
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（1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（3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 configurationmode(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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