
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（1ページ）
•インバンド管理アクセスの設定（4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

SystemManagement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

specifiedmore 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

管理インターフェイスの設定

8

管理インターフェイスの設定

管理ステーションへのインバンド管理接続の設定



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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