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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 1 :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（4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（4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（4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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