上にある。

•トラフィックが分離が適用されている EPGから分離を適用していない EPGに転送さ
れる場合、QoS CoS優先順位設定の保持はサポートされません。

• DSCP QoSポリシーが VLAN EPG上で設定され、パケットに IPヘッダがあります。
次の項目について、最内部～最外部の優先順位を付けて、DSCPマーキングをフィル
タレベルで設定できます。

•コントラクト

•サブジェクト

•インターム

•アウトターム

コントラクトに vzAnyを指定した場合、vzAnyはその VRFのす
べての EPGの集合であり、EPGの固有の設定が適用できないた
め、外部EPG DSCPの値は考慮されません。EPG固有のターゲッ
ト DSCP値が必要な場合は、外部 EPGで vzAnyを使用しないで
ください。

（注）

NX-OSスタイル CLIを使用した QoS CoS設定の保持
QoS優先順位設定がトラフィックの受信および単一ポッドファブリックの送信、または1個の
ポッドによるトラフィックの受信およびマルチポッドファブリック内の別の場所への出力と同

じように処理されるには、次の手順のコマンドを使用して CoS保持を有効にします。
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CoS保持の有効化により、CoS優先順位のデフォルトマッピングが、DSCPレベルからさまざ
まな種類のトラフィックに適用されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

CoS保持を有効にしています。qos preserve cos

例：

ステップ 2

apic1(config)# qos preserve cos

Multipod QoS

NX-OSスタイルCLIを使用したDSCPポリシーによるマルチポッドQoS
の有効化

DSCPマップを作成し（APIC GUIで DSCPポリシーと呼ばれる）、マルチポッドトポロジで
QoS優先順位設定を保証します。マッピングはポリシー内で固有である必要があります。

次の手順を使用して、トラフィックストリームにカスタムマッピングで DSCPマップを設定
します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configureステップ 1

apic1# configure

インフラテナントのテナント設定モー

ドを開始します。

tenant tenant-nameステップ 2

apic1(config)# tenant infra

DSCPマップを設定します。qos dscp-map dscp-translation-policy-nameステップ 3

apic1(config-tenant)# qos
dscp-map default
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目的コマンドまたはアクション

次の例のように、カスタムDSCPマッピ
ングを設定します。マッピングはDSCP
マップ内で固有である必要があります。

set dscp-codeステップ 4

IPNを通過するトラフィック
は、DSCP値を COS6
（tracerouteトラフィック）に
マップしないでください。

（注）

apic1(config-qos-cmap# set
dscp-code control CS3
apic1(config-qos-cmap# set
dscp-code span CS5
apic1(config-qos-cmap# set
dscp-code level1 CS0
apic1(config-qos-cmap# set
dscp-code level2 CS1
apic1(config-qos-cmap# set
dscp-code level3 CS2
apic1(config-qos-cmap# set
dscp-code policy CS4
apic1(config-qos-cmap# set
dscp-code traceroute CS6

DSCPマップを有効にします。no shutdownステップ 5

apic1(config-qos-cmap)# no
shutdown

マルチポッドファブリックでの QoS優先度の設定項目の保持
このトピックでは、マルチポッドトポロジの QoS優先度の設定項目を保証する方法について
説明します。ポッド内ネットワークのデバイスが APIC管理に存在しておらず、ネットワーク
を送信するトラフィックの 802. 1P設定を変更できます。

ポッド 1に入りポッド 2のエングレスを退出する 802.1Pトラフィックの QoS優先度設定を保
持しますが、ポッド間でポッド内ネットワーク（IPN）トラフィックの CoS/DSCP設定を保持
しない場合、代わりに CoS保持を使用できます。詳細については、802.1 Pクラスのサービス
の設定の保持（370ページ）を参照してください。

（注）
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図 27 :マルチポッドトポロジ

この図に示すように、マルチポッドトポロジのポッド間のトラフィックは、APIC管理の下に
ない可能性がある IPNを通過します。802.1Pフレームがポッド 1のスパインまたはリーフス
イッチから送信されるとき、IPN内のデバイスでは 802.1Pフレームの CoSを保持することは
できませんこの状況では、フレームがポッド 2スパインまたはリーフスイッチに達すると、
ポッド 1のソースに割り当てられたレベルの代わりに IPNデバイスにより割り当てられたCoS
レベルがありますQoSの優先度レベルがこの状況で保持されることを確認するには、DSCPポ
リシーを使用します。

マルチポッドトポロジで QoSの優先度設定を保持する DSCPポリシを設定し、異なるトラ
フィックタイプの CoSから DSCPレベルへのマッピングを確定する必要があり、IPN内のデ
バイスで設定されているレベルを変更されることを防ぎします。. DSCPポリシーが有効になっ
ている場合、APICはCoSレベルを設定するマッピングに対応するDSCPレベルに変換します。
ポッド 1からフレームが送信されるとき（DSCPレベルにマッピングされている PCPレベルと
ともに）、そしてポッド 2に到達するとき、マッピングされたDSCPレベルは元の PCP CoSレ
ベルに戻ります。

出力マーキングを QoS入力マーキングの変換

QoS入力マーキングを出力マーキングに変換する
APICでは、入力 DSCP値に基づき 802.1P CoSフィールド（サービスのクラス）に変換できま
す。802.1P CoS変換は、IPパケットにDSCPが存在し、dot1Pがイーサネットフレーム内に存
在する場合のみサポートされます。

この機能では、ACIファブリックがデバイスのトラフィックを分類し、CoS値のみに基づいて
トラフィックを分類できます。これは、入力 dot1P値に基づいて CoS値が dot1Pをマッピング
できるようになります。これは主に、IPヘッダーを持たないレイヤ2のパケットに適用されま
す。
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次の 802.1P CoS変換の注意事項と制約事項に注意してください。

•ファブリックグローバル QoSポリシー dot1p-preserveオプションを有効にします。

• 802.1 P CoSの変換は、外部の L3インターフェイスではサポートされていません。

• 802.1 P CoSの変換は、出力フレームが 802.1 qカプセル化された場合にのみサポートされ
ています。

802.1P CoS変換は、次の設定オプションが有効になっている場合サポートされません。

•契約は、QoSを含み設定されます。

•発信インターフェイスが FEX上にある。

• DSCPポリシーを使用してマルチポッド QoSを有効にします。

•ダイナミックパケットのプライオリティが有効。

•内部 EPGエンドポイント分離が実行された状態で EPGが設定される場合。

• EPGがマイクロセグメン手―ションの許可が有効になった状態で設定される場合。

NX-OSは、CLIを使用した QoS CoS設定の変換
次のコマンドを使用してカスタム QoSポリシーを作成し、EPGとポリシーを関連付けます。

始める前に

カスタム QoSポリシーで消費されるテナント、アプリケーション、EPGを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

手順 1-5に記載してあるコマ
ンドを入力し、カスタムQoS
ポリシーを作成します。

（注）apic1#configure

テナントのテナント設定モードを入力

します。

tenant tenant-name

例：

ステップ 2

apic1(config)#tenant t001

QoSポリシーを作成します。policy-map type qos QoS-policy-name

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)#policy-map type
qos baz
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目的コマンドまたはアクション

DCSP値とターゲット QoS値を設定し
ます。

match dscp AF23 AF31 set-cos 6

例：

ステップ 4

apic1(config-tenant-pmap-qos)#match
dscp AF23 AF31 set-cos set-cos 6

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-tenant-pmap-qos)#exit

アプリケーションプロファイルを作成

します。

application app-name

例：

ステップ 6

手順 6-9に記載されているコ
マンドを入力し、EPGとカス
タムQoSポリシーを関連付け
ます。

（注）apic1(config-tenant)#application ap2

アプリケーションプロファイルにEPG
を作成します.

epg epg-name

例：

ステップ 7

apic1(config-tenant-app)# epg ep2

EPGをポリシーに関連付けます。service-policy policy-name

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant-app-epg)#service-policy
baz

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-tenant-app-epg)#exit

外部レイヤ 2 EPGを作成します。external-l2epg epg-name

例：

ステップ 10

手順10-12-に記載されている
コマンドを入力し、外部 L2
EPGとカスタムQoSポリシー
を関連付けます。

（注）

apic1(config-tenant)#external-l2 epg
myout:12

EPGをポリシーに関連付けます。service-policy policy-name

例：

ステップ 11

apic1(config-tenant-12ext-epg)#service-policy
baz

テナントコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exitステップ 12
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第 9 章

管理インターフェイスの設定

•アウトオブバンド管理アクセスの設定（377ページ）
•インバンド管理アクセスの設定（380ページ）

アウトオブバンド管理アクセスの設定
コントローラ、リーフスイッチ、またはスパインスイッチのアウトオブバンド（OOB）管理
アクセスを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

•管理インターフェイスで OOB管理 IPアドレスおよびゲートウェイを設定します

•必要な外部サブネットからのアクセスを許可します

•管理ポートで必要なプロトコルを許可します

始める前に

APICアウトオブバンド管理接続のリンクは、1 Gbpsである必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するコントローラまたはスイッチ

を指定します。ハイフンまたはカンマ

{controller apic-number-or-range | switch
node-id[-node-id-or-range]}

例：

ステップ 2

を使用してコントローラまたはスイッ

チの範囲を入力できます。apic1(config)# controller 1-3
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目的コマンドまたはアクション

mgmt0インターフェイスではアウトオ
ブバンド管理を行え、IPv4アドレスで
デバイスを管理できます。

interface mgmt0

例：

apic1(config-controller)# interface
mgmt0

ステップ 3

OOB管理の IPアドレスおよびゲート
ウェイを設定します。If you specified

ip address addr/mask gateway addr

例：

ステップ 4

more than one controller or switch, the
apic1(config-controller-if)# ip
address-range 172.23.48.16/21 gateway
172.23.48.1

command becomes ip address-range and
IP addresses are assigned sequentially
beginning with the address specified in this
command.

APIC管理インターフェイス
は IPv6アドレスをサポート
しておらず、このインター

フェイスを介して外部 IPv6
サーバに接続することはでき

ません。

（注）

exitステップ 5

例：

apic1(config-controller-if)# exit

exitステップ 6

例：

apic1(config-controller)# exit

System Managementポリシーは、mgmt
と呼ばれる特別なテナント下に設定さ

れます。

tenant mgmt

例：

apic1(config)# tenant mgmt

ステップ 7

アウトオブバンド管理EPGのコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

external-l3 epg default oob-mgmt

例：

ステップ 8

apic1(config-tenant)# external-l3 epg
default oob-mgmt

外部管理サブネットに対するアウトオ

ブバンド管理インターフェイスのアク

セス制御を提供します。

match ip addr/mask

例：

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match
ip 192.0.20.0/24

ステップ 9

exitステップ 10

例：

apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
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目的コマンドまたはアクション

OOBデフォルトポリシーのアクセス
リストフィルタを設定します。

access-list oob-default

例：

ステップ 11

apic1(config-tenant)# access-list
oob-default

HTTPSトラフィック（TCP/443）の管
理インターフェイスへのアクセスを許

可します。

match tcp dest 443

例：

apic1(config-tenant-acl)# match tcp
dest 443

ステップ 12

SSHトラフィック（TCP/22）の管理イ
ンターフェイスへのアクセスを許可し

ます。

match tcp dest 22

例：

apic1(config-tenant-acl)# match tcp
dest 22

ステップ 13

例

次に、3つのAPICコントローラにアウトオブバンド管理アクセスを設定する例を示し
ます。この例では、3つのコントローラに一連の IPアドレスが割り当てられ、コント
ローラ 1には 172.23.48.16/21、コントローラ 2には 172.23.48.17/21、コントローラ 3に
は 172.23.48.18/21が割り当てられます。

apic1# configure
apic1(config)# controller 1-3
apic1(config-controller)# interface mgmt0
apic1(config-controller-if)# ip address-range 172.23.48.16/21 gateway 172.23.48.1
apic1(config-controller-if)# exit
apic1(config-controller)# exit
apic1(config)# tenant mgmt
apic1(config-tenant)# external-l3 epg default oob-mgmt
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.0.20.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# access-list oob-default
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 443
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 22

次に、リーフまたはスパインスイッチにアウトオブバンド管理アクセスを設定する例

を示します。

apic1# configure
apic1(config)# switch 101
apic1(config-switch)# interface mgmt0
apic1(config-switch-if)# ip address 172.23.48.101/21 gateway 172.23.48.1
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インバンド管理アクセスの設定

外部ネットワークからスイッチへのインバンド管理アクセスの設定

リーフスイッチまたはスパインスイッチのインバンド（IB）管理アクセスを設定するには、
次の手順を実行する必要があります。

•インバンド管理インターフェイスでインバンド管理 IPアドレスおよびゲートウェイを設
定します

•外部インバンド接続用の VLANドメインを作成または指定します

• VLANドメインに外部管理ステーションインターフェイスを追加します

•管理ポートで必要なプロトコルを許可します

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するスイッチを指定します。ハイフ

ンまたはカンマを使用してスイッチの範

囲を入力できます。

switch switch-id-or-range

例：

apic1(config)# switch 101

ステップ 2

inband-mgmt0インターフェイスはイン
バンド管理を提供します。

interface inband-mgmt0

例：

ステップ 3

apic1(config-switch)# interface
inband-mgmt0

インバンド管理のIPアドレスおよびゲー
トウェイを設定します。If you specified

ip address addr/mask gateway addr

例：

ステップ 4

more than one switch, the command becomes
apic1(config-switch-if)# ip address
10.13.1.1/24 gateway 10.13.1.254 ip address-range and IP addresses are

assigned sequentially beginning with the
address specified in this command.

exitステップ 5

例：

apic1(config-switch-if)# exit

exitステップ 6

例：
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-switch)# exit

例

次に、外部ネットワークの管理ステーションからスイッチのインバンド管理を設定す

る例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# switch 101
apic1(config-switch)# interface inband-mgmt0
apic1(config-switch-if)# ip address 10.13.1.1/24 gateway 10.13.1.254
apic1(config-switch-if)# exit
apic1(config-switch)# exit

次のタスク

•管理ステーションへのインバンド（IB）管理の接続を設定します。

•インバウンド管理ポート上で必要なプロトコル（HTTPSおよび SSH）を許可します。

外部ネットワークからコントローラへのインバンド管理アクセスの設

定

コントローラのインバンド（IB）管理アクセスを設定するには、次の手順を実行する必要があ
ります。

•インバンド管理インターフェイスでインバンド管理 IPアドレスおよびゲートウェイを設
定します

•外部インバンド接続の VLANドメインを作成します

•コントローラに接続されているポートで VLANを許可します

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するコントローラを指定します。

ハイフンまたはカンマを使用してコン

トローラの範囲を入力できます。

controller controller-id-or-range

例：

apic1(config)# controller 1-3

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

inband-mgmt0インターフェイスはイン
バンド管理を提供します。

interface inband-mgmt0

例：

ステップ 3

apic1(config-controller)# interface
inband-mgmt0

インバンド管理の IPアドレスおよび
ゲートウェイを設定します。If you

ip address addr/mask gateway addr

例：

ステップ 4

specified more than one controller or switch,
apic1(config-controller-if)# ip
address-range 10.13.1.1/24 gateway
10.13.1.254

the command becomes ip address-range
and IP addresses are assigned sequentially
beginning with the address specified in this
command.

コントローラに接続されたポートでイ

ネーブルになっているコントローラ

vlan vlan-id

例：

ステップ 5

VLANを割り当てます。複数のコント
apic1(config-controller-if)# vlan 10

ローラでは、すべてのコントローラで

同じ VLANを使用する必要がありま
す。

exitステップ 6

例：

apic1(config-controller-if)# exit

exitステップ 7

例：

apic1(config-controller)# exit

VLANドメインのコンフィギュレー
ションモードを作成および開始しま

す。

vlan-domain domain-name

例：

apic1(config)# vlan-domain apic-inband

ステップ 8

コントローラVLANをVLANドメイン
に割り当てます。

vlan vlan-id

例：

ステップ 9

apic1(config-vlan)# vlan 10

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 10

apic1(config-vlan)# exit

コントローラが接続したリーフスイッ

チを指定します。

leaf node-id

例：

ステップ 11

apic1(config)# leaf 102
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目的コマンドまたはアクション

コントローラを接続したポートを指定

します。

interface slot/port

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf)# interface eth 1/1

インバンド管理へのコントローラの接

続を設定します。

vlan-domain member apic-inband

例：

ステップ 13

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member apic-inband

exitステップ 14

例：

apic1(config-leaf-if)# exit

exitステップ 15

例：

apic1(config-leaf)# exit

例

次に、外部ネットワークの管理ステーションからコントローラのインバンド管理を設

定する例を示します。APICコントローラ 1はリーフ 101のポートイーサネット 1/1に
接続され、VLAN 10はコントローラのインバンド接続に使用されます。

apic1# configure
apic1(config)# controller 1-3
apic1(config-controller)# interface inband-mgmt0
apic1(config-controller-if)# ip address-range 10.13.1.1/24 gateway 10.13.1.254
apic1(config-controller-if)# vlan 10
apic1(config-controller-if)# exit
apic1(config-controller)# exit

# CREATE A VLAN DOMAIN FOR THE APIC INBAND VLAN
apic1(config)# vlan-domain apic-inband
apic1(config-vlan)# vlan 10
apic1(config-vlan)# exit

# ALLOW THE VLAN ON THE PORT CONNECTED TO THE CONTROLLER
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface eth 1/1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member apic-inband
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

次のタスク

•管理ステーションへのインバンド（IB）管理の接続を設定します。
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•インバウンド管理ポート上で必要なプロトコル（HTTPSおよび SSH）を許可します。

管理ステーションへのインバンド管理接続の設定

管理ステーションへのインバンド管理（IB）接続の設定をするには、次の手順を実行する必要
があります。

•外部インバンド接続用の VLANドメインを作成または指定します

• VLANドメインに外部管理ステーションインターフェイスを追加します

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

VLANドメインのコンフィギュレー
ションモードを作成および開始しま

す。

vlan-domain domain-name

例：

apic1(config)# vlan-domain
external-inband

ステップ 2

VLANをドメインに割り当てます。vlan vlan-id

例：

ステップ 3

apic1(config-vlan)# vlan 11

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 4

apic1(config-vlan)# exit

管理ステーションが接続されている

リーフスイッチを指定します。

leaf node-id

例：

ステップ 5

apic1(config)# leaf 102

管理ステーションが接続されている

ポートを指定します。

interface slot/port

例：

ステップ 6

apic1(config-leaf)# interface eth 1/2

インバンド管理に外部レイヤ 2接続を
設定します。

vlan-domain member external-inband

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member external-inband
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目的コマンドまたはアクション

インバンド管理に外部レイヤ 2接続を
設定します。指定した IPアドレスは、

switchport trunk allowed vlan vlan-id
inband-mgmt gateway-ip/mask

例：

ステップ 8

外部管理ステーションで使用される

ゲートウェイアドレスです。また、apic1(config-leaf-if)# switchport
trunk allowed vlan 11 inband-mgmt
179.10.1.254/24

ゲートウェイ機能はACIファブリック
で提供されます。

exitステップ 9

例：

apic1(config-leaf-if)# exit

exitステップ 10

例：

apic1(config-leaf)# exit

例

この例では、管理ステーションへのインバンド管理接続を設定する方法を示します。

# CREATE A VLAN DOMAIN FOR EXTERNAL CONNECTIVITY TO INBAND MANAGEMENT
apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain external-inband
apic1(config-vlan)# vlan 11
apic1(config-vlan)# exit

# CONFIGURE LAYER 2 CONNECTIVITY FROM THE MANAGEMENT STATION INTERFACE TO INBAND MANAGEMENT
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member external-inband
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 11 inband-mgmt 179.10.1.254/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

次のタスク

•インバウンド管理ポート上で必要なプロトコル（HTTPSおよび SSH）を許可します。
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HTTPS/SSHポートを開くインバンド管理コントラクトの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

System Managementポリシーは、mgmt
と呼ばれる特別なテナント下に設定され

ます。

tenant mgmt

例：

apic1(config)# tenant mgmt

ステップ 2

インバンドデフォルトポリシーのアク

セスリストフィルタを設定します。

access-list inband-default

例：

ステップ 3

apic1(config-tenant)# access-list
inband-default

HTTPSトラフィック（TCP/443）の管理
インターフェイスへのアクセスを許可し

ます。

match tcp dest 443

例：

apic1(config-tenant-acl)# match tcp
dest 443

ステップ 4

SSHトラフィック（TCP/22）の管理イ
ンターフェイスへのアクセスを許可しま

す。

match tcp dest 22

例：

apic1(config-tenant-acl)# match tcp
dest 22

ステップ 5

例

次に、インバンド管理ポートへの HTTPSおよび SSHアクセスを許可する例を示しま
す。

apic1# configure
apic1(config)# tenant mgmt
apic1(config-tenant)# access-list inband-default
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 443
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 22
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# exit
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第 10 章

セキュリティの設定

•セキュリティの設定について（387ページ）
• AAAの設定（388ページ）
•セキュリティサーバの設定（392ページ）
•パスワードポリシーの設定（399ページ）
•ユーザの設定（402ページ）
•公開キーインフラストラクチャの設定（406ページ）
•通信ポリシーの設定（412ページ）
• AES暗号化の設定（417ページ）
•ファブリックセキュアモードの設定（418ページ）
• COOP認証の設定（419ページ）
• FIPSの設定（421ページ）
•コントロールプレーンポリシングの設定（422ページ）
•ファーストホップセキュリティの設定（427ページ）
• 802.1Xの設定（435ページ）

セキュリティの設定について
アクセスコントロールは、ネットワークサーバへのアクセスを許可するユーザと、アクセス

したユーザに使用を許可するサービスを制御する手段です。認証、許可、アカウンティング

（AAA）ネットワークセキュリティサービスは、APIC上でアクセスコントロールを設定す
るための基本的なフレームワークを提供します。

AAA設定の概要

AAAを使用した APICのセキュリティを設定するには、このプロセスの通りにします。

1. To use a separate security server, configure security protocol parameters using the radius-server,
ldap-server, or tacacs-server configuration commands.

2. Define the method lists for authentication by using an aaa authentication command.

3. 必要に応じて、方式リストを特定のインターフェイスまたは回線に適用します。
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4. (Optional) Configure authorization using the aaa authentication command.

ローカルパスワードによるログイン認証

Use the aaa authentication login command with the method argument to specify that APIC will use the
local username database for authentication.たとえば、他の方式リストが定義されていない場合に
ログイン時のユーザ認証方式としてローカルユーザ名データベースを指定するには、次のコマ

ンドを入力します。

apic1# configure
apic1(config)# aaa authentication login default
apic1(config-default)# realm local

ローカルのユーザ名データベースにユーザを追加する方法の詳細については、「ローカルで認

証されたユーザの設定」の項を参照してください。

リモートサーバによるログイン認証

ログイン認証方式としてRADIUSまたはTACACS+またはLDAPを指定するには、server radius
方式または server tacacs方式または server ldap方式を指定して aaa authentication loginコマンド
を使用します。たとえば、他の方式リストが定義されていない場合にログイン時のユーザ認証

方式として RADIUSを指定するには、次のコマンドを入力します。

apic1# configure
apic1(config)# aaa authentication login default
apic1(config-default)# realm radius

ログイン認証方式として RADIUSを使用するには、RADIUSセキュリティサーバとの通信を
イネーブルにしておく必要があります。TACACS+またはLDAPも同様です。リモートセキュ
リティサーバとの通信の確立に関する詳細については、該当する章を参照してください。

•「RADIUSサーバの設定」

•「TACACS+サーバの設定」

•「LDAPサーバの設定」

AAAの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

ユーザがコンソールから APICにアク
セスする際のコンソールコンフィギュ

レーションモードを開始します。

aaa authentication login console

例：

apic1(config)# aaa authentication
login console

ステップ 2

認証方式を指定します。[no] realm {ldap | local | radius | tacacs}

例：

ステップ 3

apic1(config-console)# realm radius

認証サーバグループを指定します。[no] group group-name

例：

ステップ 4

apic1(config-console)# group
radiusGroup5

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-console)# exit

デフォルトのログイン認証の設定モー

ドを開始します。

aaa authentication login default

例：

ステップ 6

apic1(config)# aaa authentication
login default

認証方式を指定します。[no] realm {ldap | local | radius | tacacs}

例：

ステップ 7

apic1(config-default)# realm radius

認証サーバグループを指定します。[no] group group-name

例：

ステップ 8

apic1(config-default)# group
radiusGroup

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-default)# exit

デフォルトのログイン認証の設定モー

ドを開始します。ログインドメイン

aaa authentication login domain
{domain-name | fallback}

例：

ステップ 10

は、ユーザの認証ドメインを指定しま

す。apic1(config)# aaa authentication
login domain cisco

認証方式を指定します。[no] realm{ldap |local |none |radius
|tacacs}

ステップ 11
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目的コマンドまたはアクション

例：

apic1(config-domain)# realm radius

認証サーバグループを指定します。[no] group group-name

例：

ステップ 12

apic1(config-domain)# group
radiusGroup

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 13

apic1(config-domain)# exit

ユーザログインの前に表示する情報の

バナーを指定します。バナーは、単一

引用符で囲む必要があります。

aaa banner text

例：

apic1(config)# aaa banner 'Welcome to
APIC'

ステップ 14

認証サーバグループを作成または設定

します。

aaa group {ldap | radius | tacacs}
group-name

例：

ステップ 15

apic1(config)# aaa group radius
radiusGroup

認証サーバをサーバグループに追加

し、サーバグループ内の優先度を指定

[no] server {ip-address | hostname}
priority priority-number

例：

ステップ 16

します。0～ 17の優先度を指定できま
す。apic1(config-radius)# server

192.0.20.71 priority 2

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 17

apic1(config-radius)# exit

SCVMMの証明書を指定します。
『Cisco ACI Virtualization Guide』を参
照してください。

aaa scvmm-certificate certificate-name

例：

apic1(config)# aaa scvmm-certificate
myScvmmCert

ステップ 18

APICにログインしようとするユーザ
ロールを持たないリモートユーザの対

aaa user default-role {assign-default-role
| no-login}

例：

ステップ 19

処法を指定します。次のいずれかのオ

プションを選択できます。apic1(config)# aaa user default-role
assign-default-role • assign-default-role—ユーザーロー

ルを持たないリモートユーザー
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目的コマンドまたはアクション

は、デフォルトロールに割り当て

られます。

• no-login—ユーザーロールを持た
ないリモートユーザーはログイン

できません。

AAA方式の設定を表示します。show aaa authentication

例：

ステップ 20

apic1(config)# show aaa authentication

AAAサーバグループの設定を表示し
ます。

show aaa groups

例：

ステップ 21

apic1(config)# show aaa groups

例

この例では、AAAを設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# aaa authentication login console
apic1(config-console)# realm local
apic1(config-console)# exit
apic1(config)# aaa authentication login default
apic1(config-default)# realm radius
apic1(config-default)# group radiusGroup5
apic1(config-default)# exit
apic1(config)# aaa authentication login domain cisco
apic1(config-domain)# realm none
apic1(config-domain)# exit
apic1(config)# aaa banner 'Welcome to APIC'
apic1(config)# aaa group radius radiusGroup
apic1(config-radius)# server 192.0.20.71 priority 2
apic1(config-radius)# exit
apic1(config)# aaa user default-role assign-default-role
apic1(config)# show aaa authentication
Default : radius
Console : local

apic1(config)# show aaa groups
Total number of Groups : 1

RadiusGroups : radiusGroup5
TacacsGroups :
LdapGroups :
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セキュリティサーバの設定

RADIUSサーバの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

APICからサーバに対して、各RADIUS
要求を送信する回数の上限を指定しま

す。指定できる範囲は 0～ 5です。

[no] radius-server retries count

例：

apic1(config)# radius-server retries
1

ステップ 2

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定のRADIUSホスト設
定で上書きされない限り、このコマン

ドはすべてのRADIUSサーバに適用さ
れます。

APICが RADIUS要求を再送信する前
に応答を待機する秒数を指定します。

[no] radius-server timeout seconds

例：

ステップ 3

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定のRADIUSホスト設
apic1(config)# radius-server timeout
5

定で上書きされない限り、このコマン

ドはすべてのRADIUSサーバに適用さ
れます。

RADIUSサーバの IPアドレスまたはホ
スト名を指定します。

[no] radius-server host {ip-address |
hostname}

例：

ステップ 4

apic1(config)# radius-server host
192.0.20.71

この RADIUSサーバにおいて、APIC
からサーバに対して、各RADIUS要求

（任意） [no] retries count

例：

ステップ 5

を送信する回数の上限を指定します。

指定できる範囲は 0～ 5です。
apic1(config-host)# retries 2

再試行回数が設定されていない場合、

グローバル値が使用されます。
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目的コマンドまたはアクション

この RADIUSサーバにおいて、APIC
がRADIUS要求を再送信する前に応答
を待機する秒数を指定します。

（任意） [no] timeout seconds

例：

apic1(config-host)# timeout 3

ステップ 6

タイムアウト値が設定されていない場

合は、グローバル値が使用されます。

このRADIUSサーバに関する説明の情
報を提供します。テキストには 128文

（任意） [no] descr text

例：

ステップ 7

字以内の英数字を使用できます。テキ
apic1(config-host)# descr "My primary
RADIUS server" ストでスペースを含める場合は、単一

または二重の引用符で囲む必要があり

ます。

APICとこの RADIUSサーバの間で認
証用に使用される共有秘密テキスト文

[no] key key-value

例：

ステップ 8

字列を指定します。キーの文字数は最

大 32文字です。
apic1(config-host)# key
myRaDiUSpassWoRd

認証用にのみ使用されるこの RADIUS
サーバの UDPポートを指定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 9

apic1(config-host)# port 1812

認証用のRADIUSサーバプロトコルを
指定します。

[no] protocol {chap | mschap | pap}

例：

ステップ 10

apic1(config-host)# protocol pap

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 11

apic1(config-host)#

（任意）RADIUSサーバ情報を表示し
ます。

show radius-server

例：

ステップ 12

apic1(config)# show radius-server

例

次に、1つの RADIUSサーバとグローバルに RADIUSの設定を行う例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# radius-server retries 1
apic1(config)# radius-server timeout 5
apic1(config)# radius-server host 192.0.20.71
apic1(config-host)# retries 2
apic1(config-host)# timeout 3
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apic1(config-host)# descr "My primary RADIUS server"
apic1(config-host)# key myRaDiUSpassWoRd
apic1(config-host)# port 1812
apic1(config-host)# protocol pap
apic1(config-host)# exit
apic1(config)# show radius-server
timeout : 5
retries : 1

Total number of servers : 1

Hostname : 192.0.20.71
Port : 1812
Protocol : pap
Timeout : 3
Retries : 2
User : test
Descr : My primary RADIUS server

TACACS+サーバの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

APICからサーバに対して、各
TACACS+要求を送信する回数の上限

[no] tacacs-server retries count

例：

ステップ 2

を指定します。指定できる範囲は 0～
5です。

apic1(config)# tacacs-server retries
1

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の TACACS+ホスト
設定で上書きされない限り、このコマ

ンドはすべての TACACS+サーバに適
用されます。

APICがTACACS+要求を再送信する前
に応答を待機する秒数を指定します。

[no] tacacs-server timeout seconds

例：

ステップ 3

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の TACACS+ホスト
apic1(config)# tacacs-server timeout
5

設定で上書きされない限り、このコマ

ンドはすべての TACACS+サーバに適
用されます。
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目的コマンドまたはアクション

TACACS+サーバの IPアドレスまたは
ホスト名を指定します。

[no] tacacs-server host {ip-address |
hostname}

例：

ステップ 4

apic1(config)# tacacs-server host
192.0.20.71

この TACACS+サーバにおいて、APIC
からサーバに対して、各 TACACS+要

（任意） [no] retries count

例：

ステップ 5

求を送信する回数の上限を指定しま

す。指定できる範囲は 0～ 5です。
apic1(config-host)# retries 2

再試行回数が設定されていない場合、

グローバル値が使用されます。

APICとこのTACACS+サーバの間で認
証用に使用される共有秘密テキスト文

[no] key

例：

ステップ 6

字列を指定します。キーの文字数は最
apic1(config-host)# key
Enter key: myTacAcSpassWoRd
Enter key again: myTacAcSpassWoRd

大32文字です。セキュリティを向上さ
せるキー値の入力は、インタラクティ

ブです。

TACACS+アカウンティングメッセー
ジ用に使用されるこの TACACS+サー
バの UDPポートを指定します。

[no] port port-number

例：

apic1(config-host)# port 49

ステップ 7

認証用の TACACS+サーバプロトコル
を指定します。

[no] protocol {chap | mschap | pap}

例：

ステップ 8

apic1(config-host)# protocol pap

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-host)#

（任意）TACACS+サーバ情報を表示
します。

show tacacs-server

例：

ステップ 10

apic1(config)# show tacacs-server

例

次に、1つのTACACS+サーバとグローバルにTACACS+の設定を行う例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tacacs-server retries 1
apic1(config)# tacacs-server timeout 5
apic1(config)# tacacs-server host 192.0.20.72
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apic1(config-host)# retries 2
apic1(config-host)# timeout 3
apic1(config-host)# key myTaCaCspassWoRd
apic1(config-host)# port 49
apic1(config-host)# protocol pap
apic1(config-host)# exit
apic1(config)# show tacacs-server
timeout : 5
retries : 1

Total number of servers : 1

Hostname : 192.0.20.72
Port : 1812
Protocol : pap
Timeout : 3
Retries : 2
User : test

LDAPサーバの設定
Some ldap-server commands can be entered in either the global configuration mode or in the configuration
mode for a specific LDAP host.グローバルコンフィギュレーションモードでは、特定の LDAP
ホスト設定で上書きされない限り、コマンドはすべての LDAPサーバに適用されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal

LDAPサーバの IPアドレスまたはホス
ト名を指定し、そのサーバのコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

[no] ldap-server host {ip-address |
hostname}

例：

ステップ 2

apic1(config)# ldap-server host
192.0.20.73

CiscoAVPairとして使用する LDAPエ
ンドポイント属性を指定します。

[no] ldap-server attribute attribute-name

例：

ステップ 3

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
apic1(config-host)# ldap-server
attribute memberOf

で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

サーバが認可要求を受信した場合に検

索を開始する LDAP階層の位置を指定
[no] ldap-server basedn

例：

ステップ 4

します。最大 127文字の文字列を設定
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-host)# ldap-server basedn
DC=sampledesign,DC=com

できます。文字列でスペースは使用で

きませんが、他の特殊文字は使用でき

ます。

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

ベース DNのすべてのオブジェクトに
対する読み取り権限と検索権限を持

[no] ldap-server binddn

例：

ステップ 5

つ、LDAPデータベースアカウントの
apic1(config-host)# ldap-server binddn

CN=ucsbind,OU=CiscoUsers,DC=sampledesign,DC=com
識別名（DN）を指定します。最大 127
文字の文字列を設定できます。文字列

でスペースは使用できませんが、他の

特殊文字は使用できます。

APICからサーバに対して、各 LDAP
要求を送信する回数の上限を指定しま

す。指定できる範囲は 0～ 5です。

[no] ldap-server retries count

例：

apic1(config-host)# ldap-server
retries 1

ステップ 6

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

APICが LDAP要求を再送信する前に
応答を待機する秒数を指定します。

[no] ldap-server timeout seconds

例：

ステップ 7

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
apic1(config-host)# ldap-server
timeout 30

で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

LDAP検索の結果をフィルタ処理する
フィルタを指定します。フィルタに

は、最大 63文字を指定できます。

[no] ldap-server filter filter-expression

例：

apic1(config-host)# ldap-server filter
sAMAccountName=$userid

ステップ 8

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。
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目的コマンドまたはアクション

APICとこの LDAPサーバの間で認証
用に使用される共有秘密テキスト文字

[no] key key-value

例：

ステップ 9

列を指定します。キーの文字数は最大

32文字です。
apic1(config-host)# key
Enter key: myLdAppassWoRd
Enter key again: myLdAppassWoRd

認証用の LDAPサーバのポートを指定
します。

[no] port port-number

例：

ステップ 10

apic1(config-host)# port 389

この LDAPサーバにおいて、APICか
らサーバに対して、各 LDAP要求を送

（任意） [no] retries count

例：

ステップ 11

信する回数の上限を指定します。指定

できる範囲は 0～ 5です。
apic1(config-host)# retries 2

再試行回数が設定されていない場合、

グローバル値が使用されます。

LDAPプロバイダーとの SSL接続を有
効にします。

[no] enable-ssl

例：

ステップ 12

apic1(config-host)# enable-ssl

LDAPサーバの SSL証明書検証レベル
を設定します。

[no] ssl-validation-level [permissive |
strict]

例：

ステップ 13

apic1(config-host)#
ssl-validation-level permissive

この LDAPサーバにおいて、APICが
LDAP要求を再送信する前に応答を待
機する秒数を指定します。

（任意） [no] timeout seconds

例：

apic1(config-host)# timeout 3

ステップ 14

タイムアウト値が設定されていない場

合は、グローバル値が使用されます。

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 15

apic1(config-host)# exit

show ldap-serverステップ 16

例：

apic1(config)# show ldap-server
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例

次に、LDAPサーバの設定をグローバルおよび 1つの LDAPサーバに対して行う例を
示します。

apic1# configure
apic1(config)# ldap-server retries 1
apic1(config)# ldap-server timeout 30
apic1(config)# ldap-server host 192.0.20.73
apic1(config-host)# retries 2
apic1(config-host)# timeout 3
apic1(config-host)# filter sAMAccountName=$userid
apic1(config-host)# key myLdAppassWoRd
apic1(config-host)# ssl-validation-level permissive
apic1(config-host)# enable-ssl
apic1(config-host)# port 389
apic1(config-host)# exit
apic1(config)# show ldap-server
timeout : 30
retries : 1
filter : sAMAccountName=$userid

Total number of servers : 1

Hostname : 192.0.20.73
Port : 389
Timeout : 3
Retries : 2
SSL : yes
SSL Level : permissive
User : test

パスワードポリシーの設定
このトピックのパスワードポリシー設定では、ローカル認証されたすべてのAPICユーザのパ
スワード履歴やパスワード変更間隔プロパティを設定します。ローカル認証されたユーザのそ

れぞれに異なるパスワードポリシーを指定することはできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

変更間隔内で許可されるパスワード変更

の回数を設定します。指定できる範囲は

0～ 10回です。

[no] password change-count count

例：

apic1(config)# password change-count
5

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

ローカル認証されたユーザが変更間隔の

間に実行できるパスワード変更の回数の

制限を有効または無効にします。

[no] password change-during-interval
{enable | disable}

例：

ステップ 3

apic1(config)# password
change-during-interval enable

When the change-during-interval is
enabled, restricts the number of password

[no] password change-interval hours

例：

ステップ 4

changes a locally authenticated user can make
apic1(config)# password change-interval
300

within a given number of hours.範囲は 1
～ 745時間です。

ユーザがパスワードを再度変更できない

最小期間を設定します。範囲は 1～ 745
時間です。

[no] password no-change-interval hours

例：

apic1(config)# password
no-change-interval 60

ステップ 5

パスワードの有効期限の前に警告を表示

する警告期間を設定します。範囲は0～
30日です。

password expiration-warn-time

例：

apic1(config)# password
expiration-warn-time 5

ステップ 6

パスワード履歴のカウントにより、ロー

カル認証されたユーザが何度も同じパス

[no] password history-count count

例：

ステップ 7

ワードを再利用しないようにすることが
apic1(config)# password history-count
10 できます。このプロパティが設定されて

いる場合、APICはローカル認証された
ユーザが以前に使用したパスワードを最

大 15個まで保存します。パスワードは
最近のものから時系列の逆順で格納さ

れ、履歴カウントがしきい値に達した場

合に、最も古いパスワードだけを再利用

可能にします。

あるパスワードが再利用可能になるまで

に、ユーザはパスワード履歴カウントで

設定された数だけパスワードを作成して

使用する必要があります。たとえば、パ

スワード履歴カウントを8に設定した場
合、ローカル認証されたユーザは、9番
目のパスワードが期限切れになるまで、

最初のパスワードを再利用できません。

デフォルトでは、パスワード履歴は0に
設定されます。この値によって履歴カウ

ントが無効化されるため、ユーザはいつ
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目的コマンドまたはアクション

でも以前のパスワードを使用できます。
If necessary, you can clear a user's password
history using the clear-pwd-history
command in the username configuration
mode for that user.

すべてのユーザに強力なパスワードの使

用を強制します。

[no] password pwd-strength-check

例：

ステップ 8

apic1(config)# password
pwd-strength-check

例

次に、ローカル認証されたユーザのグローバルパスワード設定を設定する例を示しま

す。

apic1# configure
apic1(config)# password change-count 5
apic1(config)# password change-during-interval enable
apic1(config)# password change-interval 300
apic1(config)# password no-change-interval 60
apic1(config)# password expiration-warn-time 5
apic1(config)# password history-count 10
apic1(config)# password pwd-strength-check

この例では、ローカル認証されたユーザがパスワード変更後48時間以内にパスワード
を変更できないようにする方法を示しています。

apic1# configure
apic1(config)# password change-during-interval disable
apic1(config)# password no-change-interval 48

この例では、ローカル認証されたユーザがパスワード変更後24時間以内にパスワード
を 1回だけ変更できるようにする方法を示しています。

apic1# configure
apic1(config)# password change-count 1
apic1(config)# password change-during-interval enable
apic1(config)# password change-interval 24
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ユーザの設定

ローカルで認証されたユーザの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ローカル認証されたユーザアカウント

の作成または既存のユーザを設定しま

username {name | admin}

例：

ステップ 2

す。最大28文字までの名前を指定でき
ます。

apic1(config)# username user5

このユーザの名を設定します。[no] first-name first

例：

ステップ 3

apic1(config-username)# first-name
George

このユーザの姓を設定します。[no] last-name last

例：

ステップ 4

apic1(config-username)# last-name
Washington

このユーザの電子メールアドレスを設

定します。

[no] email email-address

例：

ステップ 5

apic1(config-username)# email
gwashington@exampleCorp.com

このユーザの電話番号を設定します。[no] phone phone-number

例：

ステップ 6

apic1(config-username)# phone
14085551212

このユーザアカウントをアクティブ化

または非アクティブ化します。

[no] account-status {active | inactive |
status}

例：

ステップ 7

apic1(config-username)# account-status
active
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目的コマンドまたはアクション

ユーザのパスワード履歴リストをクリ

アし、このユーザが以前のパスワード

を再使用できるようにします。

clear-pwd-history

例：

apic1(config-username)#
clear-pwd-history

ステップ 8

Enables expiration of this user account at
the date and time configured by the
expiration command.

[no] expires

例：

apic1(config-username)# expires

ステップ 9

このユーザアカウントの有効期限の日

時を設定します。形式はUTC日付形式
expiration date-time

例：

ステップ 10

（YYYY-MM-DDThh:mmTZD）です。
apic1(config-username)# expiration
2017-12-31T23:59+08:00 You must also enable expiration by

configuring the expires command.

ユーザパスワードを設定します。password password

例：

ステップ 11

このコマンドでは「$」また
は「!」などの特殊文字をバッ
クスラッシュでエスケープし

（「\$」）、Bashによって
誤って解釈されないようにす

る必要があります。エスケー

プのバックスラッシュはこの

コマンドでパスワードを設定

するときに必要なだけであ

り、ユーザはログイン時に

バックスラッシュを入力しま

せん。

（注）

apic1(config-username)# password
c1\$c0123

ユーザパスワードの有効期間を設定し

ます。範囲は 0～ 3650日です。
[no] pwd-lifetime days

例：

ステップ 12

apic1(config-username)# pwd-lifetime
90

このユーザが属する AAAドメインを
指定または作成します。

[no] domain {all | common | mgmt |
domain-name}

例：

ステップ 13

apic1(config-username)# domain
mySecDomain

ユーザドメインの特権ビットマスクを

設定する AAAドメインロールを作成
します。

[no] role role

例：

apic1(config-domain)# role
tenant-admin

ステップ 14
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目的コマンドまたはアクション

ユーザドメインの特権ビットマスクを

設定する AAAドメインロールを作成
します。

[no] priv-type {readPriv | writePriv}

例：

apic1(config-role)# priv-type
writePriv

ステップ 15

ドメインコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 16

apic1(config-role)# exit

ユーザ名コンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 17

apic1(config-domain)# exit

このユーザに関する構成の詳細情報を

表示します。

show username name

例：

ステップ 18

apic1(config-username)# show username
user5

例

次に、ローカルユーザの設定方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# username user5
apic1(config-username)# first-name George
apic1(config-username)# last-name Washington
apic1(config-username)# email gwashington@exampleCorp.com
apic1(config-username)# phone 14085551212
apic1(config-username)# account-status active
apic1(config-username)# domain mySecDomain
apic1(config-username)# clear-pwd-history
apic1(config-username)# expires
apic1(config-username)# expiration 2017-12-31T23:59+08:00
apic1(config-username)# password c1$c0123
apic1(config-username)# pwd-lifetime 90
apic1(config-username)# domain mySecDomain
apic1(config-domain)# role tenant-admin
apic1(config-role)# priv-type writePriv
apic1(config-role)# exit
apic1(config-domain)# exit
apic1(config-username)# show username user5
UserName : user5
First-Name : George
Last-Name : Washington
Email : gwashington@exampleCorp.com
Acount Status : active
Password strength check : yes
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次のタスク

ローカルユーザの SSHキーまたは証明書を設定するには、「証明書および SSHキーの設定」
を参照してください。

ローカルユーザの証明書および SSHキーの設定
この項では、ローカルユーザがパスワードを要求されることなく、ログインできるように証明

書または SSHキーを設定する方法について説明します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ローカル認証されたユーザアカウント

の作成または既存のユーザを設定しま

username {name | admin}

例：

ステップ 2

す。最大 28文字までの名前を指定でき
ます。

apic1(config)# username user5

証明書コンフィギュレーションモード

を開始します。

[no] certificate certificate-name

例：

ステップ 3

apic1(config-username)# certificate
myCertificate

PEMエンコードされた証明書を設定し
ます。

data certificate-data

例：

ステップ 4

apic1(config-certificate)# data
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIC4j.....

ユーザ名コンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-certificate)# exit

SSHキーを設定すると、パスワードを
要求されることなく、SSHクライアン
トを使用してログインできます。

[no] ssh-key ssh-key-name

例：

apic1(config-username)# ssh-key
mySSHkey

ステップ 6

SSHキーを設定します。キーの文字数
は最大 64文字です。

data key-data

例：

ステップ 7

apic1(config-ssh-key)# data
AAAAB3NzaC1yc2EAA......
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目的コマンドまたはアクション

ユーザ名コンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-ssh-key)# exit

例

この例では、ローカルユーザの SSHキーと証明書を設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# username user5
apic1(config-username)# certificate myCertificate
apic1(config-certificate)# data -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIC4j.....
apic1(config-certificate)# exit
apic1(config-username)# ssh-key mySSHkey
apic1(config-ssh-key)# data AAAAB3NzaC1yc2EAA...
apic1(config-ssh-key)# exit

公開キーインフラストラクチャの設定

認証局との信頼チェーンの設定

証明機関（CA）は証明書要求を管理して、ホスト、ネットワークデバイス、ユーザなどの参
加エンティティに証明書を発行します。APICでは、信頼できる CAの自己署名ルート証明書
（または下位 CAの証明書チェーン）をローカルに保存しています。信頼できる CAについて
保存された情報をトラストポイントと呼び、CA自体もトラストポイント CAと呼びます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

選択したトラストポイントの認証局

（CA）のコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

[no] crypto ca trustpoint-name

例：

apic1(config)# crypto ca myCA

ステップ 2

PEMフォーマットの証明書チェーンを
保存します。トラストポイントから信頼

[no] cert-chain pem-data

例：

ステップ 3

されたルート証明機関に信頼のチェーン

全体を入力します。
apic1(config-ca)# cert-chain -----BEGIN
CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....
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例

この例では、CAを設定する方法を示します。

apic1# configure

apic1(config)# crypto ca myCA
apic1(config-ca)# cert-chain -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....

キーとキーリングの設定

RSAキーペアを作成し、RSAキーペアとAPICが登録しようとしているトラストポイントCA
を関連付けることによって、APICのアイデンティティ証明書を入手することができます。RSA
キーは APICによって暗号キーリングに保存されます。

APICソフトウェアでは、設定変更が可能なキーのサイズ（またはモジュラス）でRSAキーペ
アを作成できます。デフォルトのキーのサイズは 512です。また、RSAキーペアのラベルも
設定できます。デフォルトのキーラベルは、デバイスの完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

キーリングを作成または設定して SSL
証明書を保持します。

[no] crypto keyring {default |
keyring-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# crypto keyring myKeyring

RSAキーペアの再生を強制します。regen

例：

ステップ 3

apic1(config-keyring)# regen

公開キーと署名された情報を含んだ証明

書をインポートします。証明書データは

引用符で囲む必要があります。

[no] cert certificate-data

例：

apic1(config-keyring)# cert "-----BEGIN
CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....

ステップ 4

デバイスアイデンティティの信頼でき

るソースからのサードパーティ証明書を

設定します。

[no] tp certificate-name

例：

apic1(config-keyring)# tp myCertificate

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

証明書の秘密キーを作成します。[no] key key-data

例：

ステップ 6

apic1(config-keyring)# key
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

暗号キーの長さを設定します。[no] modulus {mod512 | mod1024 |
mod1536 | mod2048}

ステップ 7

例：

apic1(config-keyring)# modulus mod1024

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-keyring)# exit

例

この例では、キーリングを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# crypto keyring myKeyring
apic1(config-keyring)# cert "-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....
apic1(config-keyring)# tp myCertificate
apic1(config-keyring)# key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
apic1(config-keyring)# modulus mod1024
apic1(config-keyring)# exit

証明書署名要求の生成

証明書署名要求（CSR）は、デジタル ID証明書を申請するために申請者がCAに送信するメッ
セージです。CSRを作成する前に、申請者は、最初に秘密キーを守るキーペアを生成します。
CSRには、申請者が生成する公開キーなどの申請者を特定する情報が含まれています。対応す
る秘密キーは CSRに含まれていませんが、要求全体に対するデジタル署名を行うために使用
されます。

始める前に

証明書署名要求（CSR）を生成する前に、トラストポイントの認証局（CA）を設定し、キー
ペアを生成する必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

キーリングを作成または設定して SSL
証明書を保持します。

[no] crypto keyring {default |
keyring-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# crypto keyring default

このキーリングに対する証明書署名要

求を作成します。

csr

例：

ステップ 3

apic1(config-keyring)# csr

要求側デバイスの完全修飾ドメイン名

または識別名を設定します。名前には

最大 64文字を使用できます。

subj-name name

例：

apic1(config-csr)# subj-name
www.exampleCorp.com

ステップ 4

公開キーと署名された情報を含んだ証

明書をインポートします。証明書デー

タは引用符で囲む必要があります。

[no] cert certificate-data

例：

apic1(config-csr)# cert "-----BEGIN
CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....

ステップ 5

新しいパスワードを設定します。password

例：

ステップ 6

apic1(config-csr)# password
Enter password: c1$c0123
Enter password again: c1$c0123

組織の完全な正式名称を設定します。org-name

例：

ステップ 7

apic1(config-csr)# org-name
ExampleCorp

組織内の部門または部署の名前を設定

します。

org-unit-name

例：

ステップ 8

apic1(config-csr)# org-unit-name Sales

組織の担当者の電子メールアドレスを

設定します。

email

例：

ステップ 9

apic1(config-csr)# email
admin@exampleCorp.com
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目的コマンドまたはアクション

組織の市町村を設定します。locality city-name

例：

ステップ 10

apic1(config-csr)# locality SanJose

組織が所在する州や県を設定します。state state

例：

ステップ 11

apic1(config-csr)# state CA

組織の所在地の国を表す 2文字の ISO
コードを設定します。

country country-code

例：

ステップ 12

apic1(config-csr)# country US

キーリングコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 13

apic1(config-csr)# exit

例

次に、証明書署名要求（CSR）を生成する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# crypto keyring default
apic1(config-keyring)# csr
apic1(config-csr)# subj-name www.exampleCorp.com
apic1(config-csr)# cert "-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....
apic1(config-csr)# pwd c1$c0123
apic1(config-csr)# org-name ExampleCorp
apic1(config-csr)# org-unit-name Sales
apic1(config-csr)# email admin@exampleCorp.com
apic1(config-csr)# locality SanJose
apic1(config-csr)# state CA
apic1(config-csr)# country US
apic1(config-csr)# exit

次のタスク

CSRを CAに送信します。
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ウェブトークンの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

[no] crypto webtokenステップ 2

例：

apic1(config)# crypto webtoken

webtokenの最長有効期間を設定します。
範囲は 4～ 24時間です。

[no] max-validity-period hours

例：

ステップ 3

apic1(config-webtoken)#
max-validity-period 10

セッションレコードの更新を有効また

は無効にします。The session record flags
[no] session-record-flags csv-list

例：

ステップ 4

are specified as a comma-separated value list
apic1(config-webtoken)#
session-record-flags login,refresh of one or more of the following flags: login,

logout, and refresh.

ログインの更新を要求するまでの最大の

GUIアイドル継続時間を設定します。値
の範囲は 60～ 65525秒です。

[no] ui-idle-timeout-seconds seconds

例：

apic1(config-webtoken)#
ui-idle-timeout-seconds 120

ステップ 5

webtokenのタイムアウト間隔を設定し
ます。値の範囲は 600～ 9600秒です。

[no] webtoken-timeout-seconds seconds

例：

ステップ 6

apic1(config-webtoken)#
webtoken-timeout-seconds 1200

exitステップ 7

例：

apic1(config-webtoken)# exit

例

次に、webtokenを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# crypto webtoken
apic1(config-webtoken)# max-validity-period 10
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apic1(config-webtoken)# session-record-flags login,refresh
apic1(config-webtoken)# ui-idle-timeout-seconds 120
apic1(config-webtoken)# webtoken-timeout-seconds 1200

通信ポリシーの設定

HTTPポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

HTTPポリシーコンフィギュレーション
モードを開始します。

http

例：

ステップ 3

apic1(config-comm-policy)# http

HTTP通信サービスをイネーブルにしま
す。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-http)# admin-state-enable

Access-Control-Allow-Originヘッダーで
返す URLを指定します。

[no] allow-origin url

例：

ステップ 5

apic1(config-http)# allow-origin
www.example.com

HTTP通信サービスに使用するポートを
設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 6

apic1(config-http)# port 8080

HTTPリダイレクションをイネーブルに
します。

[no] redirect

例：

ステップ 7

apic1(config-http)# no redirect

追跡するHTTP要求の最大数を設定しま
す。指定できる範囲は0～10240です。

[no] request-status-count count

例：

ステップ 8
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-http)#
request-status-count 512

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-http)# exit

例

次に、HTTPサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# http
apic1(config-http)# admin-state-enable
apic1(config-http)# allow-origin www.example.com
apic1(config-http)# port 8080
apic1(config-http)# no redirect
apic1(config-http)# request-status-count 512
apic1(config-http)# exit

HTTPSポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

HTTPSポリシーコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

https

例：

ステップ 3

apic1(config-comm-policy)# https

HTTPS通信サービスをイネーブルにし
ます。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-https)# admin-state-enable
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目的コマンドまたはアクション

HTTPS通信サービスに使用するポート
を設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 5

apic1(config-https)# port 443

追跡する HTTPS要求の最大数を設定し
ます。指定できる範囲は 0～ 10240で
す。

[no] request-status-count count

例：

apic1(config-https)#
request-status-count 512

ステップ 6

カンマ区切りのリストでサポートされる

SSLプロトコルを指定します。The
options are TLSv1, TLSv1.1, and TLSv1.2.

[no] ssl-protocols {TLSv1 | TLSv1.1 |
TLSv1.2}

例：

ステップ 7

apic1(config-https)# ssl-protocols
TLSv1.1,TLSv1.2

HTTPSサーバの SSL証明書に使用する
キーリングを指定します。

[no] use-keyring keyring-name

例：

ステップ 8

apic1(config-https)# use-keyring
myKeyRing

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-https)# exit

例

次に、HTTPSサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# https
apic1(config-https)# admin-state-enable
apic1(config-https)# port 443
apic1(config-https)# request-status-count 512
apic1(config-https)# ssl-protocols TLSv1.1,TLSv1.2
apic1(config-https)# use-keyring myKeyRing
apic1(config-https)# exit
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SSHポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

SSHポリシーコンフィギュレーション
モードを開始します。

ssh-service

例：

ステップ 3

apic1(comm-policy)# ssh-service

HTTP通信サービスをイネーブルにしま
す。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-ssh-service)#
admin-state-enable

SSH通信サービスに使用するポートを
設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 5

apic1(config-ssh-service)# port 22

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-ssh-service)# exit

例

次に、SSHサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# ssh-service
apic1(config-ssh-service)# admin-state-enable
apic1(config-ssh-service)# port 22
apic1(config-ssh-service)# exit
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Telnetポリシーの設定

始める前に

Telnet通信を可能にするには、Telnetトラフィック（通常、TCPおよび UDPポート 23上）を
許可するアウトオブバンドコントラクトを設定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

Telnetポリシーコンフィギュレーション
モードを開始します。

telnet

例：

ステップ 3

apic1(config-comm-policy)# telnet

Telnet通信サービスをイネーブルにしま
す。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-telnet)#
admin-state-enable

Telnet通信サービスに使用するポートを
設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 5

apic1(config-telnet)# port 23

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-telnet)# exit

例

次に、Telnetサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# telnet
apic1(config-telnet)# admin-state-enable
apic1(config-telnet)# port 23
apic1(config-telnet)# exit

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
416

セキュリティの設定

Telnetポリシーの設定



AES暗号化の設定
Cisco APICリリース 1.1(2)以降、APIC設定ファイルのセキュアなプロパティは、AES-256暗
号化を有効にすることで暗号化できます。AES暗号化はグローバル設定オプションです。すべ
てのセキュアプロパティは AES構成設定に従っています。テナント設定などの ACIファブ
リック設定のサブセットを AES暗号化を使用してエクスポートするが、ファブリック設定の
残りの部分は暗号化しないということはできません。セキュアなプロパティのリストについて

は、『Cisco Application Centric Infrastructure Fundamentals』の「Appendix K: Secure Properties」
を参照してください。

APICはAES-256キーを生成する 16～ 32文字パスフレーズを使用します。APIC GUIは、AES
パスフレーズのハッシュを表示します。このハッシュは、同じパスフレーズが2つのACIファ
ブリックに使用されているかどうかを確認するために使用することができます。このハッシュ

をクライアントコンピュータにコピーして、別の ACIファブリックのパスフレーズハッシュ
と比較できます。これにより、それらのハッシュが同じパスフレーズを使用して生成されたか

どうかを確認できます。ハッシュを使用して、元のパスフレーズまたはAES-256キーを再構築
することはできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

AESコンフィギュレーションモードを
開始します。

crypto aes

例：

ステップ 2

apic1(config)# crypto aes

既存の AES暗号化キーを削除します。（任意） clear-encryption-key

例：

ステップ 3

apic1(config-aes)# clear-encryption-key

AES暗号化のパスフレーズを指定しま
す。パスフレーズは、16～ 32文字で、

passphrase

例：

ステップ 4

引用符で囲む必要があります。セキュリ
apic1(config-aes)# passphrase
Enter passphrase: "This is my ティを向上させる、パスフレーズの入力

は、インタラクティブです。passphrase"
Enter passphrase again: "This is my
passphrase"

AES暗号化をイネーブル（またはディ
セーブル）にします。

[no] encryption

例：

ステップ 5

apic1(config-aes)# encryption
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例

この例では、AES暗号化を有効にする方法およびパスフレーズを設定する方法を示し
ます。

apic1# configure
apic1(config)# crypto aes
apic1(config-aes)# clear-encryption-key
apic1(config-aes)# passphrase "This is my passphrase"
apic1(config-aes)# encryption

ファブリックセキュアモードの設定
ファブリックセキュアモードでは、ファブリック機器に物理的にアクセスできるユーザが管

理者による手動の認証を受けずにファブリックにスイッチまたは APICコントローラを追加す
るのを防止できます。Cisco APICリリース 1.2(1x)以降、ファームウェアでは、ファブリック
のスイッチとコントローラに有効なシスコデジタル署名付き証明書と関連付けられた有効なシ

リアル番号があることを確認します。この検証は、このリリースへのアップグレード時、また

はファブリックの最初のインストール時に行われます。この機能のデフォルト設定は、非制限

モードです。既存のファブリックは、リリース 1.2(1)へのアップグレード後も継続して実行さ
れます。ファブリック全体のアクセス権限を持つ管理者は、ストリクトモードを有効にする必

要があります。

非制限モード（デフォルト）は次のように動作します。

• 1つ以上のスイッチに無効な証明書がある場合でも既存のファブリックは正常に動作する
ことができます。

•シリアル番号に基づく認証は適用されません。

•自動検出されたコントローラとスイッチはシリアル番号の認証を適用せずにファブリック
に参加することができます。

ストリクトモードは次のように動作します。

•有効なシスコシリアル番号および SSL証明書を持つスイッチのみが許可されます。

•シリアル番号に基づく認証が適用されます。

•コントローラとスイッチがファブリックに参加するには管理者が手動で承認する必要があ
ります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファブリックセキュリティモードを指

定します。

system fabric-security-mode {permissive
| strict}

例：

ステップ 2

apic1(config)# system
fabric-security-mode strict

ストリクトモードで、コントローラの

ファブリックへの参加を承認または拒否

します。

system controller-id controller-id {approve
| reject}

例：

ステップ 3

apic1(config)# system controller-id
FCH1750V025 approve

例

次に、ファブリックセキュリティモードをストリクトに変更する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# system fabric-security-mode strict

次に、ストリクトモードが設定されているときにコントローラのファブリックへの参

加を承認する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# system controller-id FCH1750V025 approve

COOP認証の設定

COOP認証について
マッピング情報（ロケーションおよび ID）をスパインプロキシに伝達するために、Council of
Oracles Protocol（COOP）を使用します。リーフスイッチは、ZeroMQ（Zero Message Queueま
たはZMQ）を使用してエンドポイントアドレス情報をスパインに転送します。スパインノー
ドで実行している COOPによって、すべてのスパインノードが一貫性のあるエンドポイント
アドレスとロケーション情報のコピーを維持することができ、さらに、ロケーションマッピン
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グデータベースに対するエンドポイント IDの分散ハッシュテーブル（DHT）レポジトリを維
持することができます。

ユーザは COOP認証なしで任意の COOPメッセージを送信できますが、これはファブリック
ノードによって実行されます。Cisco APICリリース 2.0はMD5 TCPオプションを追加して
ZMQ TCP転送に認証と整合性の保護を提供します。次の 2つの認証モードがサポートされて
います。

• Compatible：COOPはメッセージの転送にMD5認証接続と非認証ZMQ接続の両方を許可
します。COOPデータパス通信は、セキュアな接続を介した転送を優先します。

• Strict：COOPはMD5認証済みの ZMQ接続のみを許可します。

COOPの認証タイプの設定を変更すると、次のように影響します。

•互換モードからストリクトモードに設定を変更すると、すべての非認証 ZMQ接続が切断
されます。

•ストリクトモードから互換モードに設定を変更すると、COOPはすぐに認証済みの ZMQ
接続と非認証の ZMQ接続の両方を許可するようになります。

COOP認証の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

COOPファブリックコンフィギュレー
ションモードを開始します。

coop-fabric

例：

ステップ 2

apic1(config)# coop-fabric

次のいずれかの COOP認証タイプを選
択します。

authentication type {compatible | strict}

例：

ステップ 3

• compatible：COOPはMD5認証
接続と非人称ZMQ接続を許可しま
す。

apic1(config-coop-fabric)#
authentication type compatible

• strict：MD5認証 ZMQ接続のみ
を許可します。
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例

次に、互換モードで COOP認証を設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# coop-fabric
apic1(config-coop-fabric# authentication type compatible

FIPSの設定

連邦情報処理標準（FIPS）について
連邦情報処理標準（FIPS）発行 140-2、暗号化モジュールのセキュリティ要件では、暗号化モ
ジュールの米国政府要件が詳述されています。FIPS 140-2では、暗号モジュールがハードウェ
ア、ソフトウェア、ファームウェア、または何らかの組み合わせのセットで、暗号機能または

プロセスを実装し、暗号アルゴリズムおよび任意のキー生成機能を含み、明確に定義された暗

号境界の内部に位置しなければならないと定義しています。

FIPSは特定の暗号アルゴリズムがセキュアであることを条件とするほか、ある暗号モジュール
が FIPS準拠であると称する場合は、どのアルゴリズムを使用すべきかも指定しています。

注意事項と制約事項

次の注意事項と制約事項に従ってください。

• FIPSを有効にすると、Cisco APIC全体に適用されます。

• Cisco APICソフトウェアのダウングレードを実行しているときに FIPSを最初に無効にす
る必要があります。

•パスワードは最小限 8文字の長さで作成してください。

• Telnetをディセーブルにします。ユーザのログインは SSHだけで行ってください。

• SSHサーバの RSA1キーペアすべてを削除してください。

• RADIUS/TACACS+によるリモート認証をディセーブルにしてください。ローカルとLDAP
ユーザのみを認証できます。

•セキュアシェル（SSH）および SNMPがサポートされます。

• SNMP v1およびv2をディセーブルにしてください。SNMPv3に対して設定された、スイッ
チ上の既存ユーザ-アカウントのいずれについても、認証およびプライバシー用 AES3は
SHAでのみ設定されていなければなりません。

•リリース 2.3(1x)で始まる、FIPSは、スイッチのレベルで設定できます。
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•リリース 3.1(1x)から始まる FIPsを有効にすると、NTPが FIPSモードの動作は、HMAC
SHA1による認証と認証なしで FIPSモード NTPをサポートしています。

NX-OSスタイル CLIを使用した Cisco APICの FIPS設定
FIPSを有効にすると、Cisco APIC全体に適用されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

FIPを有効にします。no fipsmode enable
コマンドにより FIPSが無効になりま
す。

fips mode enable

例：

apic1(config)# fips mode enable

ステップ 2

設定を完了するには再起動する必要があ

ります。モードを変更すると、設定を完

了するため必ず再起動する必要がありま

す。

コントロールプレーンポリシングの設定

CoPPの概要
コントロールプレーンポリシング（CoPP）はコントロールプレーンを保護し、それをデータ
プレーンから分離することによって、ネットワークの安定性、到達可能性、およびパケット配

信を保証します。

この機能により、コントロールプロセッサに到達可能な各プロトコルに対して、パラメータの

仕様でポリサーを使用したレート制限が可能になります。ポリシングは、ルータまたはレイヤ

3スイッチの IPアドレスのいずれかを宛先とするすべてのトラフィックに適用されます。ネッ
トワークデバイスへの一般的な攻撃ベクトルは、過剰なトラフィックがデバイスインターフェ

イスに転送されるサービス妨害（DoS）攻撃です。

Cisco ACIリーフ/スパインNX-OSは、DoS攻撃がパフォーマンスに影響しないようにするため
に CoPPを提供します。このような攻撃は誤って、または悪意を持って実行される場合があ
り、通常は、ACIリーフ/スパイン CPUのスーパーバイザモジュールまたは CPU自体に宛て
られた大量のトラフィックが含まれます。

ACIリーフ/スパインスイッチのスーパーバイザモジュールは、管理対象のトラフィックを次
の 2つの機能コンポーネント（プレーン）に分類します。
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•データプレーン：すべてのデータトラフィックを処理します。NX-OSデバイスの基本的
な機能は、インターフェイス間でパケットを転送することです。スイッチ自身に向けられ

たものでないパケットは、中継パケットと呼ばれます。データプレーンで処理されるのは

これらのパケットです。

•コントロールプレーン：ルーティングプロトコルのすべての制御トラフィックを処理し
ます。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）や Open Shortest Path First（OSPF）プロ
トコルなどのルーティングプロトコルは、デバイス間で制御パケットを送信します。これ

らのパケットはルータのアドレスを宛先とし、コントロールプレーンパケットと呼ばれ

ます。

ACIリーフ/スパインスーパーバイザモジュールはコントロールプレーンを所有しており、
ネットワークの動作に重要です。スーパーバイザモジュールの動作が途絶したり、スーパーバ

イザモジュールが攻撃されたりすると、重大なネットワークの停止につながります。たとえば

スーパーバイザに過剰なトラフィックが加わると、スーパーバイザモジュールが過負荷にな

り、Cisco ACIファブリック全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。またたとえ
ば、ACIリーフ/スパインスーパーバイザモジュールに対する DoS攻撃は、コントロールプ
レーンに対して非常に高速に IPトラフィックストリームを生成することがあります。これに
より、コントロールプレーンは、これらのパケットを処理するために大量の時間を費やしてし

まい、本来のトラフィックを処理できなくなります。

次に、DoS攻撃の例を示します。

•インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）エコー要求

• IPフラグメント

• TCP SYNフラッディング

これらの攻撃によりデバイスのパフォーマンスが影響を受け、次のようなマイナスの結果をも

たらします。

•サービス品質の低下（音声、ビデオ、または重要なアプリケーショントラフィックの低下
など）

•ルートプロセッサまたはスイッチプロセッサの高い CPU使用率

•ルーティングプロトコルのアップデートまたはキープアライブの消失によるルートフラッ
プ

•メモリやバッファなどのプロセッサリソースの枯渇

•着信パケットの無差別のドロップ

ACIリーフ/スパインは、デフォルト設定でCoPPによって保護されているデフォルトです。こ
の機能では、顧客のニーズに基づいてノードのグループにパラメータを調整できます。

（注）
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コントロールプレーン保護

コントロールプレーンを保護するために、ACIリーフ/スパインで実行している Cisco NX-OS
でコントロールプレーンに向かうさまざまなパケットを異なるクラスに分離します。クラスの

識別が終わると、Cisco NX-OSデバイスはパケットをポリシングします。これにより、スー
パーバイザモジュールに過剰な負担がかからないようになります。

コントロールプレーンのパケットタイプ:

コントロールプレーンには、次のような異なるタイプのパケットが到達します。

•受信パケット：ルータの宛先アドレスを持つパケット。宛先アドレスには、レイヤ2アド
レス（ルータMACアドレスなど）やレイヤ 3アドレス（ルータインターフェイスの IP
アドレスなど）があります。これらのパケットには、ルータアップデートとキープアライ

ブメッセージも含まれます。ルータが使用するマルチキャストアドレス宛てに送信され

るマルチキャストパケットも、このカテゴリに入ります。

•例外パケット：スーパーバイザモジュールによる特殊な処理を必要とするパケット。たと
えば、宛先アドレスがForwarding Information Base（FIB;転送情報ベース）に存在せず、結
果としてミスとなった場合は、スーパーバイザモジュールが送信側に到達不能パケットを

返します。他には、IPオプションがセットされたパケットもあります。

•リダイレクトパケット：スーパーバイザモジュールにリダイレクトされるパケット。ダ
イナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）スヌーピングやダイナ
ミックアドレス解決プロトコル（ARP）インスペクションなどの機能は、パケットをスー
パーバイザモジュールにリダイレクトします。

•収集パケット：宛先 IPアドレスのレイヤ 2 MACアドレスが FIBに存在していない場合
は、スーパーバイザモジュールがパケットを受信し、ARP要求をそのホストに送信しま
す。

これらのさまざまなパケットはすべて、コントロールプレーンへの悪意ある攻撃に利用され、

Cisco ACIファブリックに過剰な負荷をかける可能性があります。CoPPは、これらのパケット
を異なるクラスに分類し、これらのパケットを ACIリーフ/スパインスーパーバイザが受信す
る速度を個別に制御するメカニズムを提供します。

CoPPの分類：

効果的に保護するために、ACIリーフ/スパインNX-OSはスーパーバイザモジュールに到達す
るパケットを分類して、パケットタイプに基づいた異なるレート制御ポリシーを適用できるよ

うにします。たとえば、Helloメッセージなどのプロトコルパケットには厳格さを緩め、IPオ
プションがセットされているためにスーパーバイザモジュールに送信されるパケットには厳格

さを強めることが考えられます。

レート制御メカニズム：

パケットの分類が終わると、ACIリーフ/スパインNX-OSにはスーパーバイザモジュールに到
達するパケットのレートを制御するメカニズムがあります。

ポリシングには、次のパラメータを設定できます。
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•認定情報速度（CIR）：リンクレートをビットレートまたはパーセンテージで指定した、
目的の帯域幅。

•認定バースト（BC）：指定した時間枠内に CIRを超過する可能性があるが、スケジュー
リングには影響を与えないトラフィックバーストのサイズ。

デフォルトのポリシングポリシー：

Cisco ACIリーフ/スパインブートアップがある場合は、プラットフォーム設定事前定義された
CoPPパラメータのさまざまなプロトコルが Ciscoによって実行テストに基づいています。

CoPPの注意事項と制約事項
CoPPに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•最初に strictデフォルトCoPPポリシーを使用し、後で、データセンターおよびアプリケー
ションの要件に基づいて CoPPポリシーを変更することを推奨します。

• CoPPのカスタマイズは継続的なプロセスです。CoPPを設定するときには、特定の環境で
使用されるプロトコルや機能に加えて、サーバ環境に必要なスーパーバイザ機能を考慮す

る必要があります。これらのプロトコルや機能が変更されたら、CoPPを変更する必要が
あります。

• CoPPを継続的にモニタすることを推奨します。ドロップが発生した場合は、CoPPがトラ
フィックを誤ってドロップしたのか、または誤動作や攻撃に応答してドロップしたのかを

判定してください。いずれの場合も、状況を分析し、CoPPポリシーを変更する必要を評
価します。

• CoPPポリシーによって、ルーティングプロトコルなどのクリティカルなトラフィック、
またはデバイスへのインタラクティブなアクセスがフィルタリングされないように注意し

てください。このトラフィックをフィルタリングすると、Cisco ACIリーフ/スパインへの
リモートアクセスが禁止され、コンソール接続が必要となる場合があります。

• APIC UIを使用して、CoPPパラメータを調整することができます。

•プロトコルごとの各インターフェイスはリーフスイッチでのみサポートされています。

•プロトコルごとの各インターフェイスで FEXポートはサポートされていません。

•プロトコルごとの各インターフェイスでサポートされているプロトコルは、ARP、ICMP、
CDP、LLDP、LACP、BGP、STP、BFD、および OSPFです。

•プロトコルごとの各インターフェイスの最大の TCAMエントリは 256です。しきい値を
超過すると、障害が発生します。
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Cisco NX-OS CLIを使用した CoPPの設定

手順

ステップ 1 CoPPリーフプロファイルを設定します。

例：

# configure copp Leaf Profile
apic1(config)# policy-map type control-plane-leaf leafProfile
apic1(config-pmap-copp-leaf)# profile-type custom
apic1(config-pmap-copp-leaf)# set arpRate 786
# create a policy group to be applied on leaves
apic1(config)# template leaf-policy-group coppForLeaves
apic1(config-leaf-policy-group)# copp-aggr leafProfile
apic1(config-leaf-policy-group)# exit
# apply the leaves policy group on leaves
apic1(config)# leaf-profile applyCopp
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group applyCopp
apic1(config-leaf-group)# leaf 101-102
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group coppForLeaves

ステップ 2 CoPPスパインプロファイルを設定します。

例：

# configure copp Spine Profile
apic1(config)# policy-map type control-plane-spine spineProfile
apic1(config-pmap-copp-spine)# profile-type custom
apic1(config-pmap-copp-spine)# set arpRate 786
# create a policy group to be applied on spines
apic1(config)# template leaf-policy-group coppForSpines
apic1(config-spine-policy-group)# copp-aggr spineProfile
apic1(config-spine-policy-group)# exit
# apply the spine policy group on spines
apic1(config)# spine-profile applyCopp
apic1(config-spine-profile)# spine-group applyCopp
apic1(config-spine-group)# spine 201-202
apic1(config-spine-group)# spine-policy-group coppForSpines

NX-OSスタイル CLIを使用するプロトコル CoPPポリシーごとのイン
ターフェイスごとの設定

手順

ステップ 1 CoPPクラスマップおよびポリシーマップを定義します。

例：

(config)# policy-map type control-plane-if <name>
(config-pmap-copp)# protocol bgp bps <value>
(config-pmap-copp)# protocol ospf bps <value>
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ステップ 2 リーフのインターフェイスに設定を適用します。

例：

(config)# leaf 101
(config-leaf)# int eth 1/10
(config-leaf-if)# service-policy type control-plane-if output<name>

ファーストホップセキュリティの設定

ファーストホップセキュリティについて

ファーストホップセキュリティ（FHS）機能では、レイヤ2リンク上でより優れた IPv4と IPv6
のリンクセキュリティおよび管理が可能になります。サービスプロバイダ環境で、これらの

機能は重複アドレス検出（DAD）とアドレス解像度（AR）などのアドレス割り当てや派生操
作が、より緊密に制御可能です。

次のサポートされている FHS機能はプロトコルをセキュアにして、ファブリックリーフス
イッチにセキュアなエンドポイントデータベースを構築するのに役立ち、MIM攻撃や IPの盗
難などのセキュリティ盗難を軽減するために使用されます。

• ARP Inspection

• ND検査

• DHCP検査

• RAガード

• IPv4および Ipv6ソースガード

•トラスト制御

FHS機能は、次のセキュリティ対策を提供します。

•ロールの適用：信頼できない主催者が、そのロールの有効範囲を超えるメッセージを送信
することを防ぎます。

•バインディングの適用：アドレスの盗難を防止します。

• DoS攻撃の軽減対策：悪意あるエンドポイントを防ぎ、データベースが操作サービスを提
供することを停止するポイントにエンドポイントデータベースを成長させます。

•プロキシサービス：アドレス解決の効率を高めるため一部のプロキシサービスを提供し
ます。

FHS機能は、テナントブリッジドメイン（BD）ごとに有効になっています。ブリッジドメイ
ンとして、単一または複数のリーフスイッチで展開可能で、FHS脅威の制御と軽減のメカニ
ズムは単一のスイッチと複数のスイッチのシナリオにも対応できます。
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ACI FHSの導入
ほとんどの FHS機能はツーステップ傾向で設定されています。最初に機能の動作を説明する
ポリシーを定義し、次にこのポリシーを「ドメイン」に適用します（テナントブリッジドメ

インまたはテナントエンドポイントグループになる）。異なる動作を定義する別のポリシー

は、さまざまな交差ドメインに適用できます。特定のポリシーを使用する決定は、ポリシーを

適用するもっとも明確なドメインで行われます。

ポリシーのオプションは、[Tenant_name]>[Networking]>[Protocol Policies]>[First Hop Security]タ
ブの下にある Cisco APIC GUIから定義できます。

注意事項と制約事項

次の注意事項と制約事項に従ってください。

•リリース 3.1 (1)より、仮想エンドポイント（AVのみ）で FHSはサポートされています。

• EPGが VXLANカプセル化で展開されるとき、FHS機能はサポートされていません。

• [ダウン]状態のFHSバインディング表データベースでセキュリティ保護されたエンドポイ
ントエントリは、タイムアウトから 18時間後に消去されます。エントリが学習する前面
パネルポートがリンクダウンする場合、エントリは [ダウン]状態に移動します。この 18
時間ウィンドウの中で、エンドポイントが別のロケーションに移動し別のポートで確認さ

れる場合、エンドポイントが他のポートから到達可能な限り移行され、エントリはグレー

スフルに [ダウン]状態から [REACHABLE/STALE]に移行します。

• IP発信元ガードが有効な時、IP送信元アドレスとして Ipv6リンクローカルアドレスを使
用して供給される Ipv6トラフィックは、IP送信元ガード施行を受けません（例：送信元
MACの施行 <=> IP調査機能によりセキュリティ保護された送信元 IPバインディング）。
バインディングチェック障害に関係なく、デフォルトでこのトラフィックが許可されま

す。

• L3Outインターフェイスでは、FHSはサポートされていません。

• TORに基づいて N9K-M12PQでは FHSはサポートされていません。

• ACIマルチサイトの FHSはサイトのローカル機能であるため、APICクラスタからサイト
でのみ有効にできます。また、ACIマルチサイトの FHSは、BDや EPGがサイトローカ
ルであり、サイト上でストレッチしない場合にのみ動作します。ストレッチ BDまたは
EPGの FHSセキュリティを有効にすることはできません。

•レイヤ 2専用ブリッジドメインでは、FHSはサポートされていません。

NX-OS CLIを使用した FHSの設定

始める前に

•テナントとブリッジドメインが設定されています。
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手順

ステップ 1 configure

コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure

ステップ 2 FHSポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# tenant coke
apic1(config-tenant)# first-hop-security
apic1(config-tenant-fhs)# security-policy pol1
apic1(config-tenant-fhs-secpol)#
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# ip-inspection-admin-status enabled-both
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# source-guard-admin-status enabled-both
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# router-advertisement-guard-admin-status enabled
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# router-advertisement-guard
apic1(config-tenant-fhs-raguard)#
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# managed-config-check
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# managed-config-flag
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# other-config-check
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# other-config-flag
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# maximum-router-preference low
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# minimum-hop-limit 10
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# maximum-hop-limit 100
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# exit
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# exit
apic1(config-tenant-fhs)# trust-control tcpol1
pic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# arp
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# dhcpv4-server
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# dhcpv6-server
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# ipv6-router
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# router-advertisement
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# neighbor-discovery
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# exit
apic1(config-tenant-fhs)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# first-hop-security security-policy pol1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# application ap1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# first-hop-security trust-control tcpol1

ステップ 3 FHSの設定例を示します。

例：

leaf4# show fhs bt all

Legend:
TR : trusted-access UNRES : unresolved Age
: Age since creation
UNTR : untrusted-access UNDTR : undetermined-trust CRTNG

: creating
UNKNW : unknown TENTV : tentative INV
: invalid
NDP : Neighbor Discovery Protocol STA : static-authenticated REACH
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: reachable
INCMP : incomplete VERFY : verify INTF

: Interface
TimeLeft : Remaining time since last refresh LM : lla-mac-match DHCP

: dhcp-assigned

EPG-Mode:
U : unknown M : mac V : vlan I : ip

BD-VNID BD-Vlan BD-Name
15630220 3 t0:bd200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Origin | IP | MAC | INTF | EPG(sclass)(mode) | Trust-lvl
| State | Age | TimeLeft |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ARP | 192.0.200.12 | D0:72:DC:A0:3D:4F | eth1/1 | epg300(49154)(V) | LM,TR
| STALE | 00:04:49 | 18:08:13 |
| ARP | 172.29.205.232 | D0:72:DC:A0:3D:4F | eth1/1 | epg300(49154)(V) | LM,TR
| STALE | 00:03:55 | 18:08:21 |
| ARP | 192.0.200.21 | D0:72:DC:A0:3D:4F | eth1/1 | epg300(49154)(V) | LM,TR
| REACH | 00:03:36 | 00:00:02 |
| LOCAL | 192.0.200.1 | 00:22:BD:F8:19:FF | vlan3 | LOCAL(16387)(I) | STA
| REACH | 04:49:41 | N/A |
| LOCAL | fe80::200 | 00:22:BD:F8:19:FF | vlan3 | LOCAL(16387)(I) | STA
| REACH | 04:49:40 | N/A |
| LOCAL | 2001:0:0:200::1 | 00:22:BD:F8:19:FF | vlan3 | LOCAL(16387)(I) | STA
| REACH | 04:49:39 | N/A |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ステップ 4 さまざまなタイプと理由の例とともに違反を表示します。

例：

leaf4# show fhs violations all

Violation-Type:
POL : policy THR : address-theft-remote
ROLE : role TH : address-theft
INT : internal

Violation-Reason:
IP-MAC-TH : ip-mac-theft OCFG_CHK : ra-other-cfg-check-fail
ANC-COL : anchor-collision
PRF-LVL-CHK : ra-rtr-pref-level-check-fail INT-ERR : internal-error
TRUST-CHK : trust-check-fail
SRV-ROL-CHK : srv-role-check-fail ST-EP-COL : static-ep-collision
LCL-EP-COL : local-ep-collision
MAC-TH : mac-theft EP-LIM : ep-limit-reached
MCFG-CHK : ra-managed-cfg-check-fail
HOP-LMT-CHK : ra-hoplimit-check-fail MOV-COL : competing-move-collision
RTR-ROL-CHK : rtr-role-check-fail
IP-TH : ip-theft

EPG-Mode:
U : unknown M : mac V : vlan I : ip

BD-VNID BD-Vlan BD-Name
15630220 3 t0:bd200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Type | Last-Reason | Proto | IP | MAC | Port |
EPG(sclass)(mode) | Count |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| THR | IP-TH | ARP | 192.0.200.21 | D0:72:DC:A0:3D:4F | tunnel5 |
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epg300(49154)(V) | 21 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Table Count: 1

ステップ 5 FHS設定の表示:

例：

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security binding-table

Pod/Node Type Family IP Address MAC Address Interface Level
State

-------- ------ ------ -------------------- ----------------- ------------
--------------- -----
1/102 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/102 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/102 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/101 arp ipv4 192.0.200.23 D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match stale

,untrusted-
access

1/101 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-
reach

authenticated able
1/101 nd ipv6 fe80::d272:dcff:fea0 D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match reach

:261
,untrusted- able

access
1/101 nd ipv6 2001:0:0:200::20 D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match stale

,untrusted-
access

1/101 nd ipv6 2001::200:d272:dcff: D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match stale

fea0:261
,untrusted-

access
1/101 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/101 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/103 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/103 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach
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authenticated able
1/103 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/104 arp ipv4 192.0.200.10 F8:72:EA:AD:C4:7C eth1/1
lla-mac-match stale

,trusted-access
1/104 arp ipv4 172.29.207.222 D0:72:DC:A0:3D:4C eth1/1
lla-mac-match stale

,trusted-access
1/104 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/104 nd ipv6 fe80::fa72:eaff:fead F8:72:EA:AD:C4:7C eth1/1
lla-mac-match stale

:c47c
,trusted-access
1/104 nd ipv6 2001:0:0:200::10 F8:72:EA:AD:C4:7C eth1/1
lla-mac-match stale

,trusted-access
1/104 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/104 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able

Pod/Node Type IP Address Creation TS Last Refresh TS
Lease Period

-------- ------ -------------------- -----------------------------
----------------------------- ------------
1/102 local 192.0.200.1 2017-07-20T04:22:38.000+00:00
2017-07-20T04:22:38.000+00:00
1/102 local fe80::200 2017-07-20T04:22:56.000+00:00
2017-07-20T04:22:56.000+00:00
1/102 local 2001:0:0:200::1 2017-07-20T04:22:57.000+00:00
2017-07-20T04:22:57.000+00:00
1/101 arp 192.0.200.23 2017-07-27T10:55:20.000+00:00
2017-07-27T16:07:24.000+00:00
1/101 local 192.0.200.1 2017-07-27T10:48:09.000+00:00
2017-07-27T10:48:09.000+00:00
1/101 nd fe80::d272:dcff:fea0 2017-07-27T10:52:16.000+00:00
2017-07-27T16:04:29.000+00:00

:261
1/101 nd 2001:0:0:200::20 2017-07-27T10:57:32.000+00:00
2017-07-27T16:07:24.000+00:00
1/101 nd 2001::200:d272:dcff: 2017-07-27T11:21:45.000+00:00
2017-07-27T16:07:24.000+00:00

fea0:261
1/101 local fe80::200 2017-07-27T10:48:10.000+00:00
2017-07-27T10:48:10.000+00:00
1/101 local 2001:0:0:200::1 2017-07-27T10:48:11.000+00:00
2017-07-27T10:48:11.000+00:00
1/103 local 192.0.200.1 2017-07-26T22:03:56.000+00:00
2017-07-26T22:03:56.000+00:00
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1/103 local fe80::200 2017-07-26T22:03:57.000+00:00
2017-07-26T22:03:57.000+00:00
1/103 local 2001:0:0:200::1 2017-07-26T22:03:58.000+00:00
2017-07-26T22:03:58.000+00:00
1/104 arp 192.0.200.10 2017-07-27T11:21:13.000+00:00
2017-07-27T16:05:48.000+00:00
1/104 arp 172.29.207.222 2017-07-27T11:54:48.000+00:00
2017-07-27T16:06:38.000+00:00
1/104 local 192.0.200.1 2017-07-27T10:49:13.000+00:00
2017-07-27T10:49:13.000+00:00
1/104 nd fe80::fa72:eaff:fead 2017-07-27T11:21:13.000+00:00
2017-07-27T16:06:43.000+00:00

:c47c
1/104 nd 2001:0:0:200::10 2017-07-27T11:21:13.000+00:00
2017-07-27T16:06:19.000+00:00
1/104 local fe80::200 2017-07-27T10:49:14.000+00:00
2017-07-27T10:49:14.000+00:00
1/104 local 2001:0:0:200::1 2017-07-27T10:49:15.000+00:00
2017-07-27T10:49:15.000+00:00

swtb23-ifc1#

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security statistics arp
Pod/Node : 1/101
Request Received : 4
Request Switched : 2
Request Dropped : 2
Reply Received : 257
Reply Switched : 257
Reply Dropped : 0

Pod/Node : 1/104
Request Received : 6
Request Switched : 6
Request Dropped : 0
Reply Received : 954
Reply Switched : 954
Reply Dropped : 0

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security statistics dhcpv4
Pod/Node : 1/102
Discovery Received : 5
Discovery Switched : 5
Discovery Dropped : 0
Offer Received : 0
Offer Switched : 0
Offer Dropped : 0
Request Received : 0
Request Switched : 0
Request Dropped : 0
Ack Received : 0
Ack Switched : 0
Ack Dropped : 0
Nack Received : 0
Nack Switched : 0
Nack Dropped : 0
Decline Received : 0
Decline Switched : 0
Decline Dropped : 0
Release Received : 0
Release Switched : 0
Release Dropped : 0
Information Received : 0
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Information Switched : 0
Information Dropped : 0
Lease Query Received : 0
Lease Query Switched : 0
Lease Query Dropped : 0
Lease Active Received : 0
Lease Active Switched : 0
Lease Active Dropped : 0
Lease Unassignment Received : 0
Lease Unassignment Switched : 0
Lease Unassignment Dropped : 0
Lease Unknown Received : 0
Lease Unknown Switched : 0
Lease Unknown Dropped : 0

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security statistics
neighbor-discovery
Pod/Node : 1/101
Neighbor Solicitation Received : 125
Neighbor Solicitation Switched : 121
Neighbor Solicitation Dropped : 4
Neighbor Advertisement Received : 519
Neighbor Advertisement Switched : 519
Neighbor Advertisement Drop : 0
Router Solicitation Received : 4
Router Solicitation Switched : 4
Router Solicitation Dropped : 0
Router Adv Received : 0
Router Adv Switched : 0
Router Adv Dropped : 0
Redirect Received : 0
Redirect Switched : 0
Redirect Dropped : 0

Pod/Node : 1/104
Neighbor Solicitation Received : 123
Neighbor Solicitation Switched : 47
Neighbor Solicitation Dropped : 76
Neighbor Advertisement Received : 252
Neighbor Advertisement Switched : 228
Neighbor Advertisement Drop : 24
Router Solicitation Received : 0
Router Solicitation Switched : 0
Router Solicitation Dropped : 0
Router Adv Received : 53
Router Adv Switched : 6
Router Adv Dropped : 47
Redirect Received : 0
Redirect Switched : 0
Redirect Dropped : 0
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802.1Xの設定

802.1Xの概要
802.1Xでは、クライアントサーバベースのアクセスコントロールと認証プロトコルを定義
し、許可されていないクライアントが公にアクセス可能なポートを経由して LANに接続する
のを規制します。認証サーバは、Cisco NX-OSデバイスのポートに接続されるクライアントを
個々に認証します。

802.1Xアクセスコントロールでは、クライアントが認証されるまで、そのクライアントが接
続しているポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）トラフィック
しか許可されません。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようにな

ります。

RADIUS分散クライアント/サーバシステムを使用すると、不正アクセスからネットワークを
保護できます。Cisco ACI実装では、RADIUSクライアントはToRで稼働し、すべてのユーザー
認証情報およびネットワークサービスアクセス情報が格納された中央の RADIUSサーバに認
証要求およびアカウンティング要求を送信します。

ホストサポート

802.1 X機能は、次のモードでポート上のトラフィックを制限できます。

•単一ホストモード：802.1Xポートで1台のエンドポイントデバイスのみからのトラフィッ
クが許可されます。エンドポイントデバイスが認証されると、APICはポートを許可状態
にします。エンドポイントデバイスがログオフすると、OSはポートを無許可状態に戻し
ます。802.1Xのセキュリティ違反とは、認証に成功して許可された単一のMACアドレス
とは異なるMACアドレスをソースとするフレームが検出された場合をいいます。このよ
うな場合、このセキュリティアソシエーション（SA）違反（他のMACアドレスからの
EAPOLフレーム）が検出されたインターフェイスはディセーブルにされます。シングル
ホストモードは、ホストツースイッチ型トポロジで 1台のホストがAPICのレイヤ 2ポー
ト（イーサネットアクセスポート）またはレイヤ 3ポート（ルーテッドポート）に接続
されている場合にだけ適用できます。

•複数のホストモード :ポートごとに複数のホストを使用できますが、最初の 1つだけが
認証されます。最初のホストの許可に成功すると、ポートは許可ステートに移行します。

ポートが許可ステートになると、後続のホストがネットワークアクセスの許可を受ける必

要はありません。再認証に失敗したり、または EAPOLログオフメッセージを受信して、
ポートが無許可ステートになった場合には、接続しているすべてのクライアントはネット

ワークアクセスを拒否されます。マルチホストモードでは、SA違反の発生時にインター
フェイスをシャットダウンする機能がディセーブルになります。このモードは、スイッチ

ツースイッチ型トポロジおよびホストツースイッチ型トポロジの両方に適用できます

•マルチ認証モード :複数のホストとすべてのホストを個別に認証を使用できます。
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各ホストには、同じ EPG/VLAN情報を必須です。（注）

•マルチドメインモード :別のデータおよび音声ドメイン。IP電話で使用します。

認証モード

ACI 802.1 xは次の認証モードをサポートしています。

• EAP：オーセンティケータは EAP-Request/Identityフレームをサプリカントに送信して識
別情報を要求します（通常、オーセンティケータは1つまたは複数の識別情報の要求のあ
とに、最初の Identity/Requestフレームを送信します）。サプリカントはフレームを受信す
ると、EAP-Response/Identityフレームで応答します。

• MAB：フォールバック認証モードとしてMAC認証バイパス（MAB）がサポートされて
います。MABにより、エンドポイントのMACアドレスを使用してポートベースのアク
セスコントロールが有効になります。MABが有効なポートは接続するデバイスのMAC
アドレスに基づいて、動的に有効または無効にできます。MABの前に、エンドポイント
の IDが不明であり、すべてのトラフィックがブロックされます。スイッチでは、単一の
パケットを検査して送信元MACアドレスを学習および認証します。MABが成功すると
エンドポイントの IDが判明し、エンドポイントからのすべてのトラフィックが許可され
ます。スイッチは送信元MACアドレスフィルタリングを実行し、MABの認証されたエ
ンドポイントのみがトラフィックの送信を許可されます。

注意事項と制約事項

802.1Xポートベースの認証には、次の設定に関する注意事項と制約事項があります。

• Cisco ACIが 802.1X認証をサポートするのは、物理ポート上だけです。

• Cisco ACIは、ポートチャネルまたはサブインターフェイスでは 802.1X認証をサポートし
ません。

• Cisco ACIは、ポートチャネルのメンバポートでは802.1X認証をサポートしますが、ポー
トチャネル自体ではサポートしません。

• 802.1X設定を含むメンバポートと含まないメンバポートはポートチャネルで共存できま
す。ただし、チャネリングと 802.1Xが連携して動作するためには、すべてのメンバポー
トで 802.1X設定を同一にする必要があります

• 802.1X認証を有効にした場合、サプリカントが認証されてから、イーサネットインター
フェイス上のレイヤ 2またはレイヤ 3のすべての機能が有効になります。

• 802.1 xはリーフシャーシでのみサポート EXまたは FXタイプことです。

• 802.1 xはサポートされているファブリックアクセスポートだけです。802.1Xはポート
チャネルまたは仮想ポートチャネルではサポートされていません。
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• IPv6は、dot1xクライアント 3.2(1)リリースではサポートされていません。

•特に特定のインターフェイス設定（ホストモードおよび認証タイプ）がそのリリースでサ
ポートされていない場合に以前のリリースにダウングレードすると、dot1x認証タイプは
デフォルトでなしになります。ホストモードは希望に応じて単一のホストか複数のホスト

のどちらかに手動で再設定する必要があります。これで、ユーザーがそのリリースでのみ

サポートされているモード/認証タイプを設定し、サポートされていないシナリオで実行
していないことを確認します。

•マルチ認証では、1音声クライアントと複数のデータクライアント（すべて同じデータ
vlan/epgに属する）をサポートします。

•障害 epg/vlanで 802.1x認証ポリシーのノードでは、必須の設定を示します。

•マルチドメインの方法より 1の音声およびデータが 1つのクライアントは、セキュリティ
が無効な状態で、ポートを配置します。

• 802.1の次のプラットフォームはサポートされていません x:

• N9K-C9396PX

• N9K-M12PQ

• N9K-C93128TX

• N9K-M12PQ

コンフィギュレーションの概要

APICで有効になっている場合にのみ、802.1 xおよび RADIUSプロセスが開始されます。内部
的にこれは、radiusエンティティの作成時に 802.1x Inst MOが作成され radiusプロセスが作成
されたときに、dot1xプロセスが開始されることを意味します。そのインターフェイスに接続
しているユーザーを認証するため、Dot1xベースの認証が各インターフェイスで有効になって
いる必要があります。そうでない場合、動作が変更されません。

RADIUSサーバの設定は、dot1x設定とは別に行われます。RADIUSの設定は、RADIUSサー
バのリストとそれらに到達する方法を定義します。Dot1x設定には、認証に使用する RADIUS
グループ（またはデフォルトグループ）への参照が含まれています。

802.1 xおよび RADIUSの設定の両方ともが正常に認証が行われる必要があります。設定の順
序は重要ではありませんが、RADIUS設定がない場合は、802.1 x認証は正常に行われません。

NX-OSスタイル CLIを使用した 802.1 xノード認証の設定

手順

ステップ 1 Radius認証グループを設定します。

例：
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apic1# configure
apic1(config)#
apic1(config)# aaa group server radius myradiusgrp
apic1(config-radius)#server 192.168.0.100 priority 1
apic1(config-radius)#exit

ステップ 2 ノードレベルポート認証ポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# policy-map type port-authentication mydot1x
apic1(config-pmap-port-authentication)#radius-provider-group myradiusgrp
apic1(config-pmap-port-authentication)#fail-auth-vlan 2001
apic1(config-pmap-port-authentication)#fail-auth-epg tenant tn1 application ap1 epg
epg256
apic1(config)# exit

ステップ 3 ポリシーグループを設定し、グループ内でポート認証ポリシーを指定します。

例：

apic1(config)#template leaf-policy-group lpg2
apic1(config-leaf-policy-group)# port-authentication mydot1x
apic1(config-leaf-policy-group)#exit

ステップ 4 リーフスイッチプロファイルを設定します。

例：

apic1(config)# leaf-profile mylp2
apic1(config-leaf-profile)#leaf-group mylg2
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group lpg2
apic1(config-leaf-group)#exit

NX-OSスタイル CLIを使用した 802.1xポート認証の設定

手順

ステップ 1 ポリシーグループを設定します。

例：

apic1# configure
apic1(config)#
apic1(config)# template policy-group mypol
apic1(config-pol-grp-if)# switchport port-authentication mydot1x
apic1(config-port-authentication)# host-mode multi-host
apic1(config-port-authentication)# no shutdown
apic1(config-port-authentication)# exit
apic1(config-pol-grp-if)# exit

ステップ 2 リーフインターフェイスポリシーを設定します。

例：
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apic1(config)#
apic1(config)#leaf-interface-profile myprofile
apic1(config-leaf-if-profile)#leaf-interface-group mygroup
apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/10-12
apic1(config-leaf-if-group)# policy-group mypol
apic1(config-leaf-if-group)# exit
apic1(config-leaf-if-profile)# exit

ステップ 3 リーフプロファイルを設定します。

例：

apic1(config)#
apic1(config)# leaf-profile myleafprofile
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group myleafgrp
apic1(config-leaf-group)# leaf 101
apic1(config-leaf-group)# exit

ステップ 4 リーフスイッチプロファイルにインターフェイスポリシーを適用します。

例：

apic1(config-leaf-profile)# leaf-interface-profile myprofile
apic1(config-leaf-group)# exit
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第 11 章

エニーキャストサービスの設定

この章は、次の項で構成されています。

•エニーキャストサービスについて（441ページ）
• NX-OSスタイル CLIを使用したエニーキャストサービスの設定（443ページ）

エニーキャストサービスについて
エニーキャストサービスは、Cisco ACIファブリックでサポートされます。Typical use(典型的
な事例、一般的な使用)ケースは、multipodファブリックのポッドのCisco適応型セキュリティ
アプライアンス（ASA）ファイアウォールをサポートするためいても、他の DNSサーバなど
のサービスまたは印刷サービスを有効にするエニーキャストを使用することもできます。ASA
で使用例、ポッドごとに、ファイアウォールがインストールされているおよびエニーキャスト

サービスとして、ファイアウォールを提供できるように、エニーキャストが有効にします。下

方向にファイアウォールの1つのインスタンスでは、インスタンスが使用可能な最も近い、次
に、要求がルーティングされるよう、クライアントは影響しません。エニーキャストを有効に

する各ポッドで ASAファイアウォールをインストールし、IPアドレスと使用されるMACア
ドレスを設定します。

エニーキャストは、(たとえば、N9K-C93180LC-EX) EXで終了する名前と Cisco Nexus 9000シ
リーズスイッチでサポートされている以降です。

エニーキャスト設定できますアプリケーション Epgでまたはレイヤ 7サービスにレイヤ 4 (付
きまたはポリシーベースリダイレクト (PBR)なし)。

最大 2000年エニーキャストサービスは、ファブリックあたりサポートされます。

サービスノードは、ポリシーが適用される場所ポッドでエニーキャストサービスで使用され

ます。

APICは、VRFが展開されている、またはエニーキャストEPGを許可する契約がリーフスイッ
チにエニーキャストMACおよび IPアドレスの設定を展開します。

最初に、各リーフスイッチは、スパインスイッチへのプロキシルートとしてエニーキャスト

MACおよび IPアドレスをインストールします。エニーキャストサービスから最初のパケッ
トを受信すると、サービスがインストールされているの背後にあるリーフスイッチで、サービ

スの接続先の情報がインストールされます。その他のすべてのリーフスイッチは、スパイン
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プロキシを指すように進みます。学習すると、エニーキャストサービスがされて、ポッドの

リーフの背後にある COOPポッドへのローカルサービスを指すスパインスイッチで、エント
リをインストールします。

エニーキャストサービスは、1つのポッドで実行されている、スパインは BGP EVPNを介し
てポッドに存在するエニーキャストサービスのルート情報を受信します。エニーキャスト

サービスがすでにある場合 COOPリモートポッドのエニーキャストサービス情報のキャッ
シュをローカルに存在します。ローカルサービスのインスタンスがダウンすると、リモート

ポッドを介してこのルートはのみインストールされます。

エニーキャストサービスは、次の機能とオプションではサポートされていません。

• Multi-Site management

•リモートのリーフスイッチ

•アクティブ/スタンバイリレーションシップ内の 2つのファイアウォール (このシナリオ
では、エニーキャストサービスがアクティブで 1つだけのポッドとアクティブなサービ
スを使用して、すべてのトラフィックが送信される)

• 2つのポートチャネル (Pc)に導入されるファイアウォール

•冗長リンクの 1台の PCに導入されるファイアウォール

• ECMP

•対称ポリシーベースのリダイレクト

•ポッドの ID認識リダイレクション

• IP SLA Monitoring Policies

•リダイレクトヘルスグループ

• DADエニーキャスト IPv6アドレスを使用するの外部デバイスで有効になっています。

•リモート IPアドレス学習の IPアドレスを防ぐために、サービスのインスタンスを通過す
るエニーキャストサービスMACおよび IPアドレスのリモートの学習がオフです。

• L3Outsの背後にあるエニーキャストサービス

•エニーキャストアドレスと、既存の静的なエンドポイントのMACおよび IPアドレスを
使用します。

既存の静的なエンドポイントのアドレスを使用して、エニーキャストMACおよび IPアドレ
スを設定すると設定は、スイッチに、APICからプッシュし、障害を生成できませんが、スイッ
チでは、ハードウェアにエニーキャストアドレスをインストールしません。スタティックエ

ンドポイントを削除すると、問題が解決しないしません。スタティックのエンドポイントとエ

ニーキャスト設定の両方を削除し、エニーキャストアドレスを再設定する必要があります。

（注）
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NX-OSスタイル CLIを使用したエニーキャストサービス
の設定

次の例では、NX-OSスタイル CLIを使用して、3つの方法でエニーキャストサービスを設定
する方法を示します。

• EPGの背後

•ポリシーベースリダイレクト（PBR）とレイヤ 4～レイヤ 7サービスグラフの一部

•レイヤ 7サービスグラフ PBRせずにレイヤ 4の一部として

始める前に

•テナント、アプリケーションプロファイル、アプリケーションEPGが作成されています。

•ノードグループポリシーと L3Outポリシーがすでに作成されています。

• Interpod Network（IPN）がすでに設定されています。

•マルチポッドが設定されています。

•各ポッドで、IPNへの接続に使用されるスパインスイッチは、少なくとも 1個のリーフ
スイッチに接続します。

• ASAファイアウォールは、各ポッドにインストールされます。

手順

ステップ 1 次のコマンドを使用して、EPGサブネットの背後にあるエニーキャストサービスを設定しま
す。

a) configure

コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure

b) tenant tenant-name

Creates a tenant if it does not exist or enters tenant configuration mode.

例：

apic1(config)# tenant anycast1-it

c) application app-name

Creates an application profile if it doesn't exist and enters application profile configuration mode.

例：
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apic1(config-tenant)# application AP0

d) epg epg-name

EPG configuration mode(設定モード、コンフィギュレーションモード)を開始し、存在しな
い場合は、EPGを作成します。

例：

apic1(config-tenant-app)# epg epg1

e) endpointip ip-addressanycast mac-address

ネットマスクおよびEPGの背後にあるエニーキャストサービスのMACアドレスでエニー
キャストの IPアドレスを設定します。エニーキャストサブネットは、/32または/128必須
ネットマスク。

例：

apic1(config-tenant-app-epg)# endpoint ip 1.2.3.4/32 anycast 00:11:22:33:44:55

ステップ 2 次のコマンドを使用して、PBRをレイヤ 7サービスにレイヤ 4のエニーキャストを設定しま
す。

a) configure

コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure

b) tenant name

Creates a tenant if it does not exist or enters tenant configuration mode.
apic1(config)# tenant t1

c) svcredir-pol name

サービスリダイレクトポリシーモードを開始し、サービスリダイレクトポリシーを作成

します。

例：

apic1(config-tenant)# svcredir-pol N1Ext

d) anycast enable

サービスのリダイレクトポリシーのエニーキャストを有効にします。Use the no form of the
command to disable Anycast for the policy.

例：

apic1(svcredir-pol)# anycast enable

e) redir-dest ip-addr mac-addr

レイヤ 4 ~レイヤ 7サービスリダイレクトポリシーのエニーキャスト IPおよびMACア
ドレスを定義します。

例：

apic1(svcredir-pol)# redir-dest 2000::25 00:00:00:00:00:07
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ステップ 3 レイヤ 7サービス PBR、なしで、次のコマンドにレイヤ 4のエニーキャストを設定します。
a) configure

コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure

b) tenant name

Creates a tenant if it does not exist or enters tenant configuration mode.
apic1(config)# tenant t1

c) l4l7 graph connector-name contract name

コントラクトに関連付けられたレイヤ 4 ~レイヤ7サービスグラフを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# l4l7 graph WebGraph contract default

d) service device-cluster-name

デバイスのクラスタとサービスを定義します。

例：

apic1(config-graph)# service N1

e) connector name [cluster-interface cluster-interface-name]

コネクタ configuration mode(設定モード、コンフィギュレーションモード)を開始し、デバ
イスのクラスタインターフェイスを定義します。

例：

apic1(config-service)# connector provider

f) subnet-ip IP-addr_with_netmask subnet-ctrl no-default-gateway

エニーキャストの IPアドレスの定義 (/32とネットマスクおよびサブネット制御、noデ
フォルトゲートウェイ)。To remove it, use the no form of the command.

例：

apic1(config-connector)# subnet-ip 50.50.50.50/32 subnet-ctrl no-default-gateway

g) mac-address mac-address

エニーキャストのMACアドレスを定義します。To remove it, use the no form of the command.

例：

apic1(config-subnet-ip)# mac-address 00.00.00.00.00.50

例

次の例では、EPG1の背後にあるエニーキャストサービスで設定します。
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apic1# configure
apic1(config)# tenant anycast1-it
apic1(config-tenant)# application AP0
apic1(config-tenant-app)# epg epg-1
apic1(config-tenant-app-epg)# endpoint ip 1.2.3.4/32 anycast 00:11:22:33:44:55

次の例では、レイヤ 7サービスリダイレクトのポリシーにレイヤ 4でエニーキャスト
サービスで設定します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# svcredir-pol N1Ext
apic1(svcredir-pol)# anycast enable
apic1(svcredir-pol)# redir-dest 2000::25 00:00:00:00:00:07

次の例では、レイヤ 7サービス PBRせずにレイヤ 4でエニーキャストサービスで設
定します。

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# l4l7 graph WebGraph contract default
apic1(config-graph)# service N1
apic1(config-service)# connector provider
apic1(config-connector)# subnet-ip 50.50.50.50/32 subnet-ctrl no-default-gateway
apic1(config-subnet-ip)# mac-address 00.00.00.00.00.50
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第 12 章

VMMの設定

For information about configuring virtual machine management using the NX-OS style CLI for APIC,
see the『Cisco ACI Virtualization Guide』.
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第 13 章

Layer 4 - Layer 7サービスの設定

For information about configuring Layer 4 - Layer 7 services using the NX-OS style CLI for APIC, see
the『Cisco APICレイヤ 4～レイヤ 7サービス導入ガイド』.
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第 14 章

グローバルポリシーの設定

•グローバルポリシーについて（451ページ）
•アウトオブバンド管理 NTPの設定（452ページ）
•システムクロックの設定（454ページ）
•エラーディセーブル回復の設定（455ページ）
•リンクレベル検出プロトコルの設定（456ページ）
• Miscablingプロトコルの設定（457ページ）
•エンドポイントのループ防止ポリシーの設定（459ページ）
•不正なエンドポイントの制御ポリシーの設定（460ページ）
• IPエージングの設定（462ページ）
•ダイナミックロードバランサの設定（463ページ）
•スパニングツリープロトコルの設定（464ページ）
•『Configuring IS-IS』（466ページ）
• BGPルートリフレクタの設定（469ページ）
•ノードのデコミッション（470ページ）
•電力管理の設定（471ページ）
•スケジューラの設定（472ページ）
•システムMTUの設定（475ページ）
• PTPについて（475ページ）

グローバルポリシーについて
APICファブリックには多くのファブリックレベル構成があり、その構成はファブリックコン
ポーネント全体に適用されます（スイッチおよびポート）。状況によっては、低レベルのポリ

シー（スイッチまたはインターフェイスレベル）が、これらのポリシーを上書きするために存

在します。たとえば、MCPポリシーは、MCP機能をグローバルに有効にすることができます
が、インターフェイスレベルのMCPポリシーは、個々のインターフェイスのMCPを有効ま
たは無効にするために存在します。
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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で展開する場合、ファブリックの各ノードは ACI
ファブリックの外部から管理されます。アウトオブバンド管理の NTPサーバを設定すると、
各ノードは一貫したクロックソースとして同じNTPサーバに個々に照会することができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファブリックの NTPテンプレート (ポ
リシー)を指定します。

template ntp-fabric
ntp-fabric-template-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# template ntp-fabric
pol1

アクティブ NTPポリシーの NTPサー
バを設定します。このサーバをアク

[no] server dns-name-or-ipaddress [prefer]
[use-vrf {inband-mgmt | oob-default}] [
key key-value]

ステップ 3

ティブNTPポリシーの優先サーバにす
例： るには、preferキーワードを含めます。

NTP認証が有効になっている場合は、apic1(config-template-ntp-fabric)#
server 192.0.20.123 prefer use-vrf
oob-mgmt

参照キー IDを指定します。To specify
the in-band or out-of-band management
access VRF, include the use-vrf keyword
with the inb-default or oob-default
keyword.

NTP認証を有効または無効にします。[no] authenticate

例：

ステップ 4

apic1(config-template-ntp-fabric)# no
authenticate

認証NTP認証を設定します。指定でき
る範囲は 1～ 65535です。

[no] authentication-key key-value

例：

ステップ 5

apic1(config-template-ntp-fabric)#
authentication-key 12345

信頼NTP認証を設定します。指定でき
る範囲は 1～ 65535です。

[no] trusted-key key-value

例：

ステップ 6

apic1(config-template-ntp-fabric)#
trusted-key 54321
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-template-ntp-fabric)#
exit

ポッドグループテンプレート（ポリ

シー）を設定します。

template pod-group
pod-group-template-name

例：

ステップ 8

apic1(config)# template pod-group
allPods

事前に設定した NTPファブリックテ
ンプレート (ポリシー)を使用するよう

inherit ntp-fabric
ntp-fabric-template-name

例：

ステップ 9

にNTPファブリックのポッドグループ
を設定します。apic1(config-pod-group)# inherit

ntp-fabric pol1

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 10

apic1(config-template-pod-group)# exit

ポッドプロファイルを設定します。pod-profile pod-profile-name

例：

ステップ 11

apic1(config)# pod-profile all

一連のポッドを設定します。pods {pod-range-1-255 | all}

例：

ステップ 12

apic1(config-pod-profile)# pods all

事前に設定したポッドグループにポッ

ドプロファイルを関連付けます。

inherit pod-group pod-group-name

例：

ステップ 13

apic1(config-pod-profile-pods)#
inherit pod-group allPods

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 14

apic1(config-pod-profile-pods)# end

例

次に、優先アウトオブバンドNTPサーバを設定し、その設定および展開を確認する例
を示します。

apic1# configure t
apic1(config)# template ntp-fabric pol1
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apic1(config-template-ntp-fabric)# server 192.0.20.123 use-vrf oob-default
apic1(config-template-ntp-fabric)# no authenticate
apic1(config-template-ntp-fabric)# authentication-key 12345
apic1(config-template-ntp-fabric)# trusted-key 12345
apic1(config-template-ntp-fabric)# exit
apic1(config)# template pod-group allPods
apic1(config-pod-group)# inherit ntp-fabric pol1
apic1(config-pod-group)# exit
apic1(config)# pod-profile all
apic1(config-pod-profile)# pods all
apic1(config-pod-profile-pods)# inherit pod-group allPods
apic1(config-pod-profile-pods)# end
apic1#

apic1# show ntpq
nodeid remote refid st t when poll reach delay offset jitter

------ - ------------ ------ ---- -- ----- ----- ----- ------ ------ ------

1 * 192.0.20.123 .GPS. u 27 64 377 76.427 0.087 0.067

2 * 192.0.20.123 .GPS. u 3 64 377 75.932 0.001 0.021

3 * 192.0.20.123 .GPS. u 3 64 377 75.932 0.001 0.021

システムクロックの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

クロックの日付と時刻の形式をローカル

または UTC時間のいずれかに設定しま
す。

[no] clock display-format {local | utc}

例：

apic1(config)# clock display-format
local

ステップ 2

UTCからのオフセットの表示を有効（ま
たは無効）にします。この設定は、

[no] clock show-offset enable

例：

ステップ 3

display-formatが localの場合にのみ有効
です。

apic1(config)# clock show-offset enable

ローカルタイムゾーンを指定します。

デフォルトは p0_utcです。
[no] clock timezone timezone-code

例：

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# clock timezone
n420_America-Los_Angeles

任意のインターフェイス上でLLDPを初
期化する際の遅延時間を指定します。指

show clock

例：

ステップ 5

定できる範囲は 1～ 10秒です。デフォ
ルトは 2秒です。

apic1(config)# show clock

例

次に、ロサンゼルスタイムゾーンのローカル時刻にシステムクロックを設定する例を

示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# clock display-format local
apic1(config)# clock show-offset enable
apic1(config)# clock timezone n420_America-Los_Angeles
apic1(config)# show clock
Time : 20:47:37.038 UTC-08:00 Sun Nov 08 2015

エラーディセーブル回復の設定
エラーディセーブル回復（EDR）ポリシーは、ループ検出ポートをイネーブルにすることがで
きるファブリックレベルのポリシーおよび、管理者が設定することができる間隔が経過した後

にディセーブルになる BPDUポリシーです。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

インターフェイスが error-disabledステー
トから回復する間隔を指定します。有効

な範囲は 30～ 65535秒です

[no] errdisable recovery interval seconds

例：

apic1(config)# errdisable recovery
interval 300

ステップ 2

インターフェイスが error-disabledステー
トから自動的に回復する条件を指定する

[no] errdisable recovery cause {bpduguard
| ep-move | mcp-loop}

例：

ステップ 3

と、デバイスはインターフェイスを再び

アップします。デフォルトではディセーapic1(config)# errdisable recovery
cause mcp-loop
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目的コマンドまたはアクション

ブルになっています。条件オプションは

次のとおりです。

• bpduguard：BPDUガードエラー
ディセーブルから回復するためのイ

ネーブルタイマー。

• ep-move：エンドポイント移動エ
ラーディセーブルから回復するた

めのイネーブルタイマー。

• mcp-loop：MCPループエラーディ
セーブルから回復するためのイネー

ブルタイマー。

例

この例では、MCPループエラーディセーブルから回復するための EDRを設定する方
法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# errdisable recovery interval 300
apic1(config)# errdisable recovery cause mcp-loop

リンクレベル検出プロトコルの設定
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）は、ネットワークデバイスがネットワーク上の他のデバ
イスに自分の情報をアドバタイズできるようにするデバイスディスカバリプロトコルです。

LLDPによってスイッチ間のレイヤ 2接続が決まります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

LLDPパケットで送信されるホールド時
間を指定します。

[no] lldp holdtime seconds

例：

ステップ 2

apic1(config)# lldp holdtime
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目的コマンドまたはアクション

LLDPパケットで送信されるホールド時
間を指定します。値の範囲は 10～ 255
秒で、デフォルト値は 120秒です。

[no] lldp holdtime seconds

例：

apic1(config)# lldp holdtime 120

ステップ 3

任意のインターフェイス上でLLDPを初
期化する際の遅延時間を指定します。指

[no] lldp reinit seconds

例：

ステップ 4

定できる範囲は 1～ 10秒です。デフォ
ルトは 2秒です。

apic1(config)# lldp reinit 2

LLDPアップデートの送信頻度を秒単位
で設定します。値の範囲は 5～ 254秒
で、デフォルト値は 30秒です。

[no] lldp timer seconds

例：

apic1(config)# lldp timer 30

ステップ 5

例

この例では、LLDPを設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# lldp holdtime 120
apic1(config)# lldp reinit 2
apic1(config)# lldp timer 30

Miscablingプロトコルの設定
ACIファブリックは、ACIアクセスポートに接続されているレイヤ 2ネットワークセグメン
トでループを検出できるループ検出ポリシーを提供します。ACIファブリックはファブリック
レベルのポリシーであるMis-Cabling Protocol（MCP）を実装し、MCPパラメータのプロビジョ
ニング、誤配線が検出された場合のポートの動作の決定を行うことができます。MCPは外部
レイヤ 2ネットワークで実行される STPを補完するように機能し、アクセスポートが受信す
るブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）パケットを処理します。

ファブリック管理者は、ACIファブリックによって開始されたMCPパケットを識別するため
にMCPが使用するキーを提供します。管理者は、MCPポリシーがループを識別する方法、
ループに対するアクション（syslogのみ、またはポートを無効にする）を選択できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

誤配線が検出された場合にポートを無効

状態にするかどうかを指定します。

[no] mcp action port-disable

例：

ステップ 2

apic1(config)# mcp action port-disable

ファブリック全体でのMCPプロトコル
のグローバルな有効化または無効化を可

[no] mcp enable [key key-value]

例：

ステップ 3

能にします。ポリシーを有効にするとき
apic1(config)# mcp enable key
0123456789abcdef はパスワード（キー）が必要ですが、無

効にするときは不要です。

MCPパケットを送信するときに使用さ
れるループ検出の増倍係数を設定しま

す。指定できる範囲は 1～ 255です。

[no] mcp factor number

例：

apic1(config)# mcp factor 64

ステップ 4

初期遅延時間を指定します。指定できる

範囲は 0～ 1800秒です。デフォルト値
は 180秒です。

[no] mcp init-delay seconds

例：

apic1(config)# mcp init-delay 180

ステップ 5

誤配線を検出するためにMCPパケット
が送信される頻度を設定します。範囲は

[no] mcp transmit-frequency frequency

例：

ステップ 6

100ミリ秒～300秒です。デフォルトは
2秒です。

apic1(config)# mcp transmit-frequency
2

例

MCPの送信頻度の間隔を 2秒に設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# mcp action port-disable
apic1(config)# mcp enable key 0123456789abcdef
apic1(config)# mcp factor 64
apic1(config)# mcp init-delay 180
apic1(config)# mcp transmit-frequency 2

この例では、MCPの送信頻度を 2秒と 300ミリ秒単位に設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# mcp action port-disable
apic1(config)# mcp enable key 0123456789abcdef
apic1(config)# mcp factor 64
apic1(config)# mcp init-delay 180
apic1(config)# mcp transmit-frequency 2 300
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エンドポイントのループ防止ポリシーの設定
エンドポイントのループ防止ポリシーは、あるファブリックポートから別のファブリックポー

トまでのエンドポイント（ホスト）の頻繁な移動の検出に使用されるファブリックレベルのポ

リシーです。ポリシーは、このようなイベントが検出された場合に、実行するアクションの内

容を設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

エンドポイントのループが検出されたと

きに実行するアクションを指定します。

次のオプションがあります。

[no] endpoint loop-detect action
{bd-learn-disable | port-disable}

例：

ステップ 2

• bd-learn-disable—ブリッジドメイ
ンでMACアドレスラーニングを
無効にします。

apic1(config)# endpoint loop-detect
action port-disable

• port-disable—ポートを無効にしま
す。

ファブリック全体のグローバルなエンド

ポイントのループ防止プロトコルをイ

[no] endpoint loop-detect enable

例：

ステップ 3

ネーブルまたはディセーブルにすること

ができます。
apic1(config)# endpoint loop-detect
enable

ループ検出の乗算係数を設定します。指

定できる範囲は 1～ 255です。
[no] endpoint loop-detect factor number

例：

ステップ 4

apic1(config)# endpoint loop-detect
factor 64

ループ検出間隔を指定します。指定でき

る範囲は 30～ 300秒です。
[no] endpoint loop-detect interval seconds

例：

ステップ 5

apic1(config)# endpoint loop-detect
interval 60

例

この例では、エンドポイントのループ防止ポリシーを設定する方法を示します。
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apic1# configure terminal
apic1(config)# endpoint loop-detect action port-disable
apic1(config)# endpoint loop-detect enable
apic1(config)# endpoint loop-detect factor 64
apic1(config)# endpoint loop-detect interval 60

不正なエンドポイントの制御ポリシーの設定

不正なエンドポイントの制御ポリシーについて

別の ToRポートで頻繁かつ急速にパケットを挿入し、802.1 qを変更することで (したがってエ
ンドポイントのエミュレートが移動します)、不正なエンドポイントはラック上部 (ToR)のス
イッチに攻撃して、学習クラスと EPGポートが変更されることになります。

誤設定により頻繁に IPアドレスとMACアドレスが変更 (移動する)されることになります。

ファブリックの急速な移動などで、大きなネットワークの不安定状態、高い CPU使用率、ま
れなケースでは、大量かつ長期のメッセージおよびトランザクションサービス (MTS)バッファ
消費のため、エンドポイントマッパー (EPM)および EPMクライアント (EPMC)がクラッシュ
することになります。また、このような頻繁な移動により、EPMおよび EPMCログが非常に
すばやくロールオーバーされ、無関係なエンドポイントのデバッグを妨害する可能性がありま

す。

不正 EP制御機能は、この脆弱性にすばやく対処します。

•このような急速MACおよび IPエンドポイントの移動の特定

•一時的に移動を停止することで、エンドポイントを静的にします (したがって、エンドポ
イントを隔離します)

•不正 EP検出間隔にエンドポイントスタティックを保持し、不正なエンドポイント経由
のトラフィックを廃棄します。この時間が経過すると、認可されていないMACまたは IP
アドレスが削除されます

•ホストトラッキングパケットを生成することで、影響を受けるMACまたは IPアドレス
を再学習するようシステムを有効にします

•障害が発生すると是正措置が有効になります

不正 EP制御ポリシーはグローバルに設定され、その他のループ防止方法とは異なり、個別の
エンドポイントレベルで機能します（IPおよびMACアドレス）。ローカルまたはリモート間
の移動を区別せず、インターフェイスのあらゆる種類の変更がエンドポイントが隔離されるか

どうか決定する際に移動とみなされます。
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NX-OSスタイル CLIを使用したエンドポイントの設定
不正 EP制御ポリシーをファブリックに設定して、NX-OSスタイル CLIを使用して認証され
ていないエンドポイントを検出および削除できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

グローバル不正エンドポイント制御ポリ

シーを有効にします。

endpoint rogue-detect enable

例：

ステップ 2

apic1(config)# endpoint rogue-detect
enable

エンドポイントの不正が発見された後に

保留間隔を秒単位で設定することで、

endpoint rogue-detect hold-interval
hold_interval

例：

ステップ 3

ラーニングが防止されるように静的を維

持し、不正なエンドポイントによるトラapic1(config)# endpoint rogue-detect
hold-interval 1800 フィックがドロップします。このイン

ターバルが経過すると、エンドポイント

は削除されます。有効な値は300～3600
秒です。デフォルト値は 1800です。

サポートされている保留間隔

の範囲は 1800～ 3600秒で
す。

（注）

不正なエンドポイントを検出するまでの

時間を指定する不正の検出間隔を秒で設

endpoint rogue-detect interval interval

例：

ステップ 4

定します。有効な値は 0～ 65535秒で
す。デフォルトは 60です。

apic1(config)# endpoint rogue-detect
interval 60

エンドポイントが承認されたかどうかを

確認する際に、乗算係数を指定します。

endpoint rogue-detect factor factor

例：

ステップ 5

エンドポイントは、複数の時間間隔の間
apic1# endpoint rogue-detect factor 6

に移動した場合、EPは不正を宣言しま
す。有効値は2～65535です。デフォル
ト値は 6です。

サポートされている不正 EP
検出乗算係数の範囲は 2～ 10
です。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

この例では、不正なエンドポイント制御

ポリシーを設定します。

ステップ 6

例：

apic1# cconfigure
apic1(config)# endpoint rogue-detect
enable
apic1(config)# endpoint rogue-detect
hold-interval 1800
apic1(config)# endpoint rogue-detect
interval 60
apic1(config)# endpoint rogue-detect
factor 6

IPエージングの設定

概要

IPエージングポリシーは、エンドポイントの未使用の IPアドレスを追跡しエージングが行わ
れます。トラッキングはブリッジドメインに設定されたエンドポイント保持ポリシーを使用し

て実行され、ローカルエンドポイントエージング間隔の 75%で、ARP要求（IPv4）やネイ
バー要請（IPv6）を送信します。IPアドレスから応答を受信しなかった場合、その IPアドレ
スはエージングアウトします。

このドキュメントでは、IPエージングポリシーを設定する方法について説明します。

NX-OSスタイル CLIを使用した IPエージングポリシーの設定
このセクションでは、CLIを使用した IPエージングポリシーを有効および無効にする方法を
説明します。

手順

ステップ 1 IPエージングポリシーを有効にするには：

例：

ifc1(config)# endpoint ip aging

ステップ 2 IPエージングポリシーを無効にするには：

例：

ifav9-ifc1(config)# no endpoint ip aging
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次のタスク

エンドポイントの IPアドレスをトラッキングするために使用される間隔を指定するには、エ
ンドポイント保持ポリシーを作成します。

ダイナミックロードバランサの設定
ダイナミックロードバランシング（DLB）により、輻輳レベルに従ってトラフィックの割り
当てが調整されます。DLBでは、使用可能なパス間の輻輳が測定され、輻輳状態が最も少ない
パスにフローが配置されるので、データが最適またはほぼ最適に配置されます。

DLBは、フローまたはフローレットの粒度を使用して使用可能なアップリンクにトラフィック
を配置するように設定できます。フローレットは、時間の大きなギャップによって適切に区切

られるフローからのパケットのバーストです。パケットの2つのバースト間のアイドル間隔が
使用可能なパス間の遅延の最大差より大きい場合、2番目のバースト（またはフローレット）
を1つ目とは異なるパスに沿ってパケットのリオーダーなしで送信できます。このアイドル間
隔は、フローレットタイマーと呼ばれるタイマーによって測定されます。フローレットによ

り、パケットリオーダーを引き起こすことなくロードバランシングに対する粒度の高いフロー

の代替が提供されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ロードバランサの動作モードを指定し

ます。使用可能なモードを次に示しま

す。

[no] system dynamic-load-balance mode
{dynamic-aggressive |
dynamic-conservative |
link-failure-resiliency |
packet-prioritization}

ステップ 2

• dynamic-aggressive：フローレット
タイムアウトは比較的小さい値で

す。この非常に精密なダイナミック

ロードバランシングはトラフィッ

クの分配に最適ですが、パケット

リオーダーが発生する場合がありま

す。ただし、アプリケーションのパ

フォーマンスに対する包括的なメ

リットは、保守的なモードと同等か

それよりも優れています。

• dynamic-conservative：フローレッ
トタイムアウトは、パケットが並

び替えられないことを保証する大き

な値です。新しいフローレットの機
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目的コマンドまたはアクション

会の頻度が少ないので、トレードオ

フは精度が低いロードバランシン

グです。

• link-failure-resiliency：静的ロード
バランシングにより、使用可能なリ

ンクにほぼ均等な流量が分配されま

す。

• packet-prioritization：Dynamic
Packet Prioritization（DPP）は、長い
フローよりも短いフローを優先しま

す。短いフローは約 15パケット未
満です。短いフローは、長いフロー

よりも遅延に敏感であるため、DPP
はアプリケーション全体のパフォー

マンスを向上できます。

apic1(config)# system
dynamic-load-balance mode
packet-prioritization

例

この例では、パケットの優先順位付でロードバランシングを設定する方法を示しま

す。

apic1# configure terminal
apic1(config)# system dynamic-load-balance mode packet-prioritization

スパニングツリープロトコルの設定
Multiple Spanning-Tree（MST）は複数のVLANを同一のスパニングツリーインスタンスにマッ
ピングできるようにして、多数の VLANをサポートする場合に必要となるスパニングツリー
インスタンスの数を減らします。

ポート VLANごとの機能 (localPort範囲に同じ VLAN IDを使用してリーフスイッチで複数の
EPGを設定する)で設定されたインターフェイスでは、マルチスパニングツリー (MST)はサ
ポートされません。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

spanning-tree mst configuration

例：

ステップ 2

apic1(config)# spanning-tree mst
configuration

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] bpdu-filter

例：

ステップ 3

apic1(config-stp)# bpdu-filter

スイッチをMSTインスタンスに加入さ
せるには、同じMSTコンフィギュレー

[no] region region-name

例：

ステップ 4

ション情報を使用して矛盾のないように
apic1(config-stp)# region region1

スイッチを設定する必要があります。同

じMST設定の相互接続スイッチの集ま
りによってMSTリージョンが構成され
ます。各リージョンは、最大 65のスパ
ニングツリーインスタンスまでサポー

トします。

VLANをMSTIにマップします。VLAN
には、一度に 1つのスパニングツリー

[no] instance instance-id vlan vlan-range

例：

ステップ 5

インスタンスのみ割り当てることができ
apic1(config-stp-region)# instance 2
vlan 1-63 ます。インスタンス IDの範囲は 1～

4094です。VLANの範囲を指定するに
は、ハイフンを使用します。

設定リビジョン番号を指定します。指定

できる範囲は 0～ 65535です。
revision number

例：

ステップ 6

apic1(config-stp-region)# revision 16

例

次に、MSTスパニングツリーポリシーを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# spanning-tree mst configuration
apic1(config-stp)# bpdu-filter
apic1(config-stp)# region region1
apic1(config-stp-region)# instance 2 vlan 1-63
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apic1(config-stp-region)# revision 16

『Configuring IS-IS』
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）はネットワークトポロジの変化を検出し、
ネットワーク上の他のノードへのループフリールートを計算できる、ダイナミックリンクス

テートルーティングプロトコルです。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

Intermediate system-to-intermediate system
（IS-IS） configuration mode(設定モー

template isis-fabric
isis-fabric-template-name

例：

ステップ 2

ド、コンフィギュレーションモード)
を開始し、IS-ISファブリックテンプ
レート (policy)を作成します。

apic1(config)# template isis-fabric
polIsIs

高速フラッディング機能をイネーブル

にします。これにより、ネットワーク

[no] lsp-fast-flood

例：

ステップ 3

内に新しいリンクステートパケット
apic1(config-template-isis-fabric)#
lsp-fast-flood （LSP）が生成され、新しいLSPによっ

て最短パス優先（SPF）がトリガーさ
れるときのコンバージェンス時間が改

善されます。

ネットワーク全体でコンバージェンス

時間を短縮するために、ルータが SPF
計算を実行する前に、LSPの高速フ
ラッディングをイネーブルにしておく

ことをお勧めします。

LSP発生に関する IS-ISスロットルを設
定します。パラメータは次のとおりで

す。

[no] lsp-gen-interval level-1 lsp-max-wait
[lsp-initial-wait lsp-second-wait]

例：

ステップ 4

• lsp-max-wait：トリガーからLSP発
生までの最大待ち時間。

apic1(config-template-isis-fabric)#
lsp-gen-interval level-1 500 500 500

• lsp-initial-wait：トリガーから LSP
発生までの初期待ち時間。
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目的コマンドまたはアクション

• lsp-second-wait：バックオフ時の
LSPスロットルに使用する第 2待
ち時間。

lsp-max-waitパラメータは必須です。他
の 2つのパラメータはオプションです
が、同時に表示する必要があります。

それぞれの範囲は 50～ 120000ミリ秒
です。

IS-IS helloパケットの最大伝送ユニッ
ト（MTU）を設定します。指定できる
範囲は 256～ 4352です。

[no] lsp-mtu mtu

例：

apic1(config-template-isis-fabric)#
lsp-mtu 2048

ステップ 5

IS-IS helloパケットは、隣接関係の検
出および維持のために使用されます。

デフォルトでは、helloパケットは最大
伝送ユニット（MTU）の最大限のサイ
ズまでパディングされ、大きいフレー

ムでの伝送の問題または隣接インター

フェイスでのMTUの不一致に起因す
るエラーを早期に検出できます。ただ

し、IS-IS隣接関係の形成はリンクでの
MTU不一致が原因で失敗し、MTUサ
イズの調整が必要になることがありま

す。

LSA到着までのインターバルを設定し
ます。パラメータは次のとおりです。

[no] spf-interval level-1 spf-max-wait
[spf-initial-wait spf-second-wait]

例：

ステップ 6

• spf-max-wait：トリガーからSPF計
算までの最大待機時間。apic1(config-template-isis-fabric)#

spf-interval level-1 500 500 500

• spf-initial-wait：トリガーから SPF
計算までの最初の待機時間。

• spf-second-wait：バックオフ時の
SPF計算に使用する第 2待機時
間。

spf-max-waitパラメータは必須です。他
の 2つのパラメータはオプションです
が、同時に表示する必要があります。

それぞれの範囲は 50～ 120000ミリ秒
です。

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
467

グローバルポリシーの設定

『Configuring IS-IS』



目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-template-isis-fabric)#
exit

ポッドグループテンプレート (policy)
を作成します。

template pod-group
pod-group-template-name

例：

ステップ 8

apic1(config)# template pod-group
allPods

Configures the template pod-group to use
the previously configured isis-fabric
template (policy).

inherit pod-group pod-group-name

例：

apic1(config-pod-group)# inherit
isis-fabric polIsIs

ステップ 9

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 10

apic1(config-pod-group)# exit

ポッドプロファイルを設定します。pod-profile pod-profile-name

例：

ステップ 11

apic1(config)# pod-profile all

一連のポッドを設定します。pods {pod-range-1-255 | all}

例：

ステップ 12

apic1(config-pod-profile)# pods all

Configures the pod-profile to use the
previously configured pod group.

inherit pod-group pod-group-name

例：

ステップ 13

apic1(config-pod-profile-pods)#
inherit pod-group allPods

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 14

apic1(config-pod-profile-pods)# end

例

次に、IS-ISを設定する例を示します。

aapic1# configure
apic1(config)# template isis-fabric polIsIs
apic1(config-template-isis-fabric)# lsp-fast-flood
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apic1(config-template-isis-fabric)# lsp-gen-interval level-1 500 500 500
apic1(config-template-isis-fabric)# lsp-mtu 2048
apic1(config-template-isis-fabric)# spf-interval level-1 500 500 500
apic1(config-template-isis-fabric)# exit
apic1(config)# template pod-group allPods
apic1(config-pod-group)# inherit isis-fabric polIsIs
apic1(config-pod-group)# exit
apic1(config)# pod-profile all
apic1(config-pod-profile)# pods all
apic1(config-pod-profile-pods)# inherit pod-group allPods
apic1(config-pod-profile-pods)# end
apic1#

BGPルートリフレクタの設定
ACIファブリックのルートリフレクタは、マルチプロトコルBorderGatewayProtocol（MP-BGP）
を使用してファブリック内に外部ルートを配布します。ACIファブリックでルートリフレクタ
をイネーブルにするには、ファブリックの管理者がルートリフレクタになるスパインスイッ

チを選択して、自律システム（AS）番号を提供する必要があります。冗長性のために、複数
のスパインがルータリフレクタノードとして設定されます（1台のプライマリリフレクタと
1台のセカンダリリフレクタ）。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファブリックの BGP設定モードを開始
します。

bgp-fabric

例：

ステップ 2

apic1(config)# bgp-fabric

自律システムを一意に識別する、BGP
自律システム番号（ASN）を設定しま
す。ASNは 1～ 4294967295の間です。

asn asn-value

例：

apic1(config-bgp-fabric)# asn 123456789

ステップ 3

ネットワーク全体でコンバージェンス時

間を短縮するために、ルータが SPF計
算を実行する前に、LSPの高速フラッ
ディングをイネーブルにしておくことを

お勧めします。

ルートリフレクタとして最大 2つのス
パインノードを設定します。冗長性の

[no] route-reflector spine リスト

例：

ステップ 4

ために、プライマリおよびセカンダリ
apic1(config-bgp-fabric)#
route-reflector spine spine1,spine2
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目的コマンドまたはアクション

ルートリフレクタを設定する必要があ

ります。

例

この例では、BGPルートリフレクタとして spine1および spine2を設定する方法を示
します。

apic1# configure
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 123456789
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine spine1,spine2
apic1(config-bgp-fabric)# exit
apic1(config)#

ノードのデコミッション
次の 2レベルの稼働停止がサポートされています。

•標準：ノードの無効化と同様です。After being decommissioned, the node cannot rejoin the
fabric until the no decommission command is executed.

•完全：ノードを稼働停止すると、ノードに関連するすべてのファブリック設定がクリアさ
れます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

指定されたノードを稼働停止します。コ

ントローラノード IDの番号は 1～ 100
[no] decommission {controller | switch}
node-id [remove-from-controller]

例：

ステップ 2

の範囲にあり、スイッチノード IDの番
号は 101～ 4000の範囲にあることに注
意してください。

apic1(config)# decommission switch 104
remove-from-controller

例

次に、ノード104（スイッチ）と、標準レベルで稼働停止された再稼働ノード5（コン
トローラ）の完全な稼働停止を実行する例を示します。
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apic1# configure
apic1(config)# decommission switch 104 remove-from-controller
apic1(config)# no decommission controller 5

電力管理の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

電源の冗長性ポリシーを作成または設定

します。

[no] power redundancy-policy policy-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# power redundancy-policy
myPowerPolicy

この電源の冗長性ポリシーの説明を追加

します。テキストにスペースが含まれて

[no] description text

例：

ステップ 3

いる場合は、単一引用符で囲む必要があ

ります。
apic1(config-power)# description 'This
is my power redundancy policy'

電源の冗長性モードを指定します。[no] redundancy-mode {combined |
ps-redundant | redundant}

ステップ 4

• combined—このモードは電源の冗
長性を提供しません。使用可能な電例：

力は、すべての電源装置の電力の合

計です。

apic1(config-power)# redundancy-mode
ps-redundant

• ps-redundant—このモードは、アク
ティブな電源がダウンしたときに備

えて予備の電源装置を1台追加した
ものです。最大の電力を供給できる

電源がスタンバイモードで動作し

ます。残りの1台または2台の電源
装置がアクティブになります。使用

可能な電力は、アクティブな電源ユ

ニットによって供給される電力の合

計です。

• redundant—このモードは、電源の
冗長性と入力電源回路網の冗長性を

組み合わせたものです。つまり、
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目的コマンドまたはアクション

シャーシは予備の電源装置を1台備
えており、各電源装置の半分が1つ
の電源回路網に接続され、残りの半

分がもう1つの電源回路網に接続さ
れます。使用可能な電力は、電源装

置モードと入力電源モードのうち使

用可能電力が小さいほうです。

例

次に、ps-redundantモードの電源の冗長性ポリシーを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# power redundancy-policy myPowerPolicy
apic1(config-pod)# isis fabric
apic1(config-power)# description 'This is my power redundancy policy'
apic1(config-power)# redundancy-mode ps-redundant

スケジューラの設定
スケジュールにより、設定のインポート/エクスポートまたはテクニカルサポートの収集など
の操作を 1つ以上の指定した時間帯に発生させることができます。

スケジュールには、一連のタイムウィンドウ（オカレンス）が含まれます。これらのウィンド

ウは、1回だけ発生させるか、または毎週指定した日時に繰り返し発生させることができます。
期間や実行するタスクの最大数などのウィンドウで定義されているオプションにより、スケ

ジュール設定されたタスクの実行時期が決定されます。たとえば、最大時間長またはタスク数

に達したため特定のメンテナンス時間帯に変更を展開できない場合、この展開は次のメンテナ

ンス時間に持ち越されます。

各スケジュールは、APICが 1つまたは複数のメンテナンス時間帯に入っているかどうか、定
期的に確認します。入っている場合、スケジュールはメンテナンスポリシーで指定された制限

に対し適切な展開を実行します。

スケジュールには、スケジュールに関連付けられたメンテナンス時間を決定する1つ以上のオ
カレンスが含まれています。オカレンスは次のいずれかになります。

•絶対（1回）時間帯：絶対時間帯は、1回しか発生しないスケジュールを定義します。こ
れらの時間帯は、その時間帯の最大時間長まで、または時間帯の中で実行可能なタスクの

最大数に達するまで継続されます。

•繰り返し時間帯：繰り返し時間帯は、繰り返しのスケジュールを定義します。この時間帯
は、タスクの最大数に達するまで、または時間帯に指定された日の終わりに達するまで継

続します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

新しいスケジューラを作成するか、既

存のスケジューラを設定します。

[no] scheduler schedule-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# scheduler controller
schedule myScheduler

このスケジューラの説明を追加しま

す。テキストにスペースが含まれてい

[no] description text

例：

ステップ 3

る場合は、単一引用符で囲む必要があ

ります。
apic1(config-scheduler)# description
'This is my scheduler'

絶対（1回）の時間帯スケジュールを
作成します。

[no] absolute window window-name

例：

ステップ 4

apic1(config-scheduler)# absolute
window myAbsoluteWindow

同時に処理できるノード（タスク）の

最大数を設定します。指定できる範囲

[no] max concurrent nodes count

例：

ステップ 5

は 0～ 65535です。ノード数を制限し
ない場合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-absolute)# max
concurrent nodes 300

dd:hh:mm:ssの形式でタスクの最大実行
時間を設定します。指定できる範囲は

[no] max running time time

例：

ステップ 6

0～ 65535です。時間の制限がない場
合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-absolute)# max
running time 00:01:30:00

[[[yyyy:]mmm:]dd:]HH:MM形式で開始
時刻を設定します。

[no] time start time

例：

ステップ 7

apic1(config-scheduler-absolute)# time
start 2016:jan:01:12:01

スケジューラコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-scheduler-absolute)# exit

繰り返し時間帯のスケジュールを作成

します。

[no] recurring window window-name

例：

ステップ 9

apic1(config-scheduler)# recurring
window myRecurringWindow
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目的コマンドまたはアクション

同時に処理できるノード（タスク）の

最大数を設定します。指定できる範囲

[no] max concurrent nodes count

例：

ステップ 10

は 0～ 65535です。ノード数を制限し
ない場合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-recurring)#
max concurrent nodes 300

dd:hh:mm:ssの形式でタスクの最大実行
時間を設定します。指定できる範囲は

[no] max running time time

例：

ステップ 11

0～ 65535です。時間の制限がない場
合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-recurring)#
max running time 00:01:30:00

期間（毎日または毎週）と開始時刻を

設定します。Ifweekly is selected, choose
from these options:

[no] time start {daily HH:MM | weekly
(See usage) HH:MM}

例：

ステップ 12

• mondayapic1(config-scheduler-recurring)#
time start weekly wednesday 12:30

• tuesday

• wednesday

• thursday

• friday

• saturday

• sunday

• even-day

• odd-day

• every-day

例

次に、毎週水曜日に実行するよう繰り返しスケジューラを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# scheduler controller schedule myScheduler
apic1(config-scheduler)# description 'This is my scheduler'
apic1(config-scheduler)# recurring window myRecurringWindow
apic1(config-scheduler-recurring)# max concurrent nodes 300
apic1(config-scheduler-recurring)# max running time 00:01:30:00
apic1(config-scheduler-recurring)# time start weekly wednesday 12:30
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システムMTUの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ホスト側ポートの最大伝送ユニット

（MTU）を設定します。Cisco APICリ
[no] system jumbomtu size

例：

ステップ 2

リース 3.1 (2)まで、最大値の範囲は 576apic1(config)#system jumbomtu 9000
に 9000バイトです。リリース 3.1 (2)以
降、最大MTU値は 9216です。デフォ
ルトでは、9000から変更されていませ
ん。

例

次に、システムのMTUサイズを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# system jumbomtu 9000

PTPについて
Precision Time Protocol（PTP）は、IEEE 1588で定義された、ネットワークに分散したノード
の時刻同期プロトコルです。PTPを使用すると、分散したクロックを、イーサネットネット
ワークを経由して、1マイクロ秒以下の精度で同期させることができます。PTPの精度は ACI
ファブリックスパインおよびリーフでサポートされているハードウェアから提供されます。こ

れにより、プロトコルが正確にネットワーク全体のメッセージ遅延と変動を補正できます。

PTPは、システムのリアルタイムPTPクロックが相互に同期する方法を指定する分散プロトコ
ルです。これらのクロックは、グランドマスタークロック（階層の最上部にあるクロック）を

持つマスター/スレーブ同期階層に編成され、システム全体の時間基準を決定します。同期は、
タイミング情報を使用して階層のマスターの時刻にクロックを調整するメンバーと、PTPタイ
ミングメッセージを交換することによって実現されます。PTPは、PTPドメインと呼ばれる論
理範囲内で動作します。
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PTPプロセスは、マスター/スレーブ階層の確立とクロックの同期の2つのフェーズで構成され
ます。PTPドメイン内では、オーディナリクロックまたは境界クロックの各ポートが、次のプ
ロセスに従ってステートを決定します。

•受信したすべての（マスタ状態のポートによって発行された）アナウンスメッセージの内
容を検査します。

•外部マスタのデータセット（アナウンスメッセージ内）とローカルクロックで、優先順
位、クロッククラス、精度などを比較します。

•自身の状態がマスタまたはスレーブのいずれであるかを決定します。

マスター/スレーブ階層が確立されると、クロックは次のように同期されます。

•マスターはスレーブに同期メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。

•スレーブは同期メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。すべての同期メッセー
ジには、フォローアップメッセージがあります。したがって、同期メッセージの数は、

フォローアップメッセージの数と同じである必要があります。

•スレーブはマスターに遅延要求メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。

•マスターは遅延要求メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。

•マスターはスレーブに遅延応答メッセージを送信します。遅延要求メッセージの数は、遅
延応答メッセージの数と同じある必要があります。

•スレーブは、これらのタイムスタンプを使用して、クロックをマスターの時刻に調整しま
す。

ACIファブリックでは、PTP機能がAPIC内でグローバルに有効になっている場合、ソフトウェ
アがサポートされているスパインおよびリーフの特定のインターフェイスで自動的にPTPを有
効にします。この自動設定は、サポートされているすべてのノードで最適にPTPが有効になっ
ていることを保証します。外部グランドマスタクロックがない場合、スパインスイッチのい

ずれかがグランドマスタとして選択されます。PTPスレーブとして動作するように、マスタス
パインには他のスパインおよびリーフスイッチと比較して異なる PTP優先順位が与えられま
す。この方法により、ファブリック内のすべてのリーフスイッチがマスタスパインの PTPク
ロックと同期します。

外部グランドマスタクロックがスパインに接続している場合、スパインは外部GMに同期し、
リーフノードに対してマスタとして動作します。

PTPデフォルト設定

次の表に、PTPパラメータのデフォルト設定を示します。

デフォルトパラメータ

境界クロックPTPデバイスタイプ

ツーステップクロックPTPクロックタイプ
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デフォルトパラメータ

0PTPドメイン

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプラ
イオリティ 1値

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプラ
イオリティ 2値

1ログ秒PTPアナウンス間隔

3アナウンス間隔PTPアナウンスタイムアウト

0ログ秒PTP遅延要求間隔

-2ログ秒PTP同期間隔

1PTP VLAN

PTPは境界クロックモードのみで動作します。シスコでは、スイッチに接続された、同期を必
要とするクロックが含まれるサーバを使用して、グランドマスタークロック（10 MHz）アッ
プストリームを配置することを推奨します。

（注）

PTPの検証

目的コマンド

PTPのステータスを表示します。show ptp brief

ローカルクロックのプロパティ（クロック ID
など）を表示します。

show ptp clock

PTPプロセスが認識している外部マスターの
状態を表示します。外部マスターごとに、出

力に、クロック ID、基本的なクロックプロパ
ティ、およびクロックがグランドマスターと

して使用されているかどうかが表示されます。

show ptp clock foreign-masters record interface
ethernet slot/port

最後の数個の PTP修正を表示します。show ptp corrections

すべてのインターフェイスまたは指定された

インターフェイスの PTPパケットカウンタを
表示します。

show ptp counters [all |interface Ethernet
slot/port]

PTPの親のプロパティを表示します。show ptp parent
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注意事項と制約事項

次の注意事項と制約事項に従ってください。

•遅延には、Precision Time Protocol（PTP）を使用して同期するファブリック内のすべての
ノードが必要です。

• Cisco ACIリリース 3.0(1x)以降では、遅延測定および PTPは次でのみサポートされます。

• N9K-X9732C-EX、

• N9K-X9736C-EX

• N9K-C93180YC-FX

• N9K-C93108TC-FX

• N9K-C93108TC-EX

• N9K-C93180YC-EX

• N9K-X9736C-FX

•遅延測定は、TORベースで EXまたは FX経由で入力、出力、送信を行うパケットでのみ
サポートされています。

•ファブリック内のすべてのスパインノードは、PTPをサポートするためラインカードに
基づいて EXまたは FXを有する必要があります。

• PTPおよび遅延機能は、任意のNS Torまたはスパインではサポートされていません。ファ
ブリック内の非EX/FX Torのプレゼンスについて、すべてのスパインに外部GM接続を行
い、PTP時間がサポートされているすべての TORで同期することを推奨します。

•外部グランドマスタ（GM）クロックは、単一ポッドで PTPが必須ではありません。ACI
ファブリックに接続されている外部 GMがない場合は、スパインノードの 1個が GMと
して機能します。このスパインには、254の PTP priority1値があります。ファブリック内
のその他すべてのスパインおよびリーフスイッチは、このマスタスパインクロックにク

ロックを同期します。外部GMがスパインに後で接続される場合、ファブリック全体に対
して GMとして動作するために 254未満の優先順位値が必要です。

•外部グランドマスタクロックは、マルチポッドシナリオで PTPが必須です。さらに、外
部 GMはグランドマスタクロックが異なる PODのスパインに対するマスタになるなど、
IPNに接続される必要があります。IPNに接続されているスパインは境界クロックとして
機能し、ポッド内のすべてのノードがこのスパインのクロックを同期します。

• PTPは境界クロックモードのみで動作します。エンドツーエンドトランスペアレントク
ロックモードとピアツーピアトランスペアレントクロックモードはサポートされませ

ん。

• PTPはユーザデータグラムプロトコル（UDP）上の転送をサポートします。イーサネッ
ト上の転送はサポートされません。
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• ACIPTPはマルチキャスト通信のみをサポートし、ユニキャストモードはサポートされて
いません。

NX-OS CLIを使用した PTPの設定

手順

ステップ 1 PTPを有効にします。

例：

Enable ptp:
========
apic# configure terminal
apic(config)# ptp
Disable ptp:
========
apic# configure terminal
apic(config)# no ptp

ステップ 2 ACIスイッチで PTPを確認するには：

例：

leaf1# show ptp brief
PTP port status
-----------------------
Port State
------- --------------
Eth1/49 Slave

leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp clock
PTP Device Type: Boundary clock
Clock Identity : 0c:75:bd:ff:fe:03:1d:10
Clock Domain: 0
Number of PTP ports: 1
Priority1 : 255
Priority2 : 255
Clock Quality:

Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535

Offset From Master : 32
Mean Path Delay : 128
Steps removed : 1
Local clock time:Thu Jul 27 19:43:42 2017

leaf1#
leaf1# show ptp clock foreign-masters record interface ethernet 1/49

P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-Scaled-Log-Variance, SR=Steps-Removed
GM=Is grandmaster

--------- ----------------------- --- ---- ---- --- ----- --------
Interface Clock-ID P1 P2 C A OSLV SR
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--------- ----------------------- --- ---- ---- --- ----- --------

Eth1/49 d4:6d:50:ff:fe:e6:4d:3f 254 255 248 254 65535 0 GM

leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp corrections

PTP past corrections
-----------------------------------------------------------------------------------
Slave Port SUP Time Correction(ns) MeanPath Delay(ns)
---------- ------------------------------- ------------------ ------------------
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:11 2017 364281 36 152
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:11 2017 114565 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 862912 8 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 610823 8 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 359557 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 109937 8 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 858113 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 606536 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 354837 -16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 104226 24 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 853263 24 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 601780 16 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 349639 -4 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 99970 16 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 848507 0 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 596143 24 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 344808 4 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 93156 -16 140
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:06 2017 843263 24 140
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:06 2017 590189 8 140
leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp counters all

PTP Packet Counters of Interface Eth1/49:
----------------------------------------------------------------
Packet Type TX RX
---------------- -------------------- --------------------
Announce 56 5424
Sync 441 43322
FollowUp 441 43321
Delay Request 7002 0
Delay Response 0 7002
PDelay Request 0 0
PDelay Response 0 0
PDelay Followup 0 0
Management 0 0
----------------------------------------------------------------

leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp parent

PTP PARENT PROPERTIES

Parent Clock:
Parent Clock Identity: d4:6d:50:ff:fe:e6:4d:3f
Parent Port Number: 258
Observed Parent Offset (log variance): N/A
Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Grandmaster Clock:
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Grandmaster Clock Identity: d4:6d:50:ff:fe:e6:4d:3f
Grandmaster Clock Quality:

Class: 248
Accuracy: 254
Offset (log variance): 65535
Priority1: 254
Priority2: 255

leaf1#

ステップ 3 トラブルシューティングの手順を確認するには：

例：

apic1# show troubleshoot eptoep session eptoep latency

Source --> Destination
Last Collection(30 seconds)
+--------------------+-------------------------------+--------------+
| Average (microsec) | Standard Deviation (microsec) | Packet Count |
+--------------------+-------------------------------+--------------+
| 18 | 24 | 1086 |
| | | |
+--------------------+-------------------------------+--------------+

Cumulative
+--------------------+----------------+--------------------+
| Average (microsec) | Max (microsec) | Total Packet Count |
+--------------------+----------------+--------------------+
| 18 | 202 | 6117438 |
| | | |
+--------------------+----------------+--------------------+

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
481

グローバルポリシーの設定

NX-OS CLIを使用した PTPの設定



Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
482

グローバルポリシーの設定

NX-OS CLIを使用した PTPの設定



第 15 章

Cisco Tetration Analyticsの設定

•概要（483ページ）
• NX-OSスタイル CLIを使用した Cisco Tetration Analyticsの設定（483ページ）

概要
この記事は、Cisco APICを使用しているとき、Cisco Tetration Analyticsを設定する方法の例を
示します。次の情報は Cisco Tetration Analyticsを設定する際に適用されます。

•インバンド管理 IPアドレスは、Cisco Tetration Analyticsエージェントがアクティブになっ
ている各リーフで設定する必要があります。

•分析ポリシーを定義し、Cisco Tetration Analyticsサーバの宛先 IPアドレスを指定します。

•スイッチプロファイルを作成し、前の手順で作成したポリシーグループを含みます。

NX-OSスタイル CLIを使用した Cisco Tetration Analyticsの
設定

手順

ステップ 1 configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# configure terminal

ステップ 2 analytics cluster cluster_name

分析ポリシーを作成します。

例：
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apic1(config)# analytics cluster cluster1

ステップ 3 flow-exporter server_name

外部分析情報を設定します。

例：

apic1(config-analytics)# flow-exporter server1

ステップ 4 destination ip_address

宛先ポートを設定します。

例：

apic1(config-analytics-cluster-exporter)# destination 192.0.2.1

ステップ 5 exit

コマンドモードを終了します。

例：

# apic1(config-analytics-cluster-exporter)# exit

ステップ 6 exit

コマンドモードを終了します。

例：

apic1(config-analytics)# exit

ステップ 7 fabric-internal

ファブリック内部設定モードを開始します。

例：

apic1(config)# fabric-internal

ステップ 8 template leaf-policy-group leaf_group_name

リーフポリシーグループを定義します。

例：

apic1(config-fabric-internal)# template leaf-policy-group lpg1

ステップ 9 inherit analytics-policy cluster cluster_name server server_name

リーフポリシーグループに分析ポリシーを関連付けます。

例：

apic1(config-leaf-policy-group)# inherit analytics-policy cluster cluster1 server server1

ステップ 10 exit

コマンドモードを終了します。

例：

apic1(config-leaf-policy-group)# exit
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ステップ 11 leaf-profile lleaf_profile_name

リーフプロファイルを定義します。

例：

apic1(config-fabric-internal)# leaf-profile lp1

ステップ 12 leaf-group leaf_group_name

リーフグループを定義します。

例：

apic1(config-leaf-profile)# leaf-group lg1

ステップ 13 leaf-policy-group leaf_policy_group_name

リーフグループにリーフポリシーグループに関連付けます。

例：

apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group lpg1

ステップ 14 leaf leaf_group_number

ノードをリーフグループに追加します。

例：

apic1(config-leaf-group)# leaf 101

ステップ 15 show analytics

分析を表示します。

宛先ポートは設定可能です。UDPポート 5640は常にリーフスイッチを使用し、UDP
ポート 5641はスパインスイッチに常に使用します。

DSCPは設定できません。VA (音声を認める)は常に使用されます。

（注）

例：

apic1# show analytics
Cluster : cluster1
Config Server Name : server1
Destination IP : 192.0.2.1
Destination Port : unspecified
DSCP : VA

ステップ 16 show running-config analytics

実行コンフィギュレーションの分析を表示します。

例：

apic1# show running-config analytics
# Command: show running-config analytics
# Time: Wed May 25 21:14:43 2016
analytics cluster cluster1
flow-exporter server1
destination 192.0.2.1
destination-port unspecified
dscp VA
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ip-filter-action deny
exit

exit
apic1#
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第 16 章

NetFlowの設定

• NetFlowについて（487ページ）
• NX OSスタイル CLIを使用した仮想マシンネットワーキングのNetFlowエクスポータポ
リシーの設定（488ページ）

• NX OSスタイル CLIを使用したノード制御ポリシーを介した NetFlowおよびTetration
Analytics機能の優先順位設定（488ページ）

• NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowノードポリシーの設定（489ページ）
• NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowインフラセレクタの設定（490ページ）
• NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowオーバーライドの設定（492ページ）
• NX-OSスタイルの CLIを使用した NetFlowテナント階層の設定（493ページ）
• VMware VDSの NX-OSスタイル CLIを使用して VMMドメインで NetFlowエクスポータ
ポリシーを利用する（496ページ）

• VMware用 NX OSスタイル CLIを使用したエンドポイントグループ上の NetFlowの有効
化または無効化（497ページ）

NetFlowについて
NetFlowテクノロジは、ネットワークトラフィックアカウンティング、従量制のネットワーク
課金、ネットワークプランニング、そしてサービス拒絶に対する監視機能、ネットワーク監

視、社外マーケティング、およびサービスプロバイダと企業顧客向け両方のデータマイニン

グなど、主要な一連のアプリケーションの計測基盤を効果的にします。Ciscoは NetFlowエク
スポートデータの収集、データ量削減、ポストプロセッシングを行う一連の NetFlowアプリ
ケーションを提供し、エンドユーザーアプリケーションが NetFlowデータへ簡単にアクセス
できるようにします。この機能により、同じレベルを介したトラフィックのモニタリングを実

行する、NetFlowがデータセンターを通過するトラフィックのモニタリングを有効にすると、
Cisco Application Centric Infrastructure ( Cisco ACI )ファブリック。

ハードウェアがレコードからコレクタに直接エクスポートする代わりに、レコードはスーパー

バイザエンジンで処理され、必要な形式で標準のNetFlowコレクタにエクスポートされます。

仮想マシンネットワーキングの NetFlowの設定についてを参照してください、『Cisco ACI
Virtualization Guide』。
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NetFlowは EXスイッチでのみサポートされています。参照してください、 Cisco Nexus 9000
シリーズ ACIモードのスイッチの Cisco NX-OSリリースノート マニュアル、サポートされて
いるのリストについては、インストールされているリリースにスイッチ EX。

（注）

NX OSスタイル CLIを使用した仮想マシンネットワーキ
ングの NetFlowエクスポータポリシーの設定

次の手順の例では、NX OSスタイルCLIを使用して、仮想マシンネットワーキングのNetFlow
エクスポータポリシーを設定します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 エクスポータポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# flow vm-exporter vmExporter1 destination address 2.2.2.2 transport udp
1234
apic1(config-flow-vm-exporter)# source address 4.4.4.4
apic1(config-flow-vm-exporter)# exit
apic1(config)# exit

NX OSスタイル CLIを使用したノード制御ポリシーを介
した NetFlowおよびTetration Analytics機能の優先順位設
定

次の手順の例では、NX OSスタイル CLIを使用して、ノードコントロールポリシーを介した
NetFlowと Tetration Analytics機能の優先順位を設定します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。
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例：

apic1# config

ステップ 2 ノード制御ポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# node-control policy pol1

ステップ 3 優先順位機能として NetFlowを設定します。

例：

apic1(config-node)# feature netflow

ステップ 4 ノードの制御ポリシー設定を終了します。

例：

apic1(config-node)# end

ステップ 5 ノード 101およびノード 102にポリシーを展開します。

例：

ifav-isim15-ifc1(config)# fabric-internal
ifav-isim15-ifc1(config-fabric-internal)# template leaf-policy-group lpg1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-policy-group)# inherit node-control-policy pol1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-policy-group)# exit
ifav-isim15-ifc1(config-fabric-internal)# leaf-profile leafProfile1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-profile)# leaf-group leafgrp1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# leaf 101
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# leaf 102
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# leaf-policy-group lpg1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# end

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowノードポリシー
の設定

次の手順の例では、NX OSスタイルCLIを使用して、NetFlowノードポリシーを設定します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 ノードポリシーを設定します。

例：
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apic1(config)# flow node-policy nodePol
apic1(config-flow-node-pol)# flow timeout collection 100
apic1(config-flow-node-pol)# flow timeout template 123
apic1(config-flow-node-pol)# exit

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowインフラセレク
タの設定

NX-OSスタイル CLIを使用して、NetFlowインフラセレクタを設定することができます。イ
ンフラセレクタは、Netflowモニタを PHY、ポートチャネル、仮想ポートチャネル、ファブ
リックエクステンダ（FEX）、またはポートチャネルファブリックエクステンダ（FEXPC）
インターフェイスに関連付けるために使用されます。

次の例の CLIコマンドでは、NX-OSスタイル CLIを使用して NetFlowインフラセレクタを設
定する方法を示します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 NetFlowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループは、エクスポータが背後にあるエンドポイン

トグループです。このエンドポイントグループは、外部のレイヤ 3エンドポイントグループ
にもなります。

apic1(config)# flow exporter infraExporter1 destination address 1.2.3.4 transpo udp 1234
apic1(config-flow-exporter)# destination epg tenant tn2 application ap2 epg epg2
apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v9
apic1(config-flow-exporter)# source address 1.1.1.1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 3 2番目の NetFlowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループはエクスポータが背後に存在するエンドポイ

ントであり、外部レイヤ 3エンドポイントグループのケースです。
apic1(config)# flow exporter infraExporter2
apic1(config-flow-exporter)# transport udp 9990
apic1(config-flow-exporter)# destination address 2001:db5:a0c:1f0::2
apic1(config-flow-exporter)# destination external-l3 epg tenant tn2 vrf v2 epg
accounting-inst
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apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v5
apic1(config-flow-exporter)# source address 2001:db8:a0b:12f0::1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 4 NetFlowレコードポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# flow record infraRecord1
apic1(config-flow-record)# match dst-ip
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv4
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv6
apic1(config-flow-record)# match dst-mac
apic1(config-flow-record)# match dst-port
apic1(config-flow-record)# match ethertype
apic1(config-flow-record)# match proto
apic1(config-flow-record)# match src-ip
apic1(config-flow-record)# match src-ipv4
apic1(config-flow-record)# match src-ipv6
apic1(config-flow-record)# match src-mac
apic1(config-flow-record)# match src-port
apic1(config-flow-record)# match tos
apic1(config-flow-record)# match vlan
apic1(config-flow-record)# collect count-bytes
apic1(config-flow-record)# collect count-pkts
apic1(config-flow-record)# collect pkt-disp
apic1(config-flow-record)# collect sampler-id
apic1(config-flow-record)# collect src-intf
apic1(config-flow-record)# collect tcp-flags
apic1(config-flow-record)# collect ts-first
apic1(config-flow-record)# collect ts-recent
apic1(config-flow-record)# exit

ステップ 5 NetFlowモニタポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# flow monitor infraMonitor1
apic1(config-flow-monitor)# record infraRecord1
apic1(config-flow-monitor)# exporter infraExporter1
apic1(config-flow-monitor)# exporter infraExporter2
apic1(config-flow-monitor)# exit

最大 2個のエクスポータを接続できます。

ステップ 6 インターフェイスポリシーグループを作成します（AccPortGrp）。

例：

apic1(config)# template policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# ip flow monitor infraMonitor1
apic1(config-pol-grp-if)# ipv6 flow monitor infraMonitor2
apic1(config-pol-grp-if)# exit

アドレスファミリごとに 1個のモニタポリシーを設定できます（IPv4および IPv6）。

ステップ 7 ノードプロファイルおよびインフラセレクタを作成します。

例：

apic1(config)# leaf-profile lp1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group lg1
apic1(config-leaf-group)# leaf 101
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apic1(config-leaf-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-if-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group lig1
apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/5
apic1(config-leaf-if-profile)# policy-group pg1
apic1(config-leaf-if-profile)# exit
apic1(config-leaf-profile)# exit

ステップ 8 ポートチャネルポリシーグループを作成します（AccBndlGrp）。

例：

apic1(config)# template port-channel po6
apic1(config-if)# ip flow monitor infraMonitor1
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor infraMonitor1
apic1(config-if)# exit
apic1(config-leaf-profile)# leaf-profile lp2
apic1(config-leaf-group)# leaf-group lg2
apic1(config-leaf-profile)# leaf 101
apic1(config-leaf-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip2
apic1(config-leaf-if-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip2
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group lig2
apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/6
apic1(config-leaf-if-profile)# channel-group po6
apic1(config-leaf-if-profile)# exit

アドレスファミリごとに 1個のモニタポリシーを設定できます（IPv4および IPv6）。イン
ターフェイスでは、Vpcこともできます。

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowオーバーライド
の設定

次の procudure NetFlowオーバーライド NX OSスタイル CLIを使用して設定を示します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 オーバーライドを作成します。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf)# exit

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
492

NetFlowの設定

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowオーバーライドの設定



apic1(config)# interface ethernet 1/15
apic1(config-if)# ip flow monitor infraMonitor1
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor infraMonitor2
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# exit
apic1# exit

アドレスファミリ (IPv4および IPv6)ごとに 1つのモニタポリシーを設定できます。インター
フェイスでは、Vpcこともできます。

NX-OSスタイルの CLIを使用した NetFlowテナント階層
の設定

次の手順の例では、NetFlowテナント階層を設定する NX OSスタイル CLIを使用します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 テナントとブリッジドメインを作成し、VRFに追加します。

例：

apic1(config)# tenant tn2
apic1(config-tenant)# vrf context vrf2
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd2
apic1(config-tenant-bridge-domain)# vrf member vrf2
apic1(config-tenant-bridge-domain)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd3
apic1(config-tenant-bridge-domain)# vrf member vrf2
apic1(config-tenant-bridge-domain)# exit

ステップ 3 エクスポータが存在する背後にアプリケーションエンドポイントグループを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# application ap2
apic1(config-tenant-app)# epg epg2
apic1(config-tenant-app)# bridge-domain member bd2
apic1(config-tenant-app-bridge-domain)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit

ステップ 4 エクスポータが存在する背後に 2番目のアプリケーションエンドポイントグループを作成し
ます。

例：
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apic1(config-tenant)# application ap3
apic1(config-tenant-app)# epg epg3
apic1(config-tenant-app)# bridge-domain member bd3
apic1(config-tenant-app-bridge-domain)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit

ステップ 5 ブリッジドメインに NetFlowモニタポリシーを接続します。

例：

apic1(config)# interface bridge-domain bd2
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# ip flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# layer2-switched flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# interface bridge-domain bd3
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# ip flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# exit

アドレスファミリ (IPv4および IPv6)ごとに 1つのモニタポリシーを設定できます。インター
フェイスでは Vpcにすることもできます。

ステップ 6 Netflowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループは、エクスポータの背後にあるエンドポイン

トグループです。このエンドポイントグループは、外部のレイヤ 3エンドポイントグループ
にすることもできます。

apic1(config)# flow exporter tnExporter1
apic1(config-flow-exporter)# transport udp 1234
apic1(config-flow-exporter)# destination address 2.2.2.2
apic1(config-flow-exporter)# destination epg tenant tn2 application ap2 epg epg2
apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v9
apic1(config-flow-exporter)# source address 1.1.1.1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 7 2番目の Netflowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループは、エクスポータの背後にあるエンドポイン

トグループであり、このケースでは外部レイヤ 3エンドポイントグループです。
apic1(config)# flow exporter tnExporter2
apic1(config-flow-exporter)# transport udp 9990
apic1(config-flow-exporter)# destination address 2001:db5:a0c:1f0::2
apic1(config-flow-exporter)# destination external-l3 epg tenant tn2 vrf v2 epg
accounting-inst
apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v5
apic1(config-flow-exporter)# source address 2001:db8:a0b:12f0::1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 8 NetFlowレコードポリシーを作成します。

例：
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apic1(config)# flow record tnRecord1
apic1(config-flow-record)# match dst-ip
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv4
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv6
apic1(config-flow-record)# match dst-mac
apic1(config-flow-record)# match dst-port
apic1(config-flow-record)# match ethertype
apic1(config-flow-record)# match proto
apic1(config-flow-record)# match src-ip
apic1(config-flow-record)# match src-ipv4
apic1(config-flow-record)# match src-ipv6
apic1(config-flow-record)# match src-mac
apic1(config-flow-record)# match src-port
apic1(config-flow-record)# match tos
apic1(config-flow-record)# match vlan
apic1(config-flow-record)# collect count-bytes
apic1(config-flow-record)# collect count-pkts
apic1(config-flow-record)# collect pkt-disp
apic1(config-flow-record)# collect sampler-id
apic1(config-flow-record)# collect src-intf
apic1(config-flow-record)# collect tcp-flags
apic1(config-flow-record)# collect ts-first
apic1(config-flow-record)# collect ts-recent
apic1(config-flow-record)# exit

ステップ 9 NetFlowモニタポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# flow monitor tnMonitor1
apic1(config-flow-monitor)# record tnRecord1
apic1(config-flow-monitor)# exporter tnExporter1
apic1(config-flow-monitor)# exporter tnExporter2
apic1(config-flow-monitor)# exit

最大 2つのエクスポータを接続できます。

ステップ 10 VLANのドメインに VLANを追加し、リーフノードの VRFを設定します。

例：

apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 5-100
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf-vrf)# exit

ステップ 11 ブリッジドメインを展開するためインターフェイスでエンドポイントグループを展開します。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/10
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant tn2 application ap2 epg
epg2
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 12 インターフェイスで別のエンドポイントグループを展開します。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
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apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 11 tenant tn2 application ap3 epg
epg3
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 13 モニタポリシーをサブインターフェイスに接続します。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/20
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/20.20
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 20::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-leaf-if)# ip flow monitor tnMonitor2
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 14 スイッチ仮想インターフェイス (SVI)にモニタポリシーを接続します。

例：

apic1(config-leaf)# interface vlan 30
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 64::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ip flow monitor tnMonitor1
apic1(config-leaf-if)# ip6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 15 SVIをレイヤ 2インターフェイスに関連付けます。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/30
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 30 tenant tn2 external-svi
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit

VMware VDSのNX-OSスタイル CLIを使用して VMMドメ
インで NetFlowエクスポータポリシーを利用する

次の手順では、VMMドメインでNetFlowエクスポータポリシーを消費するために、NX OSス
タイル CLIを使用します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config
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ステップ 2 NetFlowエクスポータポリシーを消費します。

例：

apic1(config)# vmware-domain mininet
apic1(config-vmware)# configure-dvs
apic1(config-vmware-dvs)# flow exporter vmExporter1
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# active-flow-timeout 62
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# idle-flow-timeout 16
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# sampling-rate 1
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# exit
apic1(config-vmware-dvs)# exit
apic1(config-vmware)# exit
apic1(config)# exit

VMware用NX OSスタイルCLIを使用したエンドポイント
グループ上の NetFlowの有効化または無効化

NX-OSスタイルの CLIを使用して、エンドポイントグループでの NetFlowを有効または無効
にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 NetFlowの有効化：

例：

apic1# config
apic1(config)# tenant tn1
apic1(config-tenant)# application app1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# vmware-domain member mininet
apic1(config-tenant-app-epg-domain)# flow monitor enable
apic1(config-tenant-app-epg-domain)# exit
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# exit

ステップ 2 （任意） NetFlowを使用しない場合は、この機能を無効にします。

例：

apic1(config-tenant-app-epg-domain)# no flow monitor enable
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第 17 章

ファームウェアの管理

•ファームウェアの管理（499ページ）
•リポジトリイメージの追加または削除（499ページ）
•カタログファームウェアの変更（500ページ）
•コントローラファームウェアのアップグレード（501ページ）
•スイッチファームウェアのアップグレード（503ページ）

ファームウェアの管理
各ファームウェアイメージには、サポートされるタイプおよびスイッチモデルを識別する互

換性カタログが含まれます。APICは、ファームウェアイメージ、スイッチタイプ、およびそ
のファームウェアイメージを使用できるモデルのカタログを保持しています。デフォルトの設

定では、互換性カタログに適合しない場合、ファームウェアの更新が拒否されます。

APICには、互換性カタログ、コントローラのファームウェアイメージおよびスイッチイメー
ジのイメージリポジトリがあります。管理者は、外部 HTTPサーバまたは SCPサーバから新
しいファームウェアイメージを APICイメージリポジトリにダウンロードできます。

スイッチをアップグレードするには、その前に、APICのアップグレードが完了し、ヘルスス
テータスが [Fully Fit]になっている必要があります。

（注）

リポジトリイメージの追加または削除

手順

目的コマンドまたはアクション

リポジトリにファームウェアイメージ

を追加します。

firmware repository add
absolute-image-path

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

apic1# firmware repository add
/home/admin/aci-catalog-dk9.1.2.1b.bin

リポジトリからファームウェアイメー

ジを削除します。

firmware repository delete image

例：

ステップ 2

apic1# firmware repository delete
aci-catalog-dk9.1.2.1a.bin

例

apic1# firmware repository add /home/admin/aci-catalog-dk9.1.2.1b.bin
apic1# firmware repository delete aci-catalog-dk9.1.2.1a.bin

カタログファームウェアの変更
この手順は、リポジトリからカタログファームウェアバージョンを選択する方法を示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

リポジトリにあるファームウェアイメー

ジを表示します。The detail option
show firmware repository [detail]

例：

ステップ 1

displays additional information such as MD5
checksum, release date, and download date.apic1# show firmware repository

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 2

apic1# configure

ファームウェアアップグレードコン

フィギュレーションモードを開始しま

す。

firmware

例：

apic1(config)# firmware

ステップ 3

現在インストールされているコントロー

ラとスイッチファームウェアバージョ

ンが表示されます。

（任意） show version

例：

apic1(config-firmware)# show version

ステップ 4

リポジトリの使用可能なイメージにカタ

ログバージョンを変更します。

catalog-version firmware-name

例：

ステップ 5

apic1(config-firmware)# catalog-version
aci-catalog-dk9.1.2.1b.bin
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例

この例では、リポジトリからカタログファームウェアバージョンを選択する方法を示

します。

apic1# show firmware repository
Name Type Version Size(MB)
-------------------------- ------- ------- -------
aci-catalog-dk9.1.2.1a.bin catalog 1.2.1a 0.023
aci-catalog-dk9.1.2.1b.bin catalog 1.2.1b 0.025

apic1# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# catalog-version aci-catalog-dk9.1.2.1b.bin

コントローラファームウェアのアップグレード
ランダムにコントローラのアップグレード。各APICコントローラのアップグレードには約 10
分かかります。コントローライメージがアップグレードされると、そのコントローラはクラス

タからドロップし、クラスタ内の他の APICコントローラが動作中に新しいバージョンで再起
動します。コントローラが再起動すると、クラスタに再び参加します。その後、クラスタが収

束し、次のコントローラのイメージのアップグレードを開始します。

カタログファームウェアイメージは、APICコントローライメージがアップグレードされる
とアップグレードされます。カタログファームウェアイメージを個別にアップグレードする

必要はありません。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファームウェアアップグレードコン

フィギュレーションモードを開始しま

す。

firmware

例：

apic1(config)# firmware

ステップ 2

現在インストールされているコントロー

ラとスイッチファームウェアバージョ

ンが表示されます。

（任意） show version

例：

apic1(config-firmware)# show version

ステップ 3

コントローラアップグレードコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

controller-group

例：

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-firmware)#
controller-group

アップグレードの目的のバージョンを指

定します。

firmware-version firmware-name

例：

ステップ 5

apic1(config-firmware-controller)#
firmware-version
aci-apic-dk9.1.2.1b.iso

[[[yyyy:]mmm:]dd:]HH:MM形式で開始時
刻を設定します。日付はオプションで

す。

[no] time start time

例：

apic1(config-firmware-controller)# time
start 2016:jan:01:12:01

ステップ 6

To upgrade the controllers
immediately, return to EXEC
mode and type the command
firmware upgrade
controller-group.

（注）

例

次に、コントローラをアップグレードする例を示します。

apic1# show controller
Fabric Name : mininet
Operational Size : 3
Cluster Size : 3
Time Difference : 0
Fabric Security Mode : permissive

ID Address In-Band Address OOB Address Version Flags Serial Number Health

--- --------- --------------- ------------ ---------- ----- ------------- ---------

1* 10.0.0.1 192.168.11.1 192.168.10.1 1.2(1a) crva TEP-1-1 fully-fit

2 10.0.0.2 192.168.11.2 192.168.10.2 1.2(1a) crva TEP-1-2 fully-fit

3 10.0.0.3 192.168.11.3 192.168.10.3 1.2(1a) crva TEP-1-3 fully-fit

Flags - c:Commissioned | r:Registered | v:Valid Certificate | a:Approved

apic1# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# show version
Role Id Name Version
---------- ---------- ----------------- -----------
controller 1 apic1 1.2(1a)
controller 2 apic2 1.2(1a)
controller 3 apic3 1.2(1a)
leaf 101 leaf1 n9000-11.2(1a)
leaf 102 leaf2 n9000-11.2(1a)
leaf 103 leaf2 n9000-11.2(1a)
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spine 201 spine1 n9000-11.2(1a)
spine 202 spine2 n9000-11.2(1a)

apic1(config-firmware)# controller-group
apic1(config-firmware-controller)# firmware-version aci-apic-dk9.1.2.1b.iso
apic1(config-firmware-controller)# time start 2016:jan:01:12:01

スイッチファームウェアのアップグレード

始める前に

アップグレードをいつ実行するのかを指定するには、スケジューラが存在する必要がありま

す。

スイッチをアップグレードするには、その前に、APICのアップグレードが完了し、ヘルスス
テータスが [Fully Fit]になっている必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファームウェアアップグレードコン

フィギュレーションモードを開始しま

す。

firmware

例：

apic1(config)# firmware

ステップ 2

スイッチグループを作成（または削除）

し、スイッチアップグレードコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

[no] switch-group group-name

例：

apic1(config-firmware)# switch-group
mySwitchGroup5

ステップ 3

アップグレードのため、スイッチグルー

プに対してスイッチまたはスイッチのリ

[no] switch
node-id-or-name[,node-id-or-name,...]

例：

ステップ 4

ストの追加（または削除）を行います。

ノード ID（101など）または名前
apic1(config-firmware-switch)# switch （spine1など）を指定できます。カンマ
leaf1-leaf3,leaf6 を使用すると、複数のスイッチを指定す

ることができます。
apic1(config-firmware-switch)# no
switch leaf4,leaf5
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目的コマンドまたはアクション

ターゲットのファームウェアイメージ

を指定します。

firmware-version firmware-name

例：

ステップ 5

apic1(config-firmware-switch)#
firmware-version
aci-apic-dk9.11.2.1a.bin

現在のノードセットでアップグレード

が失敗した場合に次のノードセットに

進むかどうかを指定します。

[no] run-mode {pause-never |
pause-on-failure}

例：

ステップ 6

apic1(config-firmware-switch)# run-mode
pause-on-failure

スケジューラをアップグレードに割り当

てます。すでに定義されているスケ

ジューラの名前を入力します。

schedule scheduler-name

例：

apic1(config-firmware-switch)# schedule
myNextSunday

ステップ 7

To upgrade the switch group
immediately, return to EXEC
mode and type the command
firmware upgrade switch-group.

（注）

メンテナンスポリシースケジューラを

一時停止します。Use the [no] prefix to
resume.

[no] scheduler pause

例：

apic1(config-firmware-switch)#
scheduler pause

ステップ 8

apic1(config-firmware-switch)# no
scheduler pause

設定を表示します。show running-config

例：

ステップ 9

apic1(config-firmware-switch)# show
run

例

次に、3つのリーフスイッチのファームウェアをアップグレードする例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# switch-group mySwitchGroup5
apic1(config-firmware-switch)# switch leaf1,leaf3,leaf6
apic1(config-firmware-switch)# no switch leaf4,leaf5
apic1(config-firmware-switch)# firmware-version aci-apic-dk9.1.1.3f.bin
apic1(config-firmware-switch)# run-mode pause-on-failure
apic1(config-firmware-switch)# schedule myNextSunday
apic1(config-firmware-switch)# show run
# Command: show running-config firmware switch-group mySwitchGroup5
# Time: Fri Nov 6 23:55:35 2015
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firmware
switch-group mySwitchGroup5
switch 101
switch 102
switch 103
switch 106
schedule myNextSunday
exit

exit
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第 18 章

スナップショットによる設定の管理

•構成管理とスナップショットについて（507ページ）
•スナップショットのエクスポート（507ページ）
•スナップショットのインポート（509ページ）
•スナップショットを使用したロールバック設定（510ページ）
•スナップショットファイルのリモートパスへのアップロードまたはダウンロード（512
ページ）

•スナップショットファイルとジョブの管理（513ページ）

構成管理とスナップショットについて
ローカルのコントローラ管理フォルダとの間で、構成アーカイブ（スナップショット）をエク

スポートおよびインポートすることによって、システム構成をバックアップおよび復元するこ

とができます。構成の変更を加える前後にスナップショットをエクスポートすることにより、

2つのスナップショット間に適用された構成変更をロールバックすることができます。

また、リモートサーバとの間でスナップショットファイルをアップロードおよびダウンロー

ドすることもできます。

各スナップショットのアクション（エクスポート、インポート、ロールバック、アップロード

およびダウンロード）は、アクションのためのポリシーを作成し、ジョブとしてアクションを

トリガーすることによって行われます。エクスポートのアクションは、将来の時刻または定期

的に実行するようにスケジュールすることもできます。インポート、エクスポートおよびロー

ルバックのジョブは並列実行できません。ジョブがすでに実行中の場合、新しいジョブをトリ

ガーすることはできません。

スナップショットのエクスポート

始める前に

スケジュールに従ってスナップショットをエクスポートする場合、エクスポートポリシーを設

定する前にスケジューラを設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

スナップショットをエクスポートするポ

リシーを作成します。

[no] snapshot export policy-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# snapshot export
myExportPolicy

エクスポートされたコンフィギュレー

ションファイルのデータ形式を指定し

ます。デフォルトは

format {xml | json}

例：

apic1(config-export)# format json

ステップ 3

スナップショットをエクスポートする既

存のスケジューラを指定します。

（任意） [no] schedule schedule-name

例：

ステップ 4

apic1(config-export)# schedule
EveryEightHours

エクスポートのターゲットを割り当てま

す。ファブリック、インフラ、特定のテ

（任意） [no] target [infra | fabric |
tenant-name]

例：

ステップ 5

ナント、またはなしにすることができま

す。ターゲットを指定しない場合、すべ
apic1(config-export)# target
tenantExampleCorp ての設定情報がエクスポートされます。

デフォルトではターゲットはありませ

ん。

ファイルが送信される設定済みのリモー

トパスの名前を指定します。リモート

（任意） [no] remote path
remote-path-name

例：

ステップ 6

パスを指定しない場合、ファイルはコン

トローラ内のフォルダにローカルにエク
apic1(config-export)# remote path
myBackupServer スポートされます。デフォルトではリ

モートパスはありません。

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

apic1(config-export)# end

スナップショットエクスポートタスク

を実行します。エクスポートポリシー

必須: trigger snapshot export policy-name

例：

ステップ 8

にスケジューラを設定する場合、すぐに
apic1# trigger snapshot export
myExportPolicy エクスポートする場合を除きこの手順は

不要です。
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例

次に、特定のテナント設定について JSON形式のスナップショットファイルの定期的
なエクスポートを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# snapshot export myExportPolicy
apic1(config-export)# format json
apic1(config-export)# target tenantExampleCorp
apic1(config-export)# schedule EveryEightHours

スナップショットのインポート

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

スナップショットをインポートするポリ

シーを作成します。

[no] snapshot import policy-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# snapshot import
myImportPolicy

インポートするファイルの名前を指定し

ます。

file filename

例：

ステップ 3

apic1(config-import)# file
ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz

インポートされた構成設定を現在の設定

とマージするかどうか、またはインポー

action {merge | replace}

例：

ステップ 4

トされた設定で現在の設定を完全に置き

換えるかどうかを指定します。
apic1(config-import)# action replace

インポートされた設定を適用するときに

設定エラーをインポートプロセスでど

[no] mode {atomic | best-effort}

例：

ステップ 5

のように処理するかを指定します。ベス
apic1(config-import)# mode atomic

トエフォート型のインポートモードで

はアーカイブ内の個々の設定エラーをス

キップし、アトミックモードでは設定

エラーがあるとインポートをキャンセル

します。
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目的コマンドまたはアクション

ファイルをインポートする設定済みリ

モートパスの名名を指定します。リモー

（任意） [no] remote path
remote-path-name

例：

ステップ 6

トパスを指定しない場合、ファイルは

コントローラ内のフォルダからローカル
apic1(config-import)# remote path
myBackupServer にインポートされます。デフォルトでは

リモートパスはありません。

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

apic1(config-import)# end

スナップショットインポートタスクを

実行します。

必須: trigger snapshot import policy-name

例：

ステップ 8

apic1# trigger snapshot import
myImportPolicy

例

次に、スナップショットファイルのインポートの設定および実行を行って現在の設定

を置き換える例を示します。

apic1# show snapshot files
File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
Created : 2015-11-21T01:00:21.167+00:00
Root :
Size : 22926

apic1# configure
apic1(config)# snapshot import myImportPolicy
apic1(config-import)# file ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
apic1(config-import)# action replace
apic1(config-import)# mode atomic
apic1(config-import)# end
apic1# trigger snapshot import myImportPolicy

スナップショットを使用したロールバック設定
ロールバック機能では、1つのスナップショットアーカイブと以降のスナップショットアーカ
イブの間に行った変更を戻す、「元に戻す」機能を提供します。ロールバックでは、ローカル

に保存されたスナップショットファイルのみがサポートされます。実装する前に、必要に応じ

てプレビューモードを有効にして、ロールバックを生成および表示できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

スナップショットを使用してロールバッ

クのポリシーを作成します。

[no] snapshot rollback policy-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# snapshot rollback
myRollbackPolicy

以前のファイルの名前を指定します。first-file filename

例：

ステップ 3

apic1(config-rollback)# first-file
ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz

以降のファイルの名前を指定します。second-file filename

例：

ステップ 4

apic1(config-rollback)# second-file
ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T09-00-21.tar.gz

（オプション）ロールバックの変更が生

成されプレビューされますが、適用され

[no] preview

例：

ステップ 5

ないように指定します。プレビューモー
apic1(config-rollback)# preview

ドが有効にすると、設定の変更は行われ

ません。ロールバックの変更をプレ

ビューした後、nopreviewコマンドを使
用してプレビューモードを終了し、

ビューモードを終了し、trigger snapshot
rollbackコマンドを再入力するときに適
用するロールバックを有効にします。

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

apic1(config-rollback)# end

スナップショットロールバックタスク

を実行します。

必須: trigger snapshot rollback
policy-name

例：

ステップ 7

apic1# trigger snapshot rollback
myRollbackPolicy
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例

この例では、最初にプレビューすることなくロールバックを設定し、実行する方法を

示します。

apic1# show snapshot files
File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
Created : 2015-11-21T01:00:21.167+00:00
Root :
Size : 22926

File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T09-00-21.tar.gz
Created : 2015-11-21T09:00:24.025+00:00
Root :
Size : 23588

apic1# configure
apic1(config)# snapshot rollback myRollbackPolicy
apic1(config-rollback)# first-file ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
apic1(config-rollback)# second-file ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T09-00-21.tar.gz
apic1(config-rollback)# end
apic1# trigger snapshot rollback myRollbackPolicy

スナップショットファイルのリモートパスへのアップ

ロードまたはダウンロード
ローカルストレージからリモートパスにスナップショットアーカイブファイルをアップロー

ドできます。また、リモートパスからスナップショットアーカイブファイルをダウンロード

することもできます。

始める前に

ファイルを受信するリモートパスを設定します。ファイルエクスポートのリモートパスの設

定（530ページ）を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

リモートパスを使用してスナップショッ

トファイルをアップロードまたはダウ

ンロードするポリシーを作成します。

[no] snapshot {upload | download}
policy-name remote-path-name

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# snapshot upload
myUpPolicy

スナップショットファイルが送信され

る設定済みのリモートパスの名前を指

定します。

remote path remote-path-name

例：

apic1(config-upload)# remote path
myBackupServer

ステップ 3

送信されるスナップショットファイル

の名前を指定します。

file filename

例：

ステップ 4

apic1(config-upload)# file
ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

apic1(config-upload)# end

スナップショットのアップロードまたは

ダウンロードタスクを実行します。

trigger snapshot {upload | download}
policy-name

例：

ステップ 6

apic1# trigger snapshot upload
myUpPolicy

例

次に、スナップショットファイルのリモートパスへのアップロードを設定および実行

する例を示します。

apic1# show snapshot files
File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
Created : 2015-11-21T01:00:21.167+00:00
Root :
Size : 22926

apic1# configure
apic1(config)# snapshot upload myUpPolicy
apic1(config-upload)# remote path myBackupServer
apic1(config-upload)# file ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
apic1(config-upload)# end
apic1# trigger snapshot upload myUpPolicy

スナップショットファイルとジョブの管理
次のコマンドは、スナップショットファイルやジョブを管理するために使用できます。
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説明コマンド

ローカルストレージからスナップショット

ファイルを削除します。

clear snapshot file filename

履歴からスナップショットジョブを削除しま

す。

clear snapshot job job-name

ローカルストレージのスナップショットファ

イルが表示されます。

show snapshot files

最近のスナップショットタスクが表示されま

す。

show snapshot jobs

現在アクティブなスナップショットタスクが

表示されます。

show snapshot active jobs

例

この例では、スナップショットファイルとスナップショットジョブ履歴を表示する方法を示し

ています。

apic1# show snapshot files
File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
Created : 2015-11-21T01:00:21.167+00:00
Root :
Size : 22926

File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T09-00-21.tar.gz
Created : 2015-11-21T09:00:24.025+00:00
Root :
Size : 23588

apic1# show snapshot jobs
Type : export
Run : 2015-11-21T01-00-17
State : success
Details : Success
File Name : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz

Type : export
Run : 2015-11-21T09-00-21
State : success
Details : Success
File Name : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T09-00-21.tar.gz

Type : rollback
Run : 2015-11-22T00-25-06
State : running
Details :
File Name : not applicable

apic1# clear snapshot job 2015-11-22T00-25-06
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第 19 章

モニタリングの設定

• Syslogの設定（515ページ）
• Call Homeの設定（518ページ）
• TACACS外部ログの設定（526ページ）
• NX-OSスタイルの CLIを使用したオンデマンドの techsupportファイルの送信（528ペー
ジ）

•ファイルエクスポートのリモートパスの設定（530ページ）
•モニタリングの Showコマンドの使用方法（531ページ）
• SNMPの設定（537ページ）
• CLIを使用した SNMPポリシーの設定（539ページ）
• Smart Callhomeの設定（540ページ）

Syslogの設定

ロギングサーバグループの設定

ACIファブリックでは、1つ以上のロギングサーバグループは 1つ以上のロギング宛先サーバ
で設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

監視用のサーバのグループを設定しま

す。

logging server-group server-group-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# logging server-group
myLoggingGroup
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目的コマンドまたはアクション

指定します。[no] description text

例：

ステップ 3

apic1(config-logging)# logging
description "This is my logging server
group"

コンソールへのロギングをイネーブルに

して（スイッチ用のみ）、オプションで

[no] console [severity {alerts |critical
|emergencies}]

例：

ステップ 4

ロギングの最小の重大度レベルを設定し

ます。apic1(config-logging)# console severity
critical

ログファイルへのロギングをイネーブル

にして、オプションでロギングの最小の

重大度レベルを設定します。

[no] logfile [severity {alerts |critical
|debugging |emergencies |errors
|information |notifications |warnings}]

例：

ステップ 5

apic1(config-logging)# logfile severity
critical

宛先ロギングサーバを追加して、オプ

ションでロギングの最小の重大度レベル

を設定します。

[no] server ipアドレスまたはホスト名[
facilityローカルレベル]mgmtepg
[severity重大度レベル] [inb {|oob}] [ port
ポート番号]

ステップ 6

• facility—Local facility in the form
localn例：

apic1(config-logging)# server
reach.example.com level local4 mgmtepg
inb port 514

• severity：ロギングの最小の重大度
レベル。Can be one of the options
shown in the logfile command.

• mgmt—Management endpoint group,
either inb (inband) or oob (out of band).

• port：ログングサーバのサービス
ポート番号。

例

この例では、syslog宛先サーバグループを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# logging server-group myLoggingGroup
apic1(config-logging)# logging description "This is my logging server group"
apic1(config-logging)# console severity critical
apic1(config-logging)# logfile severity critical
apic1(config-logging)# server reach.example.com level local4 mgmtepg inb port 514
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次のタスク

ロギング宛先としてこのロギングサーバグループを使用して syslogを設定します。

Syslogの設定
システムログメッセージを受信してモニタするためには、syslog宛先（コンソール、ローカ
ルファイル、または syslogサーバを実行している 1つ以上のリモートホスト）を指定する必
要があります。また、コンソールに表示されるか、ファイルまたはホストによってキャプチャ

されるメッセージの重大度の最小値を指定できます。

始める前に

syslogメッセージの送信先サーバを含むロギングサーバグループを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

syslog共通のポリシーコンフィギュレー
ションモードを開始します。

syslog common

例：

ステップ 2

apic1(config)# syslog common

ポリシーに関する説明文を追加します。[no] logging description text

例：

ステップ 3

apic1(config-syslog)# logging
description "This is the common logging
policy"

syslogメッセージを送信する最小の重大
度を指定します。

[no] logging severity {alerts | critical |
debugging | emergencies | errors |
information | notifications | warnings}

ステップ 4

例：

apic1(config-syslog)# logging severity
notifications

宛先のロギングサーバグループを指定

します。

[no] logging server-group
server-group-name

例：

ステップ 5

apic1(config-syslog)# logging
server-group myLoggingGroup

ポリシーに対する監査ログを有効にしま

す。

[no] logging audit

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-syslog)# logging audit

ポリシーに対するイベントログを有効

にします。

[no] logging event

例：

ステップ 7

apic1(config-syslog)# logging event

ポリシーに対する障害ログを有効にしま

す。

[no] logging fault

例：

ステップ 8

apic1(config-syslog)# logging fault

ポリシーに対するセッションログを有

効にします。

[no] logging session

例：

ステップ 9

apic1(config-syslog)# logging session

例

次に、「通知」以上の重大度のメッセージに syslogを設定する例を示します。障害お
よびイベントログからの syslogメッセージは、サーバグループmyLoggingGroupのサー
バに送信されます。

apic1# configure
apic1(config)# syslog common
apic1(config-syslog)# logging description "This is the common logging policy"
apic1(config-syslog)# logging severity notifications
apic1(config-syslog)# logging server-group myLoggingGroup
apic1(config-syslog)# logging audit
apic1(config-syslog)# logging event

Call Homeの設定

Call Homeポリシーの設定
ACIファブリックでは、Cisco Call Home設定を共通のモニタリングポリシーに追加できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
518

モニタリングの設定

Call Homeの設定



目的コマンドまたはアクション

Call Home共通ポリシーコンフィギュ
レーションモードを開始します。

callhome common

例：

ステップ 2

apic1(config)# callhome common

ポリシーに対する監査ログを有効にしま

す。

[no] logging audit

例：

ステップ 3

apic1(config-callhome)# logging audit

ポリシーに対するイベントログを有効

にします。

[no] logging event

例：

ステップ 4

apic1(config-callhome)# logging event

ポリシーに対する障害ログを有効にしま

す。

[no] logging fault

例：

ステップ 5

apic1(config-callhome)# logging fault

ロギングする最小の重大度を指定しま

す。

[no] logging severity {alert | critical | debug
| emergency | error | info | notice |warning}

例：

ステップ 6

apic1(config-callhome)# logging
severity notice

定期的な通知スケジューラを設定しま

す。スケジューラは、前もって設定する

必要があります。

[no] periodic-inventory notification
schedule scheduler

例：

ステップ 7

apic1(config-callhome)#
periodic-inventory notification
schedule EveryEightHours

Call Homeの設定を示します。show callhome
common[destination-profile |query-profile
|transport-email]

ステップ 8

例：

apic1(config-callhome)# show callhome
common

例

次に、基本的な Call Homeポリシーを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# callhome common
apic1(config-callhome)# logging event
apic1(config-callhome)# logging fault
apic1(config-callhome)# logging severity notice
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apic1(config-callhome)# periodic-inventory notification schedule EveryEightHours
apic1(config-callhome)# end
apic1# show callhome common
Callhome : common

Logging Enabled : event,faults
Logging Severity : notice

Destination-Profile :

Admin State : Enabled
Contract-id : 12345678
Customer-id : ABCDEFG
Email-addr : admin@example.com
From email-addr : apic1@example.com
Reply-To email-addr : apic1@example.com
Phone Number : +14085551212
SMTP Port num : 25

SMTP Server : smtp.example.com

Destination Email-addr Format Message-Size Message-Level
----------- ----------------- ------ ------------ -------------
SanJose admin@example.com xml 40000 alert

Query-Profile :

Query Name Query Type Dn/Class Target Respones Subtree Response Include
----------- ---------- -------- ------ ----------------
------------------------------
myUserQuery class User self children
ep-records,fault-records,stats

次のタスク

宛先プロファイルと（オプションで）クエリプロファイルを設定します。

Call Home宛先プロファイルの設定
少なくとも 1つの Call Homeの宛先プロファイルを設定する必要があります。宛先プロファイ
ルが電子メールメッセージ送信を使用している場合、シンプルメール転送プロトコル（SMTP）
サーバを指定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

Call Home共通ポリシーコンフィギュ
レーションモードを開始します。

callhome common

例：

ステップ 2

apic1(config)# callhome common
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目的コマンドまたはアクション

宛先プロファイルを設定します。[no] destination-profile

例：

ステップ 3

apic1(config-callhome)#
destination-profile

送信するためのメッセージと重大度の

レベルの形式を含む、Call Homeメッ
[no] destination dest-name

例：

ステップ 4

セージが送信される宛先を設定しま

す。
apic1(config-callhome-destnprof)#
destination SanJose

複数の宛先を設定できます。（注）

Call Homeメッセージを受信する電子
メールアドレスを設定します。最大

[no] email-addr電子メール

例：

ステップ 5

255文字の英数字を Eメールアドレス
フォーマットで指定できます。

apic1(config-callhome-destnprof-destn)#
email-addr alerts@example.com

次の形式で送信可能な Call Homeメッ
セージの形式を設定します。

[no] format {aml | xml | short-txt}

例：

ステップ 6

• aml：適応型メッセージング言語
（AML）の XMLスキーマの定義
（XSD）

apic1(config-callhome-destnprof-destn)#
format xml

• xml：XML形式は、Cisco Systems
Technical Assistance Center（TAC）
とのやり取りの中でも使用されま

す。

• short-txt：1または 2行で障害を説
明する、ポケットベルや印刷レ

ポートに適したショートテキスト

フォーマット

メッセージを送信するための最小の重

大度レベルを設定します。

[no] message-level {alert | critical | debug
| emergency | error | info | notice |
warning}

ステップ 7

例：

apic1(config-callhome-destnprof-destn)#
message-level alert

メッセージのサイズを設定します。範

囲は 0～ 5000000文字です。
[no] message-size size

例：

ステップ 8

apic1(config-callhome-destnprof-destn)#
message-size 40000
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目的コマンドまたはアクション

宛先プロファイルコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-callhome-destnprof-destn)#
exit

次で説明されているのコマンドを使用

します。 Call Home宛先プロファイル
設定コマンド（523ページ）

宛先プロファイルを設定します。

例：

apic1(config-callhome-destnprof)#
(various commands)

ステップ 10

Call Homeの設定を示します。show callhome
common[destination-profile
|query-profile |transport-email]

ステップ 11

例：

apic1(config-callhome-destnprof)# show
callhome common transport-email

例

この例では、alerts@example.comに重大度「alert」またはそれ以上の電子メールメッ
セージを送信するために、Call Homeを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# callhome common
apic1(config-callhome)# destination-profile
apic1(config-callhome-destnprof)# destination SanJose
apic1(config-callhome-destnprof-destn)# email-addr alerts@example.com
apic1(config-callhome-destnprof-destn)# format xml
apic1(config-callhome-destnprof-destn)# message-level alert
apic1(config-callhome-destnprof-destn)# message-size 40000
apic1(config-callhome-destnprof-destn)# exit
apic1(config-callhome-destnprof)# contract-id 12345678
apic1(config-callhome-destnprof)# customer-id ABCDEFG
apic1(config-callhome-destnprof)# description "Example Corporation"
apic1(config-callhome-destnprof)# site-id XYZ123
apic1(config-callhome-destnprof)# street-address "1 Cisco Way"
apic1(config-callhome-destnprof)# phone-contact +14085551212
apic1(config-callhome-destnprof)# email-contact admin@example.com
apic1(config-callhome-destnprof)# transport email from apic1@example.com
apic1(config-callhome-destnprof)# transport email reply-to apic1@example.com
apic1(config-callhome-destnprof)# transport email mail-server smtp.example.com mgmtepg
inb port 25
apic1(config-callhome)# end
apic1# show callhome common transport-email
From email-addr : apic1@example.com
SMTP Port num : 25

SMTP Server : smtp.example.com
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Call Home宛先プロファイル設定コマンド
These commands are entered in the Call Home destination profile (config-callhome-destnprof)
configuration mode.

Purposeコマンド

お客様の Call Home契約番号。contract-id contract-id

ライセンス上のサポート契約の契約番号を含む Cisco
Connection Online（CCO）ID。

customer-id customer-id

このお客様サイトに関する説明テキスト。description text

主要連絡先の電子メールアドレス。email-contact電子メール

主要連絡先の電話番号。phone-contact phone-num

お客様のサイトに固有の Call Home ID。site-id site-id

主要連絡先の住所。street-address address

システムによって送信される Call Homeアラートメッ
セージの [From]フィールドに表示される電子メールア
ドレス。

transport email from電子メール

システムによって送信される Call Homeアラートメッ
セージの [From]フィールドに表示される返信電子メー
ルアドレス。

transport email reply-to電子メール

SMTPサーバの IPアドレスまたはホスト名およびシス
テムが SMTPサーバへの通信に使用するポート番号。

transport email mail-server smtpサー
バmgmtepg{inb | oob} portポート番
号

Call Homeクエリの設定
イベントが、Call Homeレポートの送信をトリガーすると、選択したクエリの情報がレポート
に含まれます。クラス名または識別名に基づいてクエリを設定することができ、さらにサブツ

リーに基づいてクエリを設定できます。

始める前に

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

apic1# configure

Call Home共通ポリシーコンフィギュ
レーションモードを開始します。

callhome common

例：

ステップ 2

apic1(config)# callhome common

Call Homeクエリプロファイルコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

[no] query-profile

例：

ステップ 3

apic1(config-callhome)# query-profile

クエリプロファイルを設定します。[no] query query-name type {class
class-name | dn name}

ステップ 4

例：

apic1(config-callhome-queryprof)# query
myUserQuery type class User

応答サブツリーを設定します。完全なサ

ブツリー、1つの子、またはサブツリー
情報を含めることができます。

[no] response-subtree {full | children | no}

例：

apic1(config-callhome-queryprof-query)#
response-subtree children

ステップ 5

応答に含まれる特定のサブツリー情報カ

テゴリを設定します。複数のカテゴリは

[no] response-incl
{option[,option[,option...]]}

例：

ステップ 6

カンマ区切りのリストで指定できます。

使用できるドライブをクエリサブツリー

カテゴリ（525ページ）に示します。
apic1(config-callhome-queryprof-query)#
response-incl
ep-records,fault-records,stats

クエリのターゲットを設定します[no] target {children | self | subtree}

例：

ステップ 7

apic1(config-callhome-queryprof-query)#
target self

Call Homeの設定を示します。show callhome
common[destination-profile |query-profile
|transport-email]

ステップ 8

例：

apic1(config-callhome-queryprof-query)#
show callhome common query-profile

例

この例では、Call Homeクエリを設定する方法を示します。

apic1# configure
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apic1(config)# callhome common
apic1(config-callhome)# query-profile
apic1(config-callhome-queryprof)# query myUserQuery type class User
apic1(config-callhome-queryprof-query)# response-subtree children
apic1(config-callhome-queryprof-query)# response-incl ep-records,fault-records,stats
apic1(config-callhome-queryprof-query)# target self
apic1(config-callhome)# end
apic1# show callhome common destination-profile
Query-Profile :

Query Name Query Type Dn/Class Target Respones Subtree Response Include
----------- ---------- -------- ------ ----------------
------------------------------
myUserQuery class User self children
ep-records,fault-records,stats

クエリサブツリーカテゴリ

説明クエリのカテゴリ

add-mo-list

audit-logs

config-only

count

custom-path-hop

deployment

deployment-records

ep-records

event-logs

fault-count

fault-records

障害

full-deployment

health

health-records

local-prefix

no-scoped

none
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port-deployment

record-subtree

relations

relations-with-parent

required

state

stats

タスク

TACACS外部ログの設定

NX OSスタイルCLIを使用して TACACS外部ロギング宛先グループの作
成

NX OSスタイルのコマンドラインインターフェイス (CLI)を使用して、TACACS通知先グルー
プと宛先を設定することができます。TACACS宛先グループを使用すると、ログデータを送
信するAAAをリモートの TACACSサーバの宛先のリストを作成できます。グループには 1つ
以上の宛先を作成できます。宛先グループの作成後は、TACACSのソースと、ファブリック
ポリシーや、外部アクセスポリシーで設定されている特定のテナントポリシーのいずれかを

関連付けることができます、 Cisco Application Policy Infrastructure Controller ( Cisco APIC )。

CLIでは、NX OSスタイル TACACS外部ロギングコマンドにアクセスする権限は必須です。（注）

次の例の CLIコマンドは、TACACS宛先グループと NX OSスタイル CLIを使用して宛先を設
定する方法を示します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 Create a TACACS destination group.

例：

次のコマンドでは、「tacacs-宛先-grp-1」という名前のTACACS宛先グループが作成されます。
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apic1(config)# tacacslog-group tacacs-dest-grp-1

ステップ 3 新しい宛先グループで TACACS宛先を作成します。

例：

次のコマンドでは、「1.1.1.1」の IPアドレスとリモート TACSCS宛先が作成され、デフォル
トポート番号 49が含まれています。
apic1(config-tacacslog-group)# remote-dest 1.1.1.1 port 49

ログの他のポート番号を含むポートキーワードの後で同じ IPアドレスで複数のポー
トに送信されることができます。

（注）

ステップ 4 新しい TACACSリモート接続先の特定のパラメータを設定します。

例：

次のコマンド例では、次の特性は新しい remote destination(リモート宛先、リモート接続先)を
設定します。

•認証キー: 12345

• Authentication protocol: MS-CHAP

•管理 EPG:アウトオブバンド

apic1(config-remote-dest)# key
Enter Key: 12345
Enter Key again: 12345
apic1(config-remote-dest)# protocol mschap
apic1(config-remote-dest)# management-epg oob

この設定の結果は、TACACSサーバのリモート接続先を含む TACACS宛先グループを作成し
ます。同じ AAAロギングデータが複数のリモート TACACSサーバに送信する場合は、3と 4
に必要な数の手順を繰り返すことができます。

NX OSスタイル CLIを使用して TACACS外部ログの送信元の作成
NX OSスタイル CLIを使用すると、TACACSの送信元を設定できます。この設定では、送信
元は TACACS宛先グループに関連付けられます。TACACS送信元を作成すると一連の AAA
ロギングデータの送信先を決定します。例えば、ファブリックポリシーで TACACS送信元を
作成する場合、Cisco Application Policy Infrastructure Controller ( Cisco APIC )でサポートされて
いる Cisco Application Centric Infrastructure ( Cisco ACI )のすべてのAAAロギングデータは、関
連付けられている TACACS宛先に送信されます。異なる宛先グループをサポートする 1つ以
上の送信元を作成することができます。

次の例の CLIコマンドは、NX OSスタイル CLIを使用して TACACS送信元を設定する方法を
示します。
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手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 TACACS送信元を作成します。

例：

次のコマンドでは、「tacacs-src-1」という名前の TACSCS送信元が作成されます。
apic1(config)# tacacslog-monitoring common tacacslog-src tacacs-src-1

ステップ 3 TACACS送信元を TACACS宛先グループに関連付けます。

例：

次のコマンドでは、「tacacs-dest-grp-1」という名前のTACSCS宛先グループが新しいTACACS
送信元に関連付けられます。

apic1(config-tacacslog-monitoring)# server-group tacacs-dest-grp-1

この設定の結果が、ファブリック全体の TACACS送信元の作成と、TACACSサーバのリモー
ト宛先を含む宛先グループの関連付けです。ファブリック全体のすべてのAAAロギングデー
タは、関連付けられている TACACS宛先に送信されます。

NX-OSスタイルの CLIを使用したオンデマンドの
techsupportファイルの送信

APICにエクスポートする場合や、帯域幅と計算のリソースが不足している外部サーバにエク
スポートする場合は特に、同時に 5つを超えるノードから techsupportファイルの回収をトリ
ガーしないでください。

APICの過剰なストレージの使用を避けるには、ローカルに保存された techsupportファイルを
すぐに削除してください。

（注）

始める前に

techsupportファイルをエクスポートするリモートパスを設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コントローラ、スイッチ、またはすべて

からリモートパスへの techsupportファ
trigger techsupport {all | controllers switch
node-id} [ remotename remote-path-name]

例：

ステップ 1

イルのエクスポートをトリガーします。

スイッチの場合、範囲またはカンマ区切apic1# trigger techsupport switch
101,103 remotename remote5 りのリストを指定できます。リモート

ホストを指定しない場合、ファイルはコ

ントローラ自体に収集されます。

指定されたホストからリモートパスへ

の techsupportファイルのエクスポート
trigger techsupport host host-id

例：

ステップ 2

をトリガーします。リモートホストを
apic1# trigger techsupport host

指定しない場合、ファイルはコントロー

ラ自体に収集されます。

リモートホストへのローカル techsupport
ファイルのエクスポートをトリガーしま

trigger techsupport local

例：

ステップ 3

す。リモートホストを指定しない場合、
apic1# trigger techsupport local

ファイルはコントローラ自体に収集され

ます。

techsupportファイルがトリガーされる
と、このコマンドによって techsupport
レポートのステータスが表示されます。

show techsupport {all | controllers switch
node-id} status

例：

ステップ 4

apic1# show techsupport switch 101
status

例

次に、apic1コントローラのローカルに保存されるようにスイッチ 101の techsupport
ファイルをトリガーする例を示します。

apic1# trigger techsupport switch 101

Triggering techsupport for Switch 101 using policy supNode101, setting filters to default
value

Triggered on demand tech support successfully for Switch 101, will be available at:
/data/techsupport on
the controller. Use 'show techsupport' with your options to check techsupport status.
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ファイルエクスポートのリモートパスの設定
ACIファブリックでは、techsupportまたはコンフィギュレーションファイルをエクスポートす
る 1つ以上のリモート宛先を設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

リモートパスのコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no] remote path remote-path-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# remote path myFiles

リモートサーバにログインするユーザ

名を設定します。パスワードを入力する

ように求められます。

user username

例：

apic1(config-remote)# user admin5

ステップ 3

リモートサーバへのパスとプロトコル

を設定します。パスワードを入力するよ

うに求められます。

path {ftp | scp | sftp} host[:port]
[remote-directory ]

例：

ステップ 4

apic1(config-remote)# path sftp
filehost.example.com:21
remote-directory /reports/apic

例

次に、ファイルをエクスポートするためにリモートパスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# remote path myFiles
apic1(config-remote)# user admin5
You must reset the password when modifying the path:
Password:
Retype password:
apic1(config-remote)# path sftp filehost.example.com:21 remote-directory /reports/apic
You must reset the password when modifying the path:
Password:
Retype password:
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モニタリングの Showコマンドの使用方法

showコマンドの使用について
障害、イベント、ヘルス、統計情報、および監査ログの showコマンドは、特定のタイプの情
報または、コントローラ、リーフスイッチ、スパインスイッチ、またはテナントなどの特定

のエンティティからの情報を表示するためにフィルタリングできます。

広範なクエリはシステムリソースおよびストレージの面で費用がかかります。たとえば、エン

ティティのフィルタを使用せずに障害、イベント、監査の showコマンドを使用して、システ
ム全体からすべてのログまたはレコードを検索します。シスコは、可能な限りクエリを絞り込

むために、利用可能なデータおよびエンティティのフィルタを使用することを推奨します。た

とえば、次のコマンドでは、直近の 45分間にクエリを制限することで、迅速かつ多くのフィ
ルタリングされた応答が得られます。

show audits last-minutes 45

コマンドの各ポイントで、「?」を入力すると、それぞれの簡単な説明とその時点で使用可能
なすべてのキーワードおよびオプションが表示されます。

ヒント

show faultsコマンドの使用方法
The show faults command can combine several data filters and an entity filter to deliver a specific set of
faults.コマンド構文は次のとおりです。

show faults [filter1 [filter2... ]] [entity-filter]

エンティティのフィルタは、出力をコントローラ、リーフ、スパイン、またはテナントの障害

に限定します。使用できるエンティティフィルタを showコマンドのエンティティフィルタ
（536ページ）に示します。

データフィルタは、障害のクエリのタスクを簡単にするためにユーザに提供されます。使用可

能なデータフィルタは次のとおりです。

説明フィルタ

確認応答の状態ack {yes | no}

causecause name

障害コードcode fault-code

コントローラ情報controller

詳細な障害情報detail
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説明フィルタ

この時間までの障害アクティビティend-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

履歴情報history

障害 IDid fault-id

L4 L7デバイス情報l4l7-cluster[cluster name | tenant name]

L4 L7グラフ情報l4l7-graph[cluster name | tenant name]

最後の N日間の障害アクティビティlast-days days

最後の N時間の障害アクティビティlast-hours hours

最後の N分間の障害アクティビティlast-minutes minutes

lifecycle statelc lc-state

リーフスイッチ情報leaf [leaf-id]

マイクロソフトのドメイン情報microsoft domain name

最小値、重大度のmin-severity severity-value

severityseverity severity-value

スパインスイッチ情報spine [spine-id]

この時間以降の障害アクティビティstart-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

テナント情報tenant [name]

障害の種類type fault-type

VMwareのドメイン情報vmware domain name

例

この例では、コード「F110473」、重要度「warning」、ライフサイクル「raised」およびテナン
ト TSW_Tenant0の確認応答の状態「no」の過去 5日間に発生したすべての障害を示します。

apic1# show faults code F110473 last-days 5 severity warning lc raised ack no tenant
TSW_Tenant0
Code : F110473
Severity : warning
Last Transition : 2015-11-03T01:19:04.913+00:00
Lifecycle : raised
DN : uni/tn-TSW_Tenant0/BD-tsw0ctx0BD1/fault-F110473
Description : TCA: ingress drop bytes rate(l2IngrBytesAg15min:dropRate)

value 160462 raised above threshold 100000
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show eventsコマンドの使用方法
The show events command can combine several data filters and an entity filter to deliver a specific set of
events.コマンド構文は次のとおりです。

show events [filter1 [filter2... ]] [entity-filter]

エンティティのフィルタは、出力をコントローラ、リーフ、スパイン、またはテナントのイベ

ントに限定します。使用できるエンティティフィルタを showコマンドのエンティティフィル
タ（536ページ）に示します。

データフィルタは、イベントのクエリのタスクを簡単にするためにユーザに提供されます。使

用可能なデータフィルタは次のとおりです。

説明フィルタ

causecause fault-value

イベントコードcode event-code

コントローラ情報controller

詳細なイベント情報detail

この時間までのイベントアクティビティend-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

イベント IDid event-id

最後の N日間のイベントアクティビティlast-days days

最後の N時間のイベントアクティビティlast-hours hours

最後の N分間のイベントアクティビティlast-minutes minutes

リーフスイッチ情報leaf [leaf-id]

スパインスイッチ情報spine [spine-id]

この時間以降のイベントアクティビティstart-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

テナント情報tenant [name]

例

この例では、leaf 101上のすべてのイベントを示します。

apic1# show events leaf 101

Severity : info
Affected Object : topology/pod-1/node-101/sys/phys-[eth1/28]
Code : E4208843
ID : 8589934758
Cause : transition
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Description : PhysIf eth1/28 modified
Creation Time : 2015-11-03T01:11:16.763+00:00

show healthコマンドの使用方法
The show health command can combine several data filters and an entity filter to deliver a specific health
report.コマンド構文は次のとおりです。

show health [filter1 [filter2... ]] [entity-filter]

エンティティのフィルタは、出力をコントローラ、リーフ、スパイン、またはテナントのヘル

ススコアに限定します。使用できるエンティティフィルタを showコマンドのエンティティ
フィルタ（536ページ）に示します。

データフィルタは、ヘルスのクエリのタスクを簡単にするためにユーザに提供されます。使用

可能なデータフィルタは次のとおりです。

説明フィルタ

この時間までのヘルスアクティビティend-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

履歴情報history

ヘルススコア率の最小変化max-change percentage

最大ヘルススコアmin-hs得点

この時間以降のヘルスアクティビティstart-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

例

この例では、すべてのテナントの簡単なヘルスレポートを示します。

apic1# show health tenant
Tenant Score Change(%) Created
------------------------------------------------------------------------
infra 100 0 2015-05-12 18:45:47PDT
common 100 0 2015-05-12 18:45:47PDT
TSW_Tenant0 98 0 2015-05-12 18:20:58PDT
mgmt 100 0 2015-05-12 18:45:47PDT

この例では、テナント TSW_Tenant0の最小変化 10%で、最大 75のヘルススコアのすべての
履歴ヘルスレコードを 11月 4日から示します。

apic1# show health max-hs 75 min-change 10 start-time 2015-11-04T01:55:48 history tenant
TSW_Tenant0
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show auditsコマンドの使用方法
The show audits command can be used to view the audit-logs as well as the session logs for an entity.コ
マンドは、監査ログの指定のセットを提供するために複数のデータフィルタとエンティティの

フィルタを組み合わせることができます。コマンド構文は次のとおりです。

show audits [filter1 [filter2... ]] [entity-filter]

エンティティのフィルタは、出力をコントローラ、リーフ、スパイン、またはテナントのログ

に限定します。使用できるエンティティフィルタを showコマンドのエンティティフィルタ
（536ページ）に示します。

データフィルタは、監査ログのクエリのタスクを簡単にするためにユーザに提供されます。使

用可能なデータフィルタは次のとおりです。

説明フィルタ

オブジェクトのアクションインジケータaction {creation |deletion |failure |modification
|special |state-transition}

コントローラ情報controller

詳細なログ情報detail

この時間までのログアクティビティend-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

ログ IDid log-id

最後の N日間のログアクティビティlast-days days

最後の N時間のログアクティビティlast-hours hours

最後の N分間のログアクティビティlast-minutes minutes

リーフスイッチ情報leaf [leaf-id]

スパインスイッチ情報spine [spine-id]

この時間以降のログアクティビティstart-time YYYY-MM-DDTHR-MM:SS

テナント情報tenant [name]

ユーザの名前user user-name

例

この例では、テナント TSW_Tenant0の最後の 45分間のすべての監査ログに示します。

apic1# show audits last-minutes 45 tenant TSW_Tenant0
Creation Time : 2015-11-03T01:11:05.708+00:00
ID : 12884902085
User : admin
Action : creation
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Affected Object : uni/tn-TSW_Tenant0/out-T0-sub-L3OUT-1/instP-
l3extInstP-1/extsubnet-[192.5.1.0/24]

Description : Subnet 192.5.1.0/24 created

show statsコマンドの使用方法
The show stats command can combine data filters and an entity filter to deliver a specific set of statistics.
コマンド構文は次のとおりです。

show stats granularity granularity [cumulative] [history] [entity-filter]

エンティティのフィルタは、出力をリーフ、スパイン、またはテナントの統計情報に限定しま

す。使用できるエンティティフィルタを showコマンドのエンティティフィルタ（536ペー
ジ）に示します。

データフィルタは、統計情報のクエリのタスクを簡単にするためにユーザに提供されます。使

用可能なデータフィルタは次のとおりです。

説明フィルタ

累積統計情報cumulative

5分、15分、1時間、1日、1週間、1ヵ月、1
四半期、または 1年のサンプリング間隔サイ
ズ

granularity {5min | 15min | 1h | 1d | 1w | 1mo |
1qtr | 1year}

履歴統計情報history

例

この例では、テナント TSW_Tenant0の 15分単位の粒状統計を示します。

apic1# show stats granularity 15min tenant TSW_Tenant0

この例では、特定のポートの 15分単位の粒状統計を示します。

apic1# show stats granularity 15min leaf 101 interface ethernet 1/1

showコマンドのエンティティフィルタ
エンティティフィルタは、コントローラ、リーフ、スパイン、またはテナントの障害に出力を

制限する多くの showコマンドを拡張できます。使用可能なエンティティフィルタは次のとお
りです。

フィルタ

controller
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フィルタ

leaf node-id [fex]

leafノード id interface [ ethernet slot/port | l3instance [インスタンス名]|mgmt [mgmt0] |portchannel
| tunnel [トンネル名]]

leafノード id inventory { chassis [number] | fans [番号]| module [番号]| powersupply [番号]|
supervisor [number]}

leaf node-id protocol {arp | bgp | coop | ipv4 | ipv6 | isis | lldp | ospf | ospfv3}

leaf node-id vpc {

leaf node-id vrf [vrf-name]

spine node-id

spineノード id interface [ ethernet slot/port | l3instance [インスタンス名]|mgmt [mgmt0] | tunnel
[トンネル名]]

spineノード id inventory { chassis [number] | fabric [番号]| fans [番号]|module [番号]| powersupply
[番号]| supervisor [番号]| system [number]}

spine node-id protocol {arp | bgp | coop | ipv4 | ipv6 | isis | lldp | ospf | ospfv3}

spine node-id vrf [vrf-name]

tenant tenant-name

tenant tenant-name application [app-name] [epg]

tenant tenant-name bridge-domain [bd-name]

tenant tenant-name interface bridge-domain [bd-name]

SNMPの設定

始める前に

SNMP通信を可能にするには、SNMPトラフィック（通常、UDP 161上）を許可するアウトオ
ブバンドコントラクトを設定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

apic1# configure

テンプレート snmp-fabricファブリック
モードを開始します

template snmp-fabricsnmpファブリック
テンプレート名

例：

ステップ 2

apic1(config)# template snmp-fabric
Pol1

SNMPプロトコルのサポートをイネーブ
ル（またはディセーブル）にします。

[no] snmp-server protocol enable

例：

ステップ 3

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server protocol enable

コミュニティが必要なのは SNMPv2だ
けです。

[no] snmp-server community
community-name

例：

ステップ 4

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server community mysecret

。snmp-server contact contact-name

例：

ステップ 5

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server contact admin80

SNMPサーバの場所を設定します。snmp-server location location-name

例：

ステップ 6

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server location SanJose

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-template-snmp-fabric)#
exit

ポッドグループテンプレート（ポリ

シー）を設定します。

template pod-group
pod-group-template-name

例：

ステップ 8

apic1(config)# template pod-group
allPods

事前に設定したポッドグループにポッ

ドプロファイルを関連付けます。

inherit snmp-fabric
snmp-fabric-template-name

例：

ステップ 9

apic1(config-pod-group)# inherit
snmp-fabric Pol1
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例

次の例では、ファブリックでSNMPトラフィックを許可する、アウトオブバンド契約
を設定します。

apic1# configure
apic1(config)# template snmp-fabric Pol1
apic1(config-template-snmp-fabric)# snmp-server protocol enable
apic1(config-template-snmp-fabric)# snmp-server community mysecret
apic1(config-template-snmp-fabric)# snmp-server contact admin80
apic1(config-template-snmp-fabric)# snmp-server location SanJose
apic1(config-template-snmp-fabric)# exit
apic1(config)# template pod-group allPods
apic1(config-pod-group)# inherit snmp-fabric Pol1
apic1(config-pod-group)# exit
apic1(config)#

CLIを使用した SNMPポリシーの設定
SNMPポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

SNMPポリシーを作成します。template snmp-fabric default

例：

ステップ 2

apic1(config)# template snmp-fabric
default

SNMPクライアントグループを設定し
ます。クライアントのグループには、

snmp-server clientgroupステップ 3

ルータやスイッチに SNMPアクセスを
許可するクライアントの IPアドレスの
グループです。

SNMPコミュニティを設定します。
SNMPコミュニティプロファイルに

snmp-server community

例：

ステップ 4

は、モニタリングのルータまたはス

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server community abc

イッチの統計情報へのアクセスが有効

になります。
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目的コマンドまたはアクション

SNMP連絡先情報を設定します。snmp-server contactステップ 5

SNMPトラップホストを設定します。snmp-server host

例：

ステップ 6

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server host 2001:420:28e:2020::10
traps-version 2c abc
apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server host 2001:420:28e:2020::2
traps-version 2c abc
apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server host 2001:420:28e:2020::11
traps-version 2c abc

SNMPロケーションを設定します。snmp-server locationステップ 7

SNMPプロトコルを設定します。snmp-server protocol

例：

ステップ 8

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server protocol enable

サーバの SNMPトラップ転送を設定し
ます。

snmp-server trap-fwd-server

例：

ステップ 9

apic1(config-template-snmp-fabric)#
snmp-server trap-fwd-server
172.31.128.199

SNMPユーザを設定します。SNMPユー
ザプロファイルは、ユーザに関連付け

snmp-server user

例：

ステップ 10

る SNMPポリシー、ネットワーク内の
apic1(config-template-snmp-fabric)# デバイスを監視するために使用されま

す。snmp-server user test_user auth
hmac-md5-96 '' priv none
privacy-passphrase ''

設定を確認します。show running-configステップ 11

Smart Callhomeの設定

スマート Callhomeについて
スマートCallhome Callhomeとして同様の方法で重要システムポリシーの電子メールベースの
通知を提供します。ただし、スマートCallhome email messages(電子メールメッセージ、Eメー
ルメッセージ)に提供する障害の詳細な選択を収集します。
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スマート Callhome のみ を収集し、障害を提供します。（注）

スマート Callhome機能の一般的な障害のトリガーでは、ネットワークの中断を脅かすイベン
トの種類に対応します。次に例を示します。

•温度障害:センサーの温度がしきい値を超えています。

•ファン/電源装置障害:ファンまたは電源装置のがオフラインになります。

•ディスク使用率の障害:デバイスのディスク使用率がしきい値を超えています。

スマートCallhomeでは、障害を収集し、ネットワークサポートエンジニア、ネットワークオ
ペレーションセンターでは、または Cisco Smart Callhomeサービステクニカルアシスタンス
センター（TAC）とのケースを生成するには、それらを電子メールします。

NX OSスタイル CLIを使用して Smart Callhome宛先グループを作成す
る

Smart Callhomeは障害を収集し、ネットワークサポートエンジニア、ネットワークオペレー
ションセンター、または Cisco Smart Callhomeサービスにメールで送信して、テクニカルアシ
スタンスセンター（TAC）とのケースを生成します。

NX OSスタイル CLIを使用すると、Smart Callhome宛先グループと宛先を設定します。Smart
Callhome宛先グループでは、障害のデータが送信される電子メール宛先のリストを作成できま
す。グループには 1つ以上の宛先を作成できます。宛先グループの作成後、 Cisco Application
Policy Infrastructure Controller ( Cisco APIC )にサポートされているスイッチファブリック全体
か、特定のテナントに対して、Smart Callhomeと関連付けることができます。

次の例の CLIコマンドは、NX OSスタイル CLIを使用して Smart Callhome宛先グループと宛
先を設定する方法を示します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 Smart Callhome共通ポリシー設定モードを入力します。

例：

apic1(config)# smartcallhome common

共通ポリシー設定モードのデフォルト名は、「一般」です。作成できる名前はこれだ

けです。

（注）
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ステップ 3 Smart Callhome宛先グループを作成します。

例：

次のコマンドでは、Smart Callhome宛先グループが作成されます。
apic1(config-smartcallhome)# destination-profile

ステップ 4 新しい宛先グループで SMTPサーバを設定します。

例：

次のコマンドでは、「10.10.10.2」の、IPアドレスを持つ SMTPサーバが宛先グループに追加
されます。

apic1(config-callhome-destnprof)# transport email mail-server 10.10.10.2

ステップ 5 新しい Smart Callhome宛先グループに関するプロファイルパラメータを設定します。

例：

次のコマンドは、宛先グループに関する追加情報を提供します。

• Contract-id::顧客のサービス契約 ID。

• Customer-id::顧客 ID。

•説明 : Smart Callhome宛先プロファイルの説明。

• Email-contact::顧客の連絡先のメールアドレス。

• Phone-contact::顧客の連絡先電話番号。

• site-id:ネットワークが展開されているサイトの ID。

• Street-address::サイトのストリートアドレス。

ステップ 6 新しい宛先グループで Smart Callhome宛先を作成します。

例：

次のコマンドでは、「sch-dest-1」という名前のリモートSmart Callhome宛先が作成されます。
apic1(config-callhome-destnprof)# destination sch-dest-1

ステップ 7 新しいリモート Smart Callhome宛先の特定のパラメータを設定します。

例：

次のコマンド例では、次の特性は新しいリモートあれ先に設定されます。

•電子メールアドレス: net-admin@site.com

•メッセージ形式:短いテキスト

• RFC準拠: True
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apic1(config-callhome-destnprof-destn)# email-addr net-admin@site.com
apic1(config-callhome-destnprof-destn)# format short-txt
apic1(config-callhome-destnprof-destn)# rfc-compliant true

この設定の結果では、電子メールのリモート宛先を含むSmart Callhome宛先グループを作成で
す。同じ Smart Callhome障害データを複数の電子メール宛先に送信する場合は、手順 5と 6を
必要な回数繰り返します。
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第 20 章

SPANの設定

• SPANおよび ERSPANの設定（545ページ）

SPANおよび ERSPANの設定
ACIファブリックでは、SPAN機能を以下の 3つのカテゴリで設定できます。

•アクセス：リーフノードのアクセスポートから発信されたトラフィックを監視します

•ファブリック：リーフまたはスパインノードのファブリックポートからのトラフィック
を監視します

•テナント：テナント内のエンドポイントグループ（EPG）からのトラフィックを監視しま
す

次の表に、各セッションごとに異なる構成要素を示します。

DestinationFiltersSourcesSession Type

送信元と同じリーフへの

ローカルポート

EPG1つのリーフへのローカルアクセ
スポート、ポートチャネル

アクセスローカ

ル

ファブリック内のいずれ

かの EPG
EPG1つ以上のリーフノード間のアク

セスポート、ポートチャネル、
VPC

アクセス
ERSPAN

ファブリック内のいずれ

かの EPG
BDまたは
VRF

1つ以上のリーフまたはスパイン
ノード内のファブリックポート

ファブリック
ERSPAN

ファブリック内のいずれ

かの EPG
-ファブリック内のいずれかの EPGテナント

ERSPAN
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SPANの注意事項と制約事項
• SPANはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。SPANトラフィックは
スイッチリソースのユーザトラフィックと競合します。負荷を最小限にするには、分析

対象の特定のトラフィックだけをコピーするように SPANを設定します。

• SPAN送信元として l3extLIfPのレイヤ 3サブインターフェイスを指定することはできませ
ん。外部ソースからのトラフィックをモニタリングするためにはポート全体を使用しま

す。

• FEXインターフェイス用のローカル SPANでは、FEXインターフェイスは、SPAN送信元
としてのみ使用できます。SPANの宛先としては使用できません。第1世代のスイッチ (ス
イッチ名にEXまたはFXの付かないCisco Nexus 9000シリーズのスイッチ)では、Tx SPAN
はどのレイヤ 3のスイッチトラフィックでも機能しません。第 2世代のスイッチ (スイッ
チ名に EXまたは FXの付くもの)では、トラフィックがレイヤ 2またはレイヤ 3でスイッ
チされたものである場合、Tx SPANは機能しません。Rx SPANに制限はありません。

•テナントおよびアクセス SPANはカプセル化リモート拡張 SPAN（ERSPAN）タイプ Iを
使用し、ファブリック SPANは ERSPANタイプ IIを使用します。ERSPANヘッダーにつ
いては、IETFの Internet Draft（https://tools.ietf.org/html/draft-foschiano-erspan-00）を参照し
てください。

•ファブリックでは ERSPANの宛先 IPをエンドポイントとして学習する必要があります。

• SPANは IPv6トラフィックをサポートしますが、ERSPANの宛先 IPを IPv6アドレスにす
ることはできません。

•アクティブな SPANセッションの最大数など、SPAN関連の制限については、『Verified
Scalability Guide for Cisco ACI』ドキュメントを参照してください。

アクセスモードの SPANの設定
これは、アクセスリーフノードにローカルに適用される従来の SPAN設定です。1つ以上の
アクセスポートまたはポートチャネルから送信されるトラフィックは監視でき、同じリーフ

ノードにローカルな宛先ポートに送信できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

アクセスモニタリングセッションの設

定を作成します。

[no] monitor access session session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor access session
mySession
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目的コマンドまたはアクション

このアクセスモニタリングセッション

についての説明を追加します。テキス

[no] description text

例：

ステップ 3

トにスペースが含まれている場合は、

単一引用符で囲む必要があります。
apic1(config-monitor-access)#
description "This is my SPAN session"

宛先インターフェイスを指定します。

宛先インターフェイスをFEXポートま
[no] destination interface ethernet
slot/port leaf node-id

例：

ステップ 4

たはポートチャネルにすることはでき

ません。apic1(config-monitor-access)#
destination interface eth 1/2 leaf
101

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source interface ethernet
{[fex/]slot/port | port-range} leaf node-id

例：

ステップ 5

apic1(config-monitor-access)# source
interface eth 1/2 leaf 101

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-access-source)#
direction tx

ステップ 6

監視対象のトラフィックをフィルタし

ます。フィルタは、各送信元ポート範

囲で個別に設定できます。

[no] filter tenant tenant-name application
application-name epg epg-name

例：

ステップ 7

apic1(config-monitor-access-source)#
filter tenant t1 application app1
epg epg1

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-monitor-access-source)#
exit

送信元インターフェイスのポートチャ

ネルを指定します

[no] source interface port-channel
port-channel-name-list leaf node-id [fex
fex-id]

ステップ 9

（ここに示されていないトラフィック

方向とフィルタ設定を入力します）。例：

apic1(config-monitor-access)# source
interface port-channel pc5 leaf 101

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-access)# no shut
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例

次に、ローカルアクセスモニタリングセッションを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# monitor access session mySession
apic1(config-monitor-access)# description "This is my SPAN session"
apic1(config-monitor-access)# destination interface eth 1/2 leaf 101
apic1(config-monitor-access)# source interface eth 1/1 leaf 101
apic1(config-monitor-access-source)# direction tx
apic1(config-monitor-access-source)# filter tenant t1 application app1 epg epg1
apic1(config-monitor-access-source)# exit
apic1(config-monitor-access)# no shut
apic1(config-monitor-access)# show run
# Command: show running-config monitor access session mySession
# Time: Fri Nov 6 23:55:35 2015
monitor access session mySession
description "This is my SPAN session"
destination interface eth 1/2 leaf 101
source interface eth 1/1 leaf 101
direction tx
filter tenant t1 application app1 epg epg
exit

exit

アクセスモードの ERSPANの設定
ACIファブリックでは、アクセスモード ERSPANの設定は、1つ以上のリーフノードのアク
セスポート、ポートチャネル、および vPCから発信されたトラフィックの監視に使用できま
す。

ERSPANセッションの場合、宛先は常にファブリック内のどこにでも展開できるエンドポイン
トグループ（EPG）です。監視対象のトラフィックは、EPGが移動するたびに宛先に転送さ
れます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

アクセスモニタリングセッションの設

定を作成します。

[no] monitor access session session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor access session
mySession

このモニタリングセッションの説明を

追加します。テキストにスペースが含

[no] description text

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

まれている場合は、単一引用符で囲む

必要があります。

apic1(config-monitor-access)#
description "This is my access ERSPAN
session"

宛先インターフェイスをテナントとし

て指定し、宛先コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no] destination tenant tenant-name
application application-name epg
epg-name destination-ip dest-ip-address
source-ip-prefix src-ip-address

ステップ 4

例：

apic1(config-monitor-access)#
destination tenant t1 application app1
epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ERSPANセッションの ERSPAN IDを
設定します。ERSPANの範囲は 1～
1023です。

[no] erspan-id flow-id

例：

apic1(config-monitor-access-dest)#
erspan-id 100

ステップ 5

ERSPANトラフィックのパケットの
DiffServコードポイント（DSCP）値を

[no] ip dscp dscp-code

例：

ステップ 6

設定します。指定できる範囲は 0～ 64
です。

apic1(config-monitor-access-dest)# ip
dscp 42

ERSPANトラフィックの IP存続可能時
間（TTL）値を設定します。範囲は 1
～ 255です。

[no] ip ttl ttl-value

例：

apic1(config-monitor-access-dest)# ip
ttl 16

ステップ 7

ERSPANセッションの最大伝送単位
（MTU）サイズを設定します。有効な
範囲は 64～ 9216バイトです。

[no] mtu mtu-value

例：

apic1(config-monitor-access-dest)#
mtu 9216

ステップ 8

モニタアクセスコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-monitor-access-dest)#

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source interface ethernet
{[fex/]slot/port | port-range} leaf node-id

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-access)# source
interface eth 1/2 leaf 101

送信元インターフェイスポートチャネ

ルを指定します。

[no] source interface port-channel
port-channel-name-list leaf node-id [fex
fex-id]

ステップ 11

Cisco APIC NX-OSスタイルコマンドラインインターフェイスコンフィギュレーションガイド
549

SPANの設定

アクセスモードの ERSPANの設定



目的コマンドまたはアクション

例：

apic1(config-monitor-access)# source
interface port-channel pc1 leaf 101

送信元インターフェイス vPCを指定し
ます。

[no] source interface vpc vpc-name-list
leaf node-id1 node-id2 [fex fex-id1 fex-id2]

例：

ステップ 12

apic1(config-monitor-access)# source
interface vpc pc1 leaf 101 102

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-access-source)#
direction tx

ステップ 13

監視対象のトラフィックをフィルタし

ます。フィルタは、各送信元ポート範

囲で個別に設定できます。

[no] filter tenant tenant-name application
application-name epg epg-name

例：

ステップ 14

apic1(config-monitor-access-source)#
filter tenant t1 application app1
epg epg1

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 15

apic1(config-monitor-access-source)#
exit

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 16

apic1(config-monitor-access)# no shut

例

この例では、ERSPANアクセスモニタリングセッションを設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# monitor access session mySession
apic1(config-monitor-access)# description "This is my access ERSPAN session"
apic1(config-monitor-access)# destination tenant t1 application app1 epg epg1
destination-ip 192.0.20.123 source-ip-prefix 10.0.20.1
apic1(config-monitor-access-dest)# erspan-id 100
apic1(config-monitor-access-dest)# ip dscp 42
apic1(config-monitor-access-dest)# ip ttl 16
apic1(config-monitor-access-dest)# mtu 9216
apic1(config-monitor-access-dest)# exit
apic1(config-monitor-access)# source interface eth 1/1 leaf 101
apic1(config-monitor-access-source)# direction tx
apic1(config-monitor-access-source)# filter tenant t1 application app1 epg epg1
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apic1(config-monitor-access-source)# exit
apic1(config-monitor-access)# no shut
apic1(config-monitor-access)# show run
# Command: show running-config monitor access session mySession
# Time: Fri Nov 6 23:55:35 2015
monitor access session mySession
description "This is my ERSPAN session"
source interface eth 1/1 leaf 101
direction tx
filter tenant t1 application app1 epg epg1
exit

destination tenant t1 application app1 epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ip dscp 42
ip ttl 16
erspan-id 9216
mtu 9216
exit

exit

この例では、監視元としてポートチャネルを設定する方法を示します。

apic1(config-monitor-access)# source interface port-channel pc3 leaf 105

この例では、監視元として vPCレッグの 1つを設定する方法を示します。

apic1(config-monitor-access)# source interface port-channel vpc3 leaf 105

この例では、監視元として FEX 101からポートの範囲を設定する方法を示します。

apic1(config-monitor-access)# source interface eth 101/1/1-2 leaf 105

ファブリックモードの ERSPANの設定
ACIファブリックのファブリックモード ERSPAN設定を使用すると、リーフ/スパインノード
の1つ以上のファブリックポートから発信されるトラフィックをモニタリングできます。ロー
カル SPANはファブリックモードではサポートされていません。

ERSPANセッションの場合、宛先は常にファブリック内のどこにでも展開できるエンドポイン
トグループ（EPG）です。監視対象のトラフィックは、EPGが移動するたびに宛先に転送さ
れます。ファブリックモードでは、送信元としてファブリックポートのみが許可されますが、

リーフスイッチとスパインスイッチは両方とも許可されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure
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目的コマンドまたはアクション

ファブリックモニタリングセッション

設定を作成します。

[no] monitor fabric session session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor fabric session
mySession

このモニタリングセッションの説明を

追加します。テキストにスペースが含

[no] description text

例：

ステップ 3

まれている場合は、単一引用符で囲む

必要があります。
apic1(config-monitor-fabric)#
description "This is my fabric ERSPAN
session"

宛先インターフェイスをテナントとし

て指定し、宛先コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no] destination tenant tenant-name
application application-name epg
epg-name destination-ip dest-ip-address
source-ip-prefix src-ip-address

ステップ 4

例：

apic1(config-monitor-fabric)#
destination tenant t1 application app1
epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ERSPANセッションの ERSPAN IDを
設定します。ERSPANの範囲は 1～
1023です。

[no] erspan-id flow-id

例：

apic1(config-monitor-fabric-dest)#
erspan-id 100

ステップ 5

ERSPANトラフィックのパケットの
DiffServコードポイント（DSCP）値を

[no] ip dscp dscp-code

例：

ステップ 6

設定します。指定できる範囲は 0～ 64
です。

apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip
dscp 42

ERSPANトラフィックの IP存続可能時
間（TTL）値を設定します。範囲は 1
～ 255です。

[no] ip ttl ttl-value

例：

apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip
ttl 16

ステップ 7

ERSPANセッションの最大伝送単位
（MTU）サイズを設定します。有効な
範囲は 64～ 9216バイトです。

[no] mtu mtu-value

例：

apic1(config-monitor-fabric-dest)#
mtu 9216

ステップ 8

モニタアクセスコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-monitor-fabric-dest)#
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目的コマンドまたはアクション

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source interface ethernet {slot/port |
port-range} switch node-id

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-fabric)# source
interface eth 1/2 switch 101

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-fabric-source)#
direction tx

ステップ 11

ブリッジドメインによりトラフィック

をフィルタ処理します。

[no] filter tenant tenant-name bd bd-name

例：

ステップ 12

apic1(config-monitor-fabric-source)#
filter tenant t1 bd bd1

VRFによりトラフィックをフィルタ処
理します。

[no] filter tenant tenant-name vrf vrf-name

例：

ステップ 13

apic1(config-monitor-fabric-source)#
filter tenant t1 vrf vrf1

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 14

apic1(config-monitor-fabric-source)#
exit

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 15

apic1(config-monitor-fabric)# no shut

例

次に、ERSPANファブリックモニタリングセッションを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# monitor fabric session mySession
apic1(config-monitor-fabric)# description "This is my fabric ERSPAN session"
apic1(config-monitor-fabric)# destination tenant t1 application app1 epg epg1
destination-ip 192.0.20.123 source-ip-prefix 10.0.20.1
apic1(config-monitor-fabric-dest)# erspan-id 100
apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip dscp 42
apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip ttl 16
apic1(config-monitor-fabric-dest)# mtu 9216
apic1(config-monitor-fabric-dest)# exit
apic1(config-monitor-fabric)# source interface eth 1/1 switch 101
apic1(config-monitor-fabric-source)# direction tx
apic1(config-monitor-fabric-source)# filter tenant t1 bd bd1
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apic1(config-monitor-fabric-source)# filter tenant t1 vrf vrf1
apic1(config-monitor-fabric-source)# exit
apic1(config-monitor-fabric)# no shut

テナントモードの ERSPANの設定
ACIファブリックのテナントモード ERSPAN設定を使用すると、テナント内のエンドポイン
トグループから発信されるトラフィックをモニタリングできます。

テナントモードでは、送信元 EPGから発信されるトラフィックは同じテナント内の宛先 EPG
に送信されます。トラフィックのモニタリングは、送信元または宛先 EPGがファブリック内
を移動した場合に影響を受けません。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントモニタリングセッション設定

を作成します。

[no] monitor tenant tenant-name session
session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor tenant session
mySession

このアクセスモニタリングセッション

についての説明を追加します。テキス

[no] description text

例：

ステップ 3

トにスペースが含まれている場合は、

単一引用符で囲む必要があります。
apic1(config-monitor-tenant)#
description "This is my tenant ERSPAN
session"

宛先インターフェイスをテナントとし

て指定し、宛先コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no] destination tenant tenant-name
application application-name epg
epg-name destination-ip dest-ip-address
source-ip-prefix src-ip-address

ステップ 4

例：

apic1(config-monitor-tenant)#
destination tenant t1 application app1
epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ERSPANセッションの ERSPAN IDを
設定します。ERSPANの範囲は 1～
1023です。

[no] erspan-id flow-id

例：

apic1(config-monitor-tenant-dest)#
erspan-id 100

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

ERSPANトラフィックのパケットの
DiffServコードポイント（DSCP）値を

[no] ip dscp dscp-code

例：

ステップ 6

設定します。指定できる範囲は 0～ 64
です。

apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip
dscp 42

ERSPANトラフィックの IP存続可能時
間（TTL）値を設定します。範囲は 1
～ 255です。

[no] ip ttl ttl-value

例：

apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip
ttl 16

ステップ 7

ERSPANセッションの最大伝送単位
（MTU）サイズを設定します。有効な
範囲は 64～ 9216バイトです。

[no] mtu mtu-value

例：

apic1(config-monitor-tenant-dest)#
mtu 9216

ステップ 8

モニタアクセスコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-monitor-tenant-dest)#

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source application application-name
epg epg-name

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-tenant)# source
application app2 epg epg5

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-tenant-source)#
direction tx

ステップ 11

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 12

apic1(config-monitor-tenant-source)#
exit

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 13

apic1(config-monitor-tenant)# no shut

例

次に、ERSPANテナントモニタリングセッションを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
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apic1(config)# monitor access session mySession
apic1(config-monitor-tenant)# description "This is my tenant ERSPAN session"
apic1(config-monitor-tenant)# destination tenant t1 application app1 epg epg1
destination-ip 192.0.20.123 source-ip-prefix 10.0.20.1
apic1(config-monitor-tenant-dest)# erspan-id 100
apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip dscp 42
apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip ttl 16
apic1(config-monitor-tenant-dest)# mtu 9216
apic1(config-monitor-tenant-dest)# exit
apic1(config-monitor-tenant)# source application app2 epg epg5
apic1(config-monitor-tenant-source)# direction tx
apic1(config-monitor-tenant-source)# exit
apic1(config-monitor-tenant)# no shut
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第 21 章

出力の設定を実行している別Cisco APICに
showの適用

このセクションでは使用する方法を説明、 設定のエクスポート および 設定をインポート Cliを使
用する、 設定を実行している show 別 Cisco APIC出力します。

•インポートおよびエクスポートの設定について（557ページ）
•インポートおよびエクスポート設定の注意事項と制限事項（557ページ）
• CLI設定のエクスポート（558ページ）
• CLI設定のインポート（559ページ）

インポートおよびエクスポートの設定について
import configおよび export configコマンドを使用すると、別の Cisco APICに show running
config出力が適用されます。このセクションではこれらのコマンドの注意事項を含み、コマン
ドを実行する方法を説明しています。

インポートおよびエクスポート設定の注意事項と制限事

項
このセクションでは、export configおよび import configコマンドの注意事項および制限事項を
説明します。

•設定ファイルには、パスワードおよびその他の暗号化済みファイルは含まれません。

•一部の REST API設定は CTI設定と互換性がない場合があり、これにより、Cisco APICに
設定ファイルを適用する際にエラーが発生する可能性があります。

•一部の機能には、特定の順序の設定が必要です。CLIから実行されたときに、これらの設
定が検証されます。ただし、REST APIを使用した設定は検証されず、失われた設定によ
りインポートしたファイルの実行時にエラーが発生する可能性があります。
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•インタラクティブコマンドは「#」プレフィックスが付き、設定ファイルを実行している
場合は無視されます。

CLI設定のエクスポート
この手順では、テキストファイルへ設定をエクスポートする方法を示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

dev4-ifc1# configure

エクスポートする設定でリーフを特定し

ます。

leaf ID

例：

ステップ 2

dev4-ifc1(config)# leaf 101

既存のイーサネットインターフェイス

のスロット番号とポート番号を特定しま

す。

interface ethernet slot/port

例：

dev4-ifc1(config-leaf)# interface
ethernet 1/34

ステップ 3

指定されたファイル名に設定をエクス

ポートします。

export-config result-file-name

例：

ステップ 4

dev4-ifc1(config-leaf-if)#
export-config /tmp/showRunnLeaf101.txt

例

この例では、エクスポート設定を設定する方法を示します。

dev4-ifc1# config
dev4-ifc1(config)# leaf 101
dev4-ifc1(config-leaf)# interface ethernet 1/34
dev4-ifc1(config-leaf-if)# export-config /tmp/showRunnLeaf101.txt
dev4-ifc1(config-leaf-if)# cat /tmp/showRunnLeaf101.txt
config
# Command: show running-config leaf 101 interface ethernet 1 / 34
# Time: Fri Sep 23 16:03:48 2016
leaf 101
interface ethernet 1/34
switchport trunk allowed vlan 602 tenant t1 external-svi l3out l3ext1sub1
exit

exit
dev4-ifc1(config-leaf-if)#
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CLI設定のインポート
この手順では、テキストファイルから設定をインポートする方法を示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

import-config file-nameステップ 1

例：

dev4-ifc1(config-tenant)# import-config
/tmp/showRunnLeaf101.txt
config
# Command: show running-config leaf
101 interface ethernet 1 / 34
# Time: Fri Sep 23 16:03:48 2016
leaf 101
interface ethernet 1/34
switchport trunk allowed vlan 602
tenant t1 external-svi l3out l3ext1sub1
exit
exit
dev4-ifc1(config)#
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第 22 章

スケールプロファイルポリシーの転送を

設定する

•スケールプロファイルポリシーの転送についての概要（561ページ）
•スケールプロファイルポリシーの転送のサポートされるプラットフォーム（564ページ）
• NX OSスタイルCLIを使用したスケールプロファイルポリシー転送の設定（564ページ）

スケールプロファイルポリシーの転送についての概要
スケールプロファイルの転送ポリシーは、別のスケーラビリティのオプションを提供します。

次に例を示します。

•デュアルスタック：IPv6設定に最大 12,000エンドポイントのスケーラビリティと、IPv4
設定に最大 24,000エンドポイントを提供します。

•高LPM：最長のプレフィックス一致（LPM）スケールが128,000であり、ポリシースケー
ルが 8,000である場合を除き、デュアルスタックプロファイルと同様のスケーラビリティ
を提供します。

• IPv4スケール：IPv6設定を持たないシステムが 48,000 IPv4エンドポイントまでスケーラ
ビリティを拡張できます。

•高デュアルスタック： 64,000 MACエンドポイントおよび 64,000 Ipv4エンドポイントま
でのスケーラビリティを提供します。IPv6エンドポイントスケールはスイッチハードウェ
アモデルによって 24,000/48,000まで可能です。
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Cisco APICリリース 3.2(1)では、TORスイッチハードウェアに
よって、[高デュアルスタック]オプションを持つ転送スケールプ
ロファイルには異なるスケールがあります。

•スイッチ名に FXがつく Cisco Nexus 9000シリーズ TORス
イッチでは、高デュアルスタックオプションは、24,000では
なく 48,000 Ipv6エンドポイント、8,000ではなく 128,000ポ
リシーのスケーラビリティを有します。

•スイッチ名に EXがつく Cisco Nexus 9000シリーズ TORス
イッチでは、高デュアルスタックオプションは以前のAPIC
リリースと同じスケール値を有します。

詳細については、次の表を参照してください。

（注）

表 21 :スケールプロファイルポリシー転送のスケーラビリティ

名前に FXがつく TORスイッチ名前にEXがつくTORスイッチスケールプロファイルポリ

シー転送のオプション

以前のスイッチのデュアルス

タックスケールと同じスケー

ラビリティ数を有します。

• EP MAC: 24,000

• EP IPv4: 24,000

• EP IPv6: 12,000

• LPM: 20,000

• Policy: 64,000

• Multicast: 8,000

デュアルスタック

• EP MAC: 64,000

• EP IPv4: 64,000

• EP IPv6: 48,000

• LPM: 38,000

• Policy: 128,000

• Multicast: 512

• EP MAC: 64,000

• EP IPv4: 64,000

• EP IPv6: 24,000

• LPM: 38,000

• Policy: 8,000

• Multicast: 0

高デュアルスタック
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名前に FXがつく TORスイッチ名前にEXがつくTORスイッチスケールプロファイルポリ

シー転送のオプション

以前のスイッチと同じスケー

ラビリティ数を有します。

最長プレフィックス一致

（LPM）スケールが 128,000
であり、ポリシースケールが

8,000である場合を除き、デュ
アルスタックプロファイルと

同様のスケーラビリティを提

供します。

高 LPM

以前のスイッチの IPv4スケー
ルと同じスケーラビリティ数

を有します。

• EP MAC: 48,000

• EP IPv4: 48,000

• EP IPv6: 0

• LPM: 38,000

• Policy: 60,000

• Multicast: 8,000

IPv4スケール

• IPv4転送スケールプロファイルポリシーが IPv6設定をサポートしていないため、IPv4転
送スケールプロファイルで設定されたスイッチからすべての IPv6設定を削除する必要が
あります。

•高デュアルスタックプロファイルがコントラクトポリシー（8,000）のスケールサポート
を削減したため、コントラクトスケールは以前のプロファイル展開に沿って削減される必

要があります。

•高デュアルスタックのように最小テナントマルチキャストスケールリーフプロファイル
へ移行する前に、レイヤ 2 IGMPスヌーピング、レイヤ 3 IGMP、PIM関連の設定を最初
に無効にして、ハードウェアに古いマルチキャストの状態が含まれないようにすることを

お勧めします。

•ノードにスケールプロファイルを適用すると、そのノードを手動でリロードする必要があ
ります。サポートされていないスイッチは無視されます。サポートされているスイッチの

リストについては、『スケールプロファイルポリシーの転送のサポートされるプラット

フォーム（564ページ）』[英語]を参照してください。

•異なるスケールプロファイルの設定項目に関連付けられている VPCはサポートされてい
ません。VPCメンバーは、同じスケールプロファイル設定で設定する必要があります。

（注）
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スケールプロファイルポリシーの転送のサポートされる

プラットフォーム
スケールプロファイルポリシーの転送は、次のスイッチでのみサポートされます。

• Cisco Nexus 9300-EXシリーズスイッチ

• N9K-C9348GC-FXP

• N9K-C93108TC-FX

• N9K-C93180YC-FX

NX OSスタイル CLIを使用したスケールプロファイルポ
リシー転送の設定

始める前に

スケールプロファイルポリシー転送は、次のスケーリングオプションのいずれかに設定でき

ます。

• [デュアルスタック]オプションは、IPv4設定に最大 12,000個のエンドポイントのスケー
ラビリティおよび Ipv4設定に最大 24,000個のエンドポイントのスケーラビリティを提供
します。

• [高 LPM]オプションは、最長プレフィックス一致（LPM）スケールが 128,000でありポリ
シースケールが 8,000の場合を除き、デュアルスタック同様のスケーラビリティを提供し
ます。

• [高デュアルスタック]オプションは、最大 64,000 MACエンドポイントおよび 64,000 IPv4
エンドポイントのスケーラビリティを提供します。スイッチハードウェアモデルに応じ

て、IPv6エンドポイントスケールは 24,000/48,000にできます。

• [Ipv4]オプションでは、IPv6設定がないシステムが、最大 48,000 IPv4エンドポイントに
拡張できます。

スケールプロファイルポリシー転送には、サポートされているスイッチが必要です。サポー

トされているスイッチのリストについては、『スケールプロファイルポリシーの転送のサポー

トされるプラットフォーム（564ページ）』[英語]を参照してください。
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•スケールプロファイルポリシー転送をサポートするスイッチは、スケールプロファイル
ポリシー転送が適用された後手動でリロードする必要があります。

• VPCの個別メンバのスケールプロファイルを変更することはできません。同じ VPCのメ
ンバが異なるリーフプロファイルに関連付けられている場合は、適用される新しいリーフ

プロファイルがメンバとスケールプロファイルで作成される必要があります。

（注）

このセクションでは、NX OSスタイル CLIを使用してスケールプロファイルポリシー転送を
設定する方法を示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

スケールプロファイルポリシーを定義

します。

no scale-profile name

例：

ステップ 2

apic1(config)# scale-profile
testFwdScaleProf

スケールプロファイルタイプ転送を設

定します。

profile-type {dual-stack | high-dual-stack
| high-lpm | ipv4 }

例：

ステップ 3

apic1(config-scale-profile)#
profile-type ipv4

グローバル設定に戻ります。exit

例：

ステップ 4

apic1(config-scale-profile)# exit

リーフポリシーグループを定義しま

す。

template leaf-policy-group
leaf_group_name

例：

ステップ 5

apic1(config)# template
leaf-policy-group samplePolicyGrp

スケールプロファイルポリシーおよび

リーフポリシーグループの関係を設定

します。

scale-profile name

例：

apic1(config-leaf-policy-group)#
scale-profile testFwdScaleProf

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

スケールプロファイルポリ

シー転送をサポートするス

イッチは、スケールプロファ

イルポリシー転送が適用され

た後手動でリロードする必要

があります。スケールプロ

ファイルポリシー転送をサ

ポートするスイッチのリスト

については、スケールプロ

ファイルポリシーの転送のサ

ポートされるプラットフォー

ム（564ページ）を参照して
ください。。

（注）

グローバル設定に戻ります。exit

例：

ステップ 7

apic1(config-leaf-policy-group)# exit

リーフプロファイルを設定します。leaf-profile leaf_profile_name

例：

ステップ 8

apic1(config)# leaf-profile
sampleLeafProf

リーフスイッチのグループを指定しま

す。

leaf-group leaf_group_name

例：

ステップ 9

apic1(config-leaf-profile)# leaf-group
sampleLeafGrp

リーフグループにリーフスイッチを追

加します。

leaf leaf_group_number

例：

ステップ 10

apic1(config-leaf-profile)# leaf 201

リーフスイッチに関連付けられるリー

フポリシーグループを指定します。

leaf-policy-group leaf_policy_group_name

例：

ステップ 11

apic1(config-leaf-group)#
leaf-policy-group samplePolicyGrp

コマンドモードを終了します。exit

例：

ステップ 12

apic1(config-leaf-policy-group)# exit

現在の実行コンフィギュレーションを

表示します。

[show] running-config

例：

ステップ 13
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# show running-config
# Command: show running-config
scale-profile testFwdScaleProf
# Time: Thu Jul 27 22:31:29 2017
scale-profile testFwdScaleProf
profile-type ipv4
exit

apic1(config-scale-profile)#

現在の実行コンフィギュレーションを

表示します。

[show] template leaf-policy-group

例：

ステップ 14

例

この例では、IPv4スケールプロファイルポリシーを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# scale-profile testFwdScaleProf
apic1(config-scale-profile)# profile-type ipv4
apic1(config-scale-profile)# exit
apic1(config)# template leaf-policy-group samplePolicyGrp
apic1(config-leaf-policy-group)# scale-profile testFwdScaleProf
apic1(config-leaf-policy-group)# exit
apic1(config)# leaf-profile sampleLeafProf
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group sampleLeafGrp
apic1(config-leaf-profile)# leaf 201
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group samplePolicyGrp
apic1(config-leaf-group)# show running-config scale-profile testFwdScaleProf
# Command: show running-config scale-profile testFwdScaleProf
# Time: Thu Jul 27 22:31:29 2017
scale-profile testFwdScaleProf
profile-type ipv4
exit

apic1(config-leaf-group)# show running-config template leaf-policy-group samplePolicyGrp
# Command: show running-config template leaf-policy-group samplePolicyGrp
# Time: Tue Aug 1 11:19:44 2017
template leaf-policy-group samplePolicyGrp
scale-profile testFwdScaleProf
exit

apic1(config-leaf-group)# show running-config leaf-profile sampleLeafProf
# Command: show running-config leaf-profile sampleLeafProf
# Time: Tue Aug 1 11:19:58 2017
leaf-profile sampleLeafProf
leaf-group sampleLeafGrp
leaf 201
leaf-policy-group samplePolicyGrp
exit
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付録 A
CLIを使用して確認されたスケーラビリ
ティ

• CLIスケーラビリティの制限値（569ページ）

CLIスケーラビリティの制限値
規模設定可能なオプション

500テナントの数

300レイヤ 3（L3）コンテキストの数

3,500エンドポイントグループ（EPG）の数

20,000エンドポイント（EP）の数

3,500ブリッジドメイン（BD）の数

300BGP、OSPFセッション、およびEIGRP（外部
接続用）の合計数

48vPCの最大数

48PC（アクセスポート）の最大数

1,750アクセスポートあたりのカプセル化の最大数

8,000マルチキャストグループの数

16vzAnyで指定されたコントラクトの最大数

16vzAnyで使用されたコントラクトの最大数

スタティック 2、ダイナミック 1エンドポイントグループあたりのカプセル化

の最大数
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規模設定可能なオプション

4,000セキュリティ TCAMサイズ

500VRFの数

Separate-Config-Set

100テナント

1,000エンドポイントグループ

500ブリッジドメイン

100VRF

3SPAN宛先

2NTPサーバ

100コントラクト

2DNSサーバ

1Syslogサーバ
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付録 B
使用例：トランジットトポロジによる

Three-Tierアプリケーション

•トランジットトポロジによる Three-Tierアプリケーションの展開について（571ページ）
• 3層アプリケーションの展開（573ページ）
• OSPFと BGPによるトランジットルーティング（575ページ）

トランジットトポロジによる Three-Tierアプリケーショ
ンの展開について

通常、APICファブリックは、テナントネットワーク内の Three-Tierアプリケーションをホス
トします。この例では、アプリケーションは 3台のサーバ（Webサーバ、アプリケーション
サーバ、およびデータベースサーバ）を使用して実行されます。Three-Tierアプリケーション
の例については、次の図を参照してください。
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WebサーバにはHTTPフィルタがあり、アプリケーションサーバにはRemote Method Invocation
（RMI）フィルタがあり、データベースサーバには Structured Query Language（SQL）フィル
タがあります。アプリケーションサーバは、SQLコントラクトを消費してデータベースサー
バと通信します。Webサーバは、RMIコントラクトを消費して、アプリケーションサーバと
通信します。トラフィックはWebサーバから入り、アプリケーションサーバと通信します。
アプリケーションサーバはその後、データベースサーバと通信し、トラフィックは外部に通

信することもできます。

Three-Tierアプリケーションを展開するには、必要な EPG、フィルタ、およびコントラクトを
作成する必要があります。

フィルタは、フィルタを含むコントラクトにより許可または拒否されるデータプロトコルを指

定します。コントラクトには、複数のサブジェクトを含めることができます。サブジェクト

は、単方向または双方向のフィルタを実現するために使用できます。単方向フィルタは、コン

シューマからプロバイダー（IN）のフィルタまたはプロバイダーからコンシューマ（OUT）の
フィルタのどちらか一方向に使用されるフィルタです。双方向フィルタは、両方の方向で使用

される同一フィルタです。これは、再帰的ではありません。

コントラクトは、エンドポイントグループ間 (EPG間)の通信をイネーブルにするポリシーで
す。これらのポリシーは、アプリケーション層間の通信を指定するルールです。コントラクト
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が EPGに付属していない場合、EPG間の通信はデフォルトでディセーブルになります。EPG
内の通信は常に許可されているので、EPG内の通信には契約は必要ありません。

トランジットルーティングについて

トランジットルーティングは、他のルーティングドメインとの双方向の再配送を行うために

境界ルータを有効にします。双方向の再配布により、あるルーティングドメインから別のルー

ティングドメインへルーティング情報が渡されます。そのような再配布により、ACIファブ
リックはさまざまなルーティングドメイン間の完全な IP接続を提供します。これにより、ルー
ティングドメイン間のバックアップパスを有効にすることで冗長接続を提供することもでき

ます。詳細については、『Cisco ACI Fundamentals Guide』の「ACI Transit Routing」を参照して
ください。

3層アプリケーションの展開
テナント VRFおよびブリッジドメインを設定します。

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain b1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 159.10.10.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit

Web、アプリケーション、データベースの 3つの EPGを設定します。

apic1(config-tenant)# application retail
apic1(config-tenant-app)# epg web
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract provider web
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer app
apic1(config-tenant-app)# epg app
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract provider app
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer db
apic1(config-tenant-app)# epg db
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract provider db

VLANドメインを設定します。

apic1(config)# vlan-domain dom100
apic1(config-vlan)# vlan 100-200

ポートチャネルを作成し、Web EPGを展開します。

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-5
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apic1(config-leaf-if)# channel-group po1

apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom100
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 101 tenant t1 application retail
epg web

vPCを作成し、アプリケーションとデータベース EPGを展開します。

apic1(config)# leaf 101,102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/6,1/7
apic1(config-leaf-if)# channel-group vpc1 vpc

apic1(config)# vpc domain explicit 100 leaf 101 102
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1
apic1(config-vpc-if)# vlan-domain member dom100
apic1(config-vpc-if)# switchport trunk allowed vlan 102 tenant t1 application retail epg
app
apic1(config-vpc-if)# switchport trunk allowed vlan 103 tenant t1 application retail epg
db

MP-BGPを設定します。

apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 100
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 104,105

外部 L3 EPGを設定します。

apic1(config-tenant)# external-l3 epg l3epg1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 173.10.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer web

リーフ、ルートマップ上で VRFを設定し、外部 L3 EPGを展開します。

apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg l3epg1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map map1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain b1

サブインターフェイス上で OSPFエリアを設定します。

apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 route-map map1 out
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2.150
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 169.10.10.1/24
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apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 0.0.0.1

フィルタを設定します。

apic1(config-tenant)# access-list http
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 443

apic1(config-tenant)# access-list rmi
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 1099

apic1(config-tenant)# access-list sql
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 1521

コントラクトを設定します。

apic1(config-tenant)# contract rmi
apic1(config-tenant-contract)# subject rmi
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group rmi both

apic1(config-tenant)# contract web
apic1(config-tenant-contract)# subject web
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http both

apic1(config-tenant)# contract db
apic1(config-tenant-contract)# subject sql
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group sql both

OSPFと BGPによるトランジットルーティング
この手順は、この章の Three-Tierアプリケーションの展開で説明されている Three-Tierアプリ
ケーションの Site1と Site2との間のトランジットルーティングを設定します。

Site2の外部 L3 EPG（l3epg2）を設定します。

apic1(config-tenant)# external-l3 epg l3epg2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 174.10.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer transit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg l3epg2

Site1に対応する外部 SVIおよびエクスポートルート上に BGP接続を設定します。

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf-vrf)# route-map map200
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p1 match 173.10.1.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set community extended 200:1 replace

apic1(config-leaf)# interface vlan 160
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
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apic1(config-leaf-if)# ip address 208.1.1.2/24
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 160 tenant t1 external-svi

apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 208.1.1.1
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 200
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source vlan 160
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map map200 out

l3epg2（Site2）との接続を確立するために l3epg1（Site1）にコントラクト プロバイダーを設
定します。

apic1(config-tenant)# external-l3 epg l3epg1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider transit

Site2に対応するルートをエクスポートするために Site1にルートマップを設定します。

apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf-vrf)# route-map map1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p1 match 174.10.1.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set metric 100

トランジットルーティングの ACLとコントラクトを設定します。

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list acl1
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant)# contract transit
apic1(config-tenant-contract)# subject ip
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group acl1 both
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付録 C
例：showコマンド

•例：showコマンド（577ページ）

例：showコマンド
show running-config

「ローカル」の running-configを現在のモードに表示します。

apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2.150
apic1(config-leaf-if)# show running-config
# Command: show running-config leaf 103 interface ethernet 1 / 2 . 150
# Time: Tue Dec 8 08:08:37 2015
leaf 103
interface ethernet 1/2.150
vrf member tenant t1 vrf v1
ip address 169.10.10.1/24
ip router ospf default area 0.0.0.1
exit

exit

フィルタを使用して running-configを表示します。

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2.150
apic1(config-leaf-if)# show running-config leaf 103
# Command: show running-config leaf 103
# Time: Tue Dec 8 08:10:02 2015
leaf 103
vrf context tenant t1 vrf v1
external-l3 epg l3epg1
route-map map1
ip prefix-list p1 permit 181.1.1.0/24
match bridge-domain b1
match prefix-list p1
…
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show vpc, port-channel

vpc map を表示します

apic1(config-leaf-if)# show vpc map
Legends:
N/D : Not Deployed

Virtual Port-Channel Name Domain VPC Leaf Id, Name Fex Id PC Id Ports

------------------------- ------ --- ------------- ------ ----- --------------------

vpc1 100 1 101,leaf1 po2 eth1/6-7, eth1/40-41

vpc1 100 1 102,leaf2 po1 eth1/6-7, eth1/40-41

port-channel map を表示します

apic1(config-leaf-if)# show port-channel map
Legends:
N/D : Not Deployed
PC: Port Channel
VPC: Virtual Port Channel

Port-Channel Name Type Leaf ID, Name Fex Id Port Channel Ports

----------------- ---- ------------------ ------ ------------- --------------------

po1 PC 101,leaf1 po1 eth1/2-5, eth1/32-33

po1 PC 102,leaf2 po2 eth1/32-33

vpc1 VPC 101,leaf1 po2 eth1/6-7, eth1/40-41

vpc1 VPC 102,leaf2 po1 eth1/6-7, eth1/40-41

show vlan-domain

vlan-domain name dom100 を表示します

apic1# show vlan-domain name dom100
Legend:
vlanscope: L (Portlocal). Default is global

vlan-domain : dom100 Type : All

vlan : 100-200(static)

Leaf Interface Vlan Type Usage Operational State Operational
Vlan
-------- ---------- ---- --------- ------------ ----------------- ----------------

101 PC: po1 101 App-Epg Tenant: t1 b1: down b1: vlan-18
App: retail web: down web: vlan-21
Epg: web
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101,102 vPC: vpc1 102 App-Epg Tenant: t1 b1: down b1: vlan-18

App: retail app: down app: vlan-19

Epg: app

101,102 vPC: vpc1 103 App-Epg Tenant: t1 b1: down b1: vlan-18

App: retail db: down db: vlan-20

Epg: db

102 eth1/11 160 Ext-svi Tenant: t1 l2: down vlan-18
Vrf: v1 l3: down

103 eth1/2 150 Ext-subIf Tenant: t1 - eth1/2.14
Vrf: v1

show tenant

tenant t1 detail を表示します

apic1# show tenant t1 detail
Detailed view for Tenant t1
Security Information:
Security Domain
----------------------------------------

VRF Information:
VRF Policy Enforcement
-------------------- --------------------
v1 enforced

Bridge-Domain Information:
BD VRF
-------------------- --------------------
b1 v1

Static VLAN Information:
Node VLANs VLAN Domains
-------- ---------------------------------------- ------------------------------
101 101 dom100
101 102 102,103 dom100

Static Application EPg Information:
Node Interface App:AEPg BD
Contract
-------- ------------------------------ -------------------- --------------------
--------
101 port-channel po1 retail:web b1
web,

app
101 102 vpc vpc1 retail:db,retail:app b1
app,

db

Application EPg Information:
App:AEPg BD
-------------------- --------------------
retail:app b1
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retail:db b1
retail:web b1

External L2 EPg Information:
external-l2 BD
-------------------- --------------------

External L3 EPg Information:
external-l3 VRF
-------------------- --------------------
l3epg1 v1
l3epg2 v1

show external-l3

external-l3 interfaces を表示します

apic1# show external-l3 interfaces
Node Tenant VRF Interface Oper Interface IP Address
Oper IP
----- ------------ ------------ ---------------- ---------------- --------------
-------
102 t1 v1 vlan-160 eth1/11 vlan18 208.1.1.2/24
up

eth1/11

103 t1 v1 eth1/2.150 eth1/2.14 169.10.10.1/24
up

external-l3 epg を表示します

apic1# show external-l3 epg
Name Flags Match Node Entry
Oper State
---------- ------------------------- -------------- ---------- ---------------
----------
t1: vxlan: 2457600 173.10.1.0/24
l3epg1 vrf: v1

Target dscp: unspecified
qosclass: unspecified
Contracts
---------
Provided: transit
Consumed: web

t1: vxlan: 2457600 173.10.1.0/24 node-103 173.10.1.0/24
disabled
l3epg2 vrf: v1 node-101 173.10.1.0/24
disabled

Target dscp: unspecified node-102 173.10.1.0/24
disabled

qosclass: unspecified
Contracts
---------
Provided:
Consumed: transit

external-l3 ospf を表示します
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apic1# show external-l3 ospf tenant t1 vrf v1
Area Id : 0.0.0.1
Tenant : t1
Vrf : v1
User Config :
Node ID Area Properties
---- ----------------------------------------------------------------------
103 Type: nssa, Cost: 1, Control: redistribute,summary

Configuration : Operational

Node ID Router ID Route Map Area Oper. Props
---- --------------- ---------------- -----------------------------------
103 10.1.0.103 map1 Type: nssa, Cost: 1, Control:

redistribute,summary, AreaId:
0.0.0.1

Interfaces :
Configuration : Operational

Node ID Interface IP Address Oper. Intf Oper. State
---- ------------ --------------- -------- --------
103 eth1/2.150 169.10.10.1/24 eth1/2.14 down

external-l3 bgp を表示します

apic1# show external-l3 bgp
flags_match : Properties in logical and concrete MOs are symmetric
Tenant, vrf : t1, v1

Node Neighbor Flags RouteMap SourceIf Oper Peer Status
Session Status
---- ---------- ------------------------ ---------- ---------- -----------------
--------------
102 208.1.1.1 Allowed Self As Count: 3 no (in) Vlan vlan18

TTL: 1 map200 160 flags_match
(out)

external-l3 route-map を表示します

apic1# show external-l3 route-map
Tenant : t1 VRF: v1

Table1: Route Map Configuration

Node Routemap Type Name Match Set Attributes

----- ---------------- ------- ------------------ --------------------
----------------------
102 map200 PfxList p1 100.100.100.0/24 Community
value:

173.10.1.0/24
extended:as4-nn2:200:1
103 map1 PfxList p1 181.1.1.0/24 Metric: 100

103 map1 BD b1 159.10.10.1/24

Table 2 : Route Map Usage

Node Routemap Protocol Neighbors Operational Attributes
----- ----------- ---------- ------------------ ----------------------
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102 map200 bgp 208.1.1.1 Pfx List: p1
100.100.100.0/24
173.10.1.0/24
::/0

103 map1 ospf 0.0.0.1 Pfx List: p1
Metric: 100
181.1.1.0/24
::/0
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