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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。

スナップショットによる設定の管理

2

スナップショットによる設定の管理

スナップショットのエクスポート



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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