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はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

• 対象読者, xv ページ

• 表記法, xv ページ

• 関連資料, xvii ページ

• マニュアルに関するフィードバック, xix ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xix ページ

対象読者
このガイドは、次の 1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。

•仮想マシンのインストールと管理

•サーバ管理

•スイッチおよびネットワークの管理

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
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説明表記法

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

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、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコ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。角カッコ内の波カッコと縦棒は、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、screen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 screen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 screen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。

[ ]

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。

!、#
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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。装置の取り扱

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

各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告

を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

関連資料
アプリケーションセントリックインフラストラクチャのマニュアルセットには、次の URLの
Cisco.comから入手可能な次のドキュメントが含まれます。http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html

Web ベースのマニュアル

•『Cisco APIC Management Information Model Reference』

•『Cisco APIC Online Help Reference』

•『Cisco APIC Python SDK Reference』

•『Cisco ACI Compatibility Tool』

•『Cisco ACI MIB Support List』

ダウンロード可能なドキュメント

•ナレッジベースの記事（KB記事）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

•『Cisco Application Centric Infrastructure Controller Release Notes』

•『Cisco Application Centric Infrastructure Fundamentals Guide』
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•『Cisco APIC Getting Started Guide』

•『Cisco ACI Basic Configuration Guide』

•『Cisco ACI Virtualization Guide』

•『Cisco APIC REST API User Guide』

•『Cisco APIC Object Model Command Line Interface User Guide』

•『Cisco APIC NX-OS Style Command-Line Interface Configuration Guide』

•『Cisco APIC Faults, Events, and System Messages Management Guide』

•『Cisco ACI System Messages Reference Guide』

•『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Services Deployment Guide』

•『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Device Package Development Guide』

•『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Device Package Test Guide』

•『Cisco ACI Firmware Management Guide』

•『Cisco ACI Troubleshooting Guide』

•『Cisco APIC NX-OS Style CLI Command Reference』

•『Cisco ACI Switch Command Reference, NX-OS Release 11.0』

•『Verified Scalability Guide for Cisco ACI』

•『Cisco ACI MIB Quick Reference』

•『Cisco Nexus CLI to Cisco APIC Mapping Guide』

•『Application Centric Infrastructure Fabric Hardware Installation Guide』

•『Cisco NX-OS Release Notes for Cisco Nexus 9000 Series ACI-Mode Switches』

•『Nexus 9000 Series ACI Mode Licensing Guide』

•『Cisco Nexus 9332PQ ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9336PQ ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9372PX and 9372PX-E ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9372TX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9396PX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9396TX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 93128TX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9504 NX-OS Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9508 ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9516 ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
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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

次のシスコACIシミュレータのマニュアルは、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 ACI Simulator Release Notes』

•『Cisco ACI Simulator Installation Guide』

•『Cisco ACI Simulator Getting Started Guide』

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

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。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What'sNew inCiscoProductDocumentation』を参照してください。このドキュ
メントは、次から入手できます。 http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、RSSフィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用して、コ
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSSフィードは無料のサービスです。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

この章の内容は、次のとおりです。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

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 APIC およびドキュメントの再編成における新機能と変更された機能

参照先説明機能Cisco APIC のリリースバージョン

----大きな変更はあり

ません

リリース 1.3(x)

このコンテンツ

は、インバンド

およびアウトオ

ブバンドの設定

例とともに最初

のアクセスと概

要, （3ペー
ジ）から入手可

能です。DNSお
よびNTPのポリ
シーを追加サ

ポート。

IPv6管理アドレスの
プロビジョニングの

または APICコント
ローラのポリシーを

サポート。

--リリース 1.2(2g)
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参照先説明機能Cisco APIC のリリースバージョン

このコンテンツ

は、基本GUIの
使用, （25ペー
ジ）の章で入手

可能です。

APIC GUIの基本
GUIモードを導入

基本 GUIリリース 1.2(1i)

このコンテンツ

は、 NX-OSス
タイル CLIの使
用, （65ペー
ジ）で入手可能

です。

このリリースで

NX-OSスタイルの
CLIが導入されまし
た。

NX-OSスタイルの
CLI

リリース 1.2(1i)
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第 2 章

最初のアクセスと概要

この章の内容は、次のとおりです。

• 初めてのアクセス, 3 ページ

• ファブリックの初期化, 21 ページ

初めてのアクセス

Cisco APIC の設定へのシンプルなアプローチ
Cisco APICは 2つの追加のユーザインターフェイスの選択でACIを設定するシンプルなアプロー
チをサポートします。これは NX-OSスタイル CLIと基本 GUIです。REST APIと拡張 GUIを使
用する既存の設定方法もサポートします。拡張GUIは以前までのリリースの標準GUIに相当しま
す。シスコは、リリース 1.2以前のリリースで作成したポリシーを管理するために、拡張 GUIを
使用することを推奨します。

ネットワーク管理者やその他の NX-OSスタイル CLIおよび基本 GUIのユーザが使用できるシン
プルなアプローチに加え、これらのアプローチには拡張 GUIまたは REST APIと比べてインテリ
ジェンスが組み込まれています。複数のインスタンスでは、NX-OSスタイルCLIと基本GUIは、
ユーザの使いやすさのために ACIモデルの構造を暗黙的に作成し、設定の一貫性を確保するため
の検証も提供します。この機能によって障害の減少や防止が図れます。

拡張GUIと REST APIを使用する既存の設定方法の間の互換性と同様に、NX-OSスタイル CLIと
基本 GUIを使用する設定には互換性があります。NX-OSスタイル CLIの詳細については、基本
GUIの使用, （25ページ）およびNX-OSスタイル CLIの使用, （65ページ）の章を参照してく
ださい。また、『Cisco APIC NX-OS CLI Configuration Guide』も参照してください。

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
3



Cisco Application Centric Infrastructureファブリックハードウェアのイ
ンストール

ACIファブリックハードウェアのインストールの詳細については、『ApplicationCentric Infrastructure
Fabric Hardware Installation Guide』を参照してください。

BIOS のデフォルトパスワードの変更
APICコントローラは、デフォルトの BIOSパスワードが付属しています。デフォルトのパスワー
ドは「password」です。起動プロセスが開始されると、ブート画面にコンソールサーバの BIOS
情報が表示されます。

デフォルトの BIOSパスワードを変更するには、次のタスクを実行します。

手順

ステップ 1 BIOSの起動プロセス中に、画面に [Press <F2> Setup]と表示されたら、F2 を押します。
Entering Setupメッセージが表示され、セットアップメニューにアクセスします。

ステップ 2 [Enter Password]ダイアログボックスに、現在のパスワードを入力します。
デフォルトは、「password」で
す。

（注）

ステップ 3 [Setup Utility]で、[Security]タブを選択し、[Set Administrator Password]を選択します。

ステップ 4 [Enter Current Password]ダイアログボックスに、現在のパスワードを入力します。

ステップ 5 [Create New Password]ダイアログボックスに、新しいパスワードを入力します。

ステップ 6 [Confirm New Password]ダイアログボックスに、新しいパスワードを再入力します。

ステップ 7 [Save & Exit]タブを選択します。

ステップ 8 [Save & Exit Setup]ダイアログボックスで、[Yes]を選択します。

ステップ 9 再起動プロセスが完了するまで待機します。

更新された BIOSパスワードが有効になります。

APICの概要
Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）は、外部エンドポイントの接続性がアプリケーショ
ンセントリックポリシーを通じて制御・グループ化された、分散型のスケーラブルなマルチテナ

ントインフラストラクチャです。Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、ACIの自
動化、管理、モニタリングおよびプログラマビリティの統合ポイントです。APICは、インフラス
トラクチャの物理/仮想コンポーネント用の統合操作モデルを使用して、アプリケーションの展
開、管理、およびモニタリングをあらゆる場所でサポートします。APICは、アプリケーションの
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要件とポリシーに基づき、ネットワークのプロビジョニングおよび制御をプログラムで自動化し

ます。また、これは幅広いクラウドネットワークに対する中央制御エンジンなので、管理が簡単

になり、アプリケーションネットワークの定義および自動化の方法に柔軟性が得られます。ま

た、ノースバウンドRepresentational State Transfer（REST）APIが提供されます。APICは、多くの
コントローラインスタンスのクラスタとして実装される分散システムです。

APICのセットアップ
APICを初めて起動すると、APICコンソールに一連の初期設定オプションが示されます。多くの
オプションでは、Enterキーを押すことで角カッコで囲まれて表示されているデフォルト設定を選
択できます。設定ダイアログの任意の時点で、Ctrl+Cを押すことでダイアログを最初から再開で
きます。
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（注） • Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を使用して設定を行っている場合は、ブ
レークアウトケーブル付きの前面ユーティリティコンソールポートのみを使用してくだ

さい。最初に CIMCを設定し、次に CIMC KVM経由で APICにアクセスするか、または
前面ユーティリティコンソールポート経由で APICへのアクセスをローカルで継続しま
す。RJ-45背面コンソールポートは使用しないでください。CIMC KVMアクセスを選択
すると、操作中に必要なリモートアクセスが後で使用可能になります。

• CIMCを使用してパラメータを変更しないでください。変更されたプロパティとソフト
ウェアまたはファームウェアのバージョンがユーザの特定のAPICバージョンでサポート
されている場合を除き、CIMCユーザインターフェイス、XML、または SSHインター
フェイスを使用してソフトウェアまたはファームウェアをアップグレードしないでくだ

さい。

CIMC設定ユーティリティで、CIMCを設定する際に、NICモードを Dedicatedに設定し
ます。CIMCGUIでCIMCを設定後、以下のパラメータが設定されていることを確認しま
す。

設定パラメータ

VICで無効LLDP

BIOSでイネーブルTPM Support

イネーブルTPM Enabled Status

所有するTPM Ownership

• APICリリース 1.2(2x)以降のシステムでは、初期設定時に IPv4または IPv6、またはデュ
アルスタック構成の選択を求められます。デュアルスタックを選択すると、IPv4または
IPv6アドレスのいずれかでAPICおよびACIファブリックアウトオブバンド管理インター
フェイスへのアクセスが可能になります。次のテーブルの例では IPv4アドレスを使用し
ていますが、初期設定時に有効にすることを選択したどの IPアドレス設定のオプション
でも使用できます。

デフォルト値説明名前

ACI Fabric1ファブリックドメイン名ファブリック名

3クラスタサイズコントローラ数

1、2、または 3APICインスタンスの一意
の ID番号

コントローラ ID

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
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デフォルト値説明名前

10.0.0.0/16

この値は、インフラストラクチャ仮想

ルーティングおよび転送（VRF）専用で
す。

このサブネットは、ネットワークの他の

ルートのサブネットと重複させることは

できません。このサブネットが別のサブ

ネットと重複した場合、このサブネット

を他の /16のサブネットに変更します。
3APICクラスタについて最小のサポート
されているサブネットは /23です。

トンネルエンドポイント

アドレスプール

トンネルエンドポイント

アドレス用の IPアドレス
プール

225.0.0.0/15

有効な範囲：225.0.0.0/15～
231.254.0.0/15、prefixlenは 15（128k IP）
でなければなりません。

ファブリックマルチキャ

ストに使用する IPアドレ
ス

ブリッジドメインマルチ

キャストアドレス

（GIPO）の IPアドレス
プール

auto

有効な値は、次のとおりです。

• auto

• 10baseT/Half

• 10baseT/Full

• 100baseT/Half

• 100baseT/Full

• 1000baseT/Full

アウトオブバンド管理イン

ターフェイスのインター

フェイス速度とデュプレッ

クスモード

管理インターフェイスの速

度/デュプレックスモード

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
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デフォルト値説明名前

--仮想スイッチを含むAPIC/
スイッチ間の通信用のイン

フラストラクチャ VLAN

APICでの使用専
用にこの VLAN
を予約します。

インフラストラ

クチャ VLAN ID
は、現在の環境

外では使用でき

ません。また他

のプラット

フォーム上の他

の予約された

VLANと重複で
きません。

（注）

インフラストラクチャ

ネットワークの VLAN ID
1

—GUI、CLI、または APIを
通じてAPICにアクセスす
るためにユーザが使用する

IPアドレス。

このアドレスは、カスタ

マーの VRFからの予約ア
ドレスである必要がありま

す。

アウトオブバンド管理用の

IPv4/IPv6アドレス

—アウトオブバンド管理を使

用した外部ネットワークへ

の通信用のゲートウェイ

アドレス

デフォルトゲートウェイ

の IPv4/IPv6アドレス

[Y]強力なパスワードをチェッ

クします。

強力なパスワードの確認

—システム管理者のパスワー

ド

このパスワードは、1つの
特殊文字を含む8文字以上
にする必要があります。

パスワード

1
最初の APICセットアップ後に VLAN IDを変更するには、設定をエクスポートし、新しいインフラストラクチャ VLAN IDでファブリックを
再構築して、ファブリックが古いインフラストラクチャ VLAN IDに戻らないように構成をインポートします。「Using Export and Import to
Recover Configuration State」の KB記事を参照してください。

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
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次は、コンソールに表示される初期設定ダイアログの例です。
Cluster configuration ...
Enter the fabric name [ACI Fabric1 #1]:
Enter the number of controllers in the fabric (1-16) [3]:
Enter the controller ID (1-3) [2]:
Enter the controller name [apic2]:
Enter address pool for TEP addresses [10.0.0.0/16]:
Enter the VLAN ID for infra network (1-4094)[]: <<< This is for the physical APIC
Enter address pool for BD multicast addresses (GIPO) [225.0.0.0/15]:

Out-of-band management configuration ...
Enter the IP address for out-of-band management: 192.168.10.2/24
Enter the IP address of the default gateway [None]: 192.168.10.254
Enter the interface speed/duplex mode [auto]:

Administrator user configuration...
Enable strong passwords? [Y]
Enter the password for admin:

APIC コントローラの IPv6 管理アドレスのプロビジョニング
IPv6管理アドレスは、セットアップ時や、APICコントローラが動作中になった際にポリシーに
よって、APICコントローラにプロビジョニングできます。純粋な IPv4、純粋な IPv6、またはデュ
アルスタック（つまり IPv6と IPv4アドレス両方）がサポートされます。次のスニペットは、セッ
トアップ時にアウトオブバンド管理インターフェイスのデュアルスタック（IPv6および IPv4）ア
ドレスを設定する方法について説明する一般的なセットアップ画面です。

Cluster configuration …

Enter the fabric name [ACI Fabric1]:
Enter the number of controllers in the fabric (1-9) [3]:
Enter the controller ID (1-3) [1]:
Enter the controller name [apic1]: infraipv6-ifc1
Enter address pool for TEP addresses [10.0.0.0/16]:
Note: The infra VLAN ID should not be used elsewhere in your environment

and should not overlap with any other reserved VLANs on other platforms.
Enter the VLAN ID for infra network (1-4094): 4093
Enter address pool for BD multicast addresses (GIPO) [225.0.0.0/15]:

Out-of-band management configuration ...
Enable IPv6 for Out of Band Mgmt Interface? [N]: Y (Enter Y to Configure IPv6 Address for
Out of Band Management Address)
Enter the IPv6 address [0:0:0:0:0:ffff:c0a8:a01/40]: 2001:420:28e:2020:0:ffff:ac1f:88e4/64
(IPv6 Address)
Enter the IPv6 address of the default gateway [None]: 2001:420:28e:2020:acc:68ff:fe28:b540
(IPv6 Gateway)
Enable IPv4 also for Out of Band Mgmt Interface? [Y]: (Enter Y to Configure IPv4 Address
for Out of Band Management Address)
Enter the IPv4 address [192.168.10.1/24]: 172.31.136.228/21 (IPv4 Address)
Enter the IPv4 address of the default gateway [None]: 172.31.136.1 (IPv4 Gateway)
Enter the interface speed/duplex mode [auto]:

admin user configuration ...
Enable strong passwords? [Y]:
Enter the password for admin:

Reenter the password for admin:

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
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初期設定値

デフォルト値説明名前

ACI Fabric1ファブリックドメイン名ファブリック名

3クラスタサイズコントローラ数

1、2、または 3APICインスタンスの一意
の ID番号

コントローラ ID

10.0.0.0/16

この値は、インフラストラクチャ仮想

ルーティングおよび転送（VRF）専用で
す。

このサブネットは、ネットワークの他の

ルートのサブネットと重複させることは

できません。このサブネットが別のサブ

ネットと重複した場合、このサブネット

を他の /16のサブネットに変更します。
3APICクラスタについて最小のサポート
されているサブネットは /23です。

トンネルエンドポイント

アドレスプール

トンネルエンドポイント

アドレス用の IPアドレス
プール

225.0.0.0/15

有効な範囲：225.0.0.0/15～
231.254.0.0/15、prefixlenは 15（128k IP）
でなければなりません。

ファブリックマルチキャ

ストに使用する IPアドレ
ス

ブリッジドメインマルチ

キャストアドレス

（GIPO）の IPアドレス
プール

auto

有効な値は、次のとおりです。

• auto

• 10baseT/Half

• 10baseT/Full

• 100baseT/Half

• 100baseT/Full

• 1000baseT/Full

アウトオブバンド管理イン

ターフェイスのインター

フェイス速度とデュプレッ

クスモード

管理インターフェイスの速

度/デュプレックスモード

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
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デフォルト値説明名前

--仮想スイッチを含むAPIC/
スイッチ間の通信用のイン

フラストラクチャ VLAN

APICでの使用専
用にこの VLAN
を予約します。

インフラストラ

クチャ VLAN ID
は、現在の環境

外では使用でき

ません。また他

のプラット

フォーム上の他

の予約された

VLANと重複で
きません。

（注）

インフラストラクチャ

ネットワークの VLAN ID
2

—GUI、CLI、または APIを
通じてAPICにアクセスす
るためにユーザが使用する

IPアドレス。

このアドレスは、カスタ

マーの VRFからの予約ア
ドレスである必要がありま

す。

アウトオブバンド管理用の

IPv4/IPv6アドレス

—アウトオブバンド管理を使

用した外部ネットワークへ

の通信用のゲートウェイ

アドレス

デフォルトゲートウェイ

の IPv4/IPv6アドレス

[Y]強力なパスワードをチェッ

クします。

強力なパスワードの確認

—システム管理者のパスワー

ド

このパスワードは、1つの
特殊文字を含む8文字以上
にする必要があります。

パスワード

2
最初の APICセットアップ後に VLAN IDを変更するには、設定をエクスポートし、新しいインフラストラクチャ VLAN IDでファブリックを
再構築して、ファブリックが古いインフラストラクチャ VLAN IDに戻らないように構成をインポートします。「Using Export and Import to
Recover Configuration State」の KB記事を参照してください。

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
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GUI へのアクセス

手順

ステップ 1 サポートされているブラウザの 1つを開きます。

• Chromeバージョン 35（最低）

• Firefoxバージョン 26（最低）

• Internet Explorerバージョン 11（最低）

• Safariバージョン 7.0.3（最低）
既知の問題が Safariブラウザおよび未署名の証明書に存在します。WebSocketsで
使用するために未署名の証明書を受け入れる前に、ここで示す情報をお読みくださ

い。HTTPSのサイトにアクセスすると、次のメッセージが表示されます。

“Safari can’t verify the identity of the website APIC.The certificate for this website is
invalid.You might be connecting to a website that is pretending to be an APIC, which could
put your confidential information at risk.Would you like to connect to the website anyway?”

WebSocketsが接続できることを保証するには、次の手順を実行します。

[Show Certificate]をクリックします。

表示される 3つのドロップダウンリストで [Always Trust]を選択します。

これらの手順に従わないと、WebSocketsは接続できません。

（注）

ステップ 2 URLを入力します。https://mgmt_ip-address
初期設定時に設定した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、
https://192.168.10.1などがこれに該当します。

httpsだけがデフォルトでイネーブルになっています。デフォルトでは、httpおよび http
から httpsへのリダイレクションがディセーブルになっています。

（注）

ステップ 3 ログイン画面が表示されたら、初期設定時に設定した管理者名とパスワードを入力します。

ステップ 4 [Domain]フィールドで、ドロップダウンリストから、定義した適切なドメインを選択します。
複数のログインドメインが定義されている場合、[Domain]フィールドが表示されます。ユーザが
ドメインを選択しないと、デフォルトでDefaultAuthのログインドメインが認証に使用されます。
この場合、DefaultAuthのログインドメインにユーザ名がないとログインに失敗する可能性があり
ます。

ステップ 5 [Mode]フィールドで、ドロップダウンリストから、[Advanced]または [Basic]モードを必要に応
じて選択します。

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
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次の作業

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および Application Policy
Infrastructure Controllerの機能および処理については、ホワイトペーパーや、『Cisco Application
Centric Infrastructure Fundamentals Guide』を参照してください。

REST API へのアクセス

手順

スクリプトまたはブラウザベースの RESTクライアントを使用して、https://ip-address of
APIC/api/api-message-urlの形式の API POSTまたは GETメッセージを送信できます。
初期設定時に設定したアウトオブバンド管理 IPアドレスを使用します。

（注） • httpsだけがデフォルトでイネーブルになっています。デフォルトでは、httpおよび
httpから httpsへのリダイレクションがディセーブルになっています。

• APIセッションを開始するために認証メッセージを送信する必要があります。初期
設定時に設定した管理者ログイン名とパスワードを使用します。

次の作業

APIC REST APIの設定の詳細については、『Cisco APIC REST API User Guide』を参照してくださ
い。

オブジェクトモデル CLI へのアクセス

CiscoAPIC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。オブジェクトモデル
CLIは、最初の CLIプロンプトで bashコマンドを入力することにより使用できます。

（注）

手順

ステップ 1 セキュアシェル（SSH）クライアントから、username@ip-addressへの SSH接続を開きます。
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、ssh admin@192.168.10.1と入力します。

ステップ 2 入力を求められた場合は、初期設定時に設定した管理者パスワードを入力します。

Cisco APICリリース 1.0および 1.1は、現在オブジェクトモデル CLIです。Cisco APICリリース
1.2は、現在 APIC用の NX-OSスタイル CLIです。

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
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ステップ 3 Cisco APICリリース 1.2でオブジェクトモデル CLIにするには、bashと入力します。
次の例では、オブジェクトモデル CLIにする方法、および NX-OSスタイル CLIに戻す方法を示
しています。

$ ssh admin@192.168.10.1
Application Policy Infrastructure Controller
admin@192.168.10.1's password: cisco123
apic# <---- NX-OS style CLI prompt
apic# bash
admin@apic1:~> <---- object model CLI prompt
admin@apic1:~> exit
apic#

次の作業

すべてのユーザが/homeと呼ばれる共有ディレクトリを使用する必要があります。このディレク
トリでは、ディレクトリとファイルを作成する権限がユーザに与えられます。/home内で作成さ
れたファイルはデフォルトの umask権限を継承し、ユーザおよび rootとしてアクセスできます。
ユーザは、初めてのログイン時に、/home/jsmithなどのファイルを保存するための
/home/useridディレクトリを作成することを推奨します。

BASHまたはVSHなどの動作モードでACI CLIを使用してスイッチにアクセスする方法について
は、『Cisco APICCommand Line InterfaceUserGuide』および『Cisco ACI Switch Command Reference』
を参照してください。

APICCLIの設定の詳細については、『Cisco APICObjectModel Command Line InterfaceUserGuide』
を参照してください。

NX-OS スタイル CLI へのアクセス

CiscoAPIC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。オブジェクトモデル
CLIは、最初の CLIプロンプトで bashコマンドを入力することにより使用できます。

（注）

手順

ステップ 1 セキュアシェル（SSH）クライアントから、username@ip-addressのAPICへの SSH接続を開きま
す。

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。

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
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次の作業

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。

• NX-OSスタイル CLIで続行するには、EXECモードのままにするか、configureと入力して
グローバルコンフィギュレーションモードに移行できます。

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。

•オブジェクトモデル CLIに移行するには、bashと入力します。

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

GUI の概要
APIC GUIは、REST APIメッセージを交換することによって APICエンジンと内部的に通信する
APICへのブラウザベースのグラフィカルインターフェイスです。GUIには、複数の領域とペイ
ンが含まれています。

導入の警告とポリシーの利用情報

APIC GUIに初めてログインすると、[Deployment Warning Settings]ダイアログボックスが開き、
ポリシーの利用情報を表示する導入の通知を有効化および範囲を変更できます。導入の警告の設

定は、[welcome, <login_name>]ドロップダウンリスト（導入設定の変更）から、および [Policy
Usage Information]ダイアログボックスのボタンからもアクセスできます。

ポリシーの利用情報では、ユーザが現在変更または削除しているポリシーがどのリソースおよび

ポリシーを使用しているかをユーザが確認することができます。テーブルには、特定のポリシー

を使用するノード、およびこのポリシーを使用するほかのポリシーが表示されます。デフォルト

では、利用情報は、ユーザがポリシーを変更しようとするたびにダイアログボックス内に表示さ

れます。また、いつでも画面下部の [ShowUsage]ボタンをクリックして同じ情報を表示できます。

基本および拡張 GUI モード間の切り替え
APIC GUIにログインすると、現在の GUIモードを確認できます。GUIの右上隅に現在のモード
が表示されます。次のどちらのモードで動作するかを選択することができます。

注意：シスコでは、コンフィギュレーションモード（拡張または基本）を混在させないことをお

勧めします。いずれかのモードで設定を作成し、他方のモードを使用して設定を変更すると、意

図しない変更が発生する可能性があります。たとえば、拡張モードを使用して 2つのポートにイ
ンターフェイスポリシーを適用し、次に基本モードを使用して 1つのポートの設定を変更する
と、変更内容が両方のポートに適用される可能性があります。

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
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•基本モード：基本モードで実行するタスクについては、「基本 GUIを使用した APICの開
始」の章を参照してください。

•拡張モード：拡張モードで実行するタスクについては、「拡張 GUIを使用した APICの開
始」の章を参照してください。

次のようにして 1つの GUIモードから他のモードに変更またはモード間を切り替えることができ
ます。

1 GUIで、[welcome, <login_name>]ドロップダウンリストをクリックし、[Toggle GUI Mode]を
選択します。

2 [Warning]ダイアログボックスで、[Yes]をクリックします。

3 アプリケーションがロードを完了し、変更されたモードで GUIが表示されるのを待ちます。

メニューバーおよびサブメニューバー

メニューバーおよびサブメニューバーには、次の項目が含まれます。

メニューバーは、APIC GUIの上部に表示されます（次の図を参照）。ここからメインタブにア
クセスできます。

図 1：APIC GUI のメニューバー

メニューバーのタブの 1つをクリックして、サブメニューバーに進むことができます（次の図を
参照）。メニューバーのタブをクリックすると、そのタブのサブメニューバーが表示されます。

サブメニューバーは、メニューバーのタブごとに異なり、個別の設定によっても異なる場合があ

ります。

図 2：APIC GUI のサブメニューバー

[SYSTEM] タブ

システム全体の状態のサマリー、その履歴、およびシステムレベルの障害のテーブルを収集およ

び表示するには、[SYSTEM]タブを使用します。
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[TENANTS] タブ

テナント管理を実行するために、メニューバーの [Tenants]タブを使用します。サブメニューバー
に、[Add Tenant]のリンクと、すべてのテナントを含むドロップダウンリストがあります。最大
5つの直近で使用されたテナントもサブメニューバーに表示されます。

•テナントには、承認されたユーザのドメインベースのアクセスコントロールをイネーブルに
するポリシーが含まれます。承認されたユーザは、テナント管理やネットワーキング管理な

どの権限にアクセスできます。

•ユーザは、ドメイン内のポリシーにアクセスしたりポリシーを設定するには読み取り/書き込
み権限が必要です。テナントユーザは、1つ以上のドメインに特定の権限を持つことができ
ます。

•マルチテナント環境では、リソースがそれぞれ分離されるように、テナントによりグループ
ユーザのアクセス権限が提供されます（エンドポイントグループやネットワーキングなどの

ため）。これらの権限では、異なるユーザが異なるテナントを管理することもできます。

[FABRIC] タブ

[FABRIC]タブには、サブメニューバーに次のタブが含まれます。

• [INVENTORY]タブ：ファブリックの個々のコンポーネントを表示します。

• [FABRIC POLICIES]タブ：モニタリングおよびトラブルシューティングのポリシーとファブ
リックプロトコルの設定またはファブリック最大伝送単位（MTU）の設定を表示します。

• [ACCESS POLICIES]タブ：システムのエッジポートに適用するアクセスポリシーを表示し
ます。これらのポートは、外部と通信するリーフスイッチ上にあります。

[VM NETWORKING] タブ

仮想マシン（VM）のさまざまなマネージャのインベントリを表示および設定するには、[VM
NETWORKING]タブを使用します。個別の管理システムへの接続（VMwarevCenterまたはVMware
vShieldなど）を設定できるさまざまな管理ドメインを設定し作成できます。これらのVM管理シ
ステム（APIのコントローラとも呼ばれます）によって管理されるハイパーバイザおよび VMを
表示するには、サブメニューバーの [INVENTORY]タブを使用します。

[L4-L7 SERVICES] タブ

レイヤ 4～レイヤ 7のデバイスを定義するパッケージのインポートなどのサービスを実行するに
は、[L4-L7 SERVICES]タブを使用します。[INVENTORY]サブメニュータブで既存のサービス
ノードを確認できます。
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[ADMIN] タブ

認証、許可などの管理機能、アカウンティング機能、ポリシーのスケジューリング、レコードの

保持と消去、ファームウェアのアップグレード、および syslog、Call Home、SNMPなどの制御機
能を実行するには、[ADMIN]タブを使用します。

[Search] アイコン

検索フィールドを表示するには、[Search]アイコンをクリックします。検索フィールドでは、名前
またはその他の固有フィールドによってオブジェクトを検索できます。

[Navigation] ペイン

サブメニューバーの下にあるAPICGUIの左側にある [Navigation]ペインを使用して、サブメニュー
カテゴリのすべての要素に移動できます。[Navigation]ペインでコンポーネントを選択すると、そ
のオブジェクトが [Work]ペインに表示されます。

[Navigation]ペインの任意のコンテナ、たとえば [Tenant]の下の [Application Profiles]に 40以上
のプロファイルがある場合、プロファイルをクリックして [Navigation]ペインでそれを展開す
ることはできません。[Work]ペインから使用するプロファイルを選択して展開する必要があり
ます。

（注）

[Work] ペイン

[Navigation]ペインで選択したコンポーネントに関する詳細を表示するには、APIC GUIの右側に
ある [Work]ペインを使用します。[Work]ペインの表示例については、次の図を参照してくださ
い。

[Work]ペインは、次の要素で構成されます。

•タブが表示されるコンテンツ領域。これらのタブを使用して、[Navigation]ペインで選択した
コンポーネントに関連する情報にアクセスすることができます。コンテンツ領域に表示され

るタブは、選択されたコンポーネントにより異なります。
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•右上隅にある疑問符アイコンで表示されている状況依存オンラインヘルプへのリンク。

図 3：APIC の [Work] ペインの表示例

GUI アイコン

表 2：APIC GUI に頻繁に表示されるアイコン

説明アイコン

[Navigation]ペイン表示用の制御矢印

オンラインヘルプ情報を表示します。

クイックスタートの情報

テーブルを XMLファイルとしてダウンロードします。

テーブルビューを表示します。
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説明アイコン

[Navigation]ペインで選択したコンポーネントのテーブル
ビューを表示します。

パネルのコンテキストを更新します。リポジトリが変更

するたびにデータが更新されるため、接続の問題がある

場合にのみこのアイコンをクリックします。

設定

次のビュー

前のビュー

パスの表示

パスのクリア

障害、統計情報、およびヘルスレベルのアイコン

表 3：APIC GUI に表示される障害の重大度レベル

説明アイコン

クリティカル：このアイコンは、重大度がクリティカル

な障害レベルを示します。

メジャー：このアイコンは、重大度がメジャーな障害レ

ベルを示します。

マイナー：このアイコンは、重大度がマイナーな障害レ

ベルを示します。

警告：このアイコンは、警告を必要とする障害レベルを

示します。
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ファブリックの初期化

ファブリックの初期化について

スイッチを APICで管理されるように追加し、GUI、CLI、または APIを使用して手順を検証する
ことによってファブリックを構築できます。

ファブリックを構築するには、アウトオブバンドネットワーク経由でAPICクラスタを事前に
作成する必要があります。

（注）

トポロジの例

トポロジ例は次のとおりです。

• 2つのスパインスイッチ（spine1、spine2）

• 2つのリーフスイッチ（leaf1、leaf2）

• APICの 3つのインスタンス（apic1、apic2、apic3）
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次の図は、ファブリックトポロジの例を示します。

図 4：ファブリックトポロジの例

トポロジ接続の例

接続の詳細を含むトポロジ例は次のとおりです。

接続の詳細名前

eth1/1 = apic1（eth2/1）

eth1/2 = apic2（eth2/1）

eth1/3 = apic3（eth2/1）

eth1/49 = spine1（eth5/1）

eth1/50 = spine2（eth5/2）

leaf1

eth1/1 = apic1（eth 2/2）

eth1/2 = apic2（eth 2/2）

eth1/3 = apic3（eth 2/2）

eth1/49 = spine2（eth5/1）

eth1/50 = spine1（eth5/2）

leaf2
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接続の詳細名前

eth5/1 = leaf1（eth1/49）

eth5/2 = leaf2（eth1/50）

spine1

eth5/1 = leaf2（eth1/49）

eth5/2 = leaf1（eth1/50）

spine2
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第 3 章

基本 GUI の使用

この章の内容は、次のとおりです。

• 基本および拡張 GUIモード間の切り替え, 25 ページ

• APICの準備の例について, 26 ページ

• APICによるスイッチ検出, 26 ページ

• ネットワークタイムプロトコルの設定, 30 ページ

• ユーザアカウントの作成, 33 ページ

• 基本 GUIの管理アクセスの追加, 38 ページ

• VMMドメインの設定, 41 ページ

• テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成, 47 ページ

• サーバまたはサービスポリシーの設定, 49 ページ

• テナントの外部接続の設定, 56 ページ

• アプリケーションポリシーの展開, 60 ページ

基本および拡張 GUI モード間の切り替え
APIC GUIにログインすると、現在の GUIモードを確認できます。GUIの右上隅に現在のモード
が表示されます。次のどちらのモードで動作するかを選択することができます。

注意：シスコでは、コンフィギュレーションモード（拡張または基本）を混在させないことをお

勧めします。いずれかのモードで設定を作成し、他方のモードを使用して設定を変更すると、意

図しない変更が発生する可能性があります。たとえば、拡張モードを使用して 2つのポートにイ
ンターフェイスポリシーを適用し、次に基本モードを使用して 1つのポートの設定を変更する
と、変更内容が両方のポートに適用される可能性があります。

•基本モード：基本モードで実行するタスクについては、「基本 GUIを使用した APICの開
始」の章を参照してください。
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•拡張モード：拡張モードで実行するタスクについては、「拡張 GUIを使用した APICの開
始」の章を参照してください。

次のようにして 1つの GUIモードから他のモードに変更またはモード間を切り替えることができ
ます。

1 GUIで、[welcome, <login_name>]ドロップダウンリストをクリックし、[Toggle GUI Mode]を
選択します。

2 [Warning]ダイアログボックスで、[Yes]をクリックします。

3 アプリケーションがロードを完了し、変更されたモードで GUIが表示されるのを待ちます。

APICの準備の例について
このマニュアルのいくつかの例の手順には、パラメータ名が含まれています。これらのパラメー

タ名は、便宜上理解しやすいように例として提供されるもので、それらを使用する必要はありま

せん。

APICによるスイッチ検出
APICは、ACIファブリックの一部であるすべてのスイッチに対する自動プロビジョニングおよび
管理の中心となるポイントです。単一のデータセンターには、複数の ACIファブリックを組み込
むことができます。各データセンターは、自身のAPICクラスタとファブリックの一部であるCisco
Nexus 9000シリーズスイッチを持つことができます。スイッチが単一の APICクラスタによって
のみ管理されるようにするには、各スイッチがファブリックを管理するその特定の APICクラス
タに登録される必要があります。

APICは、現在管理している任意のスイッチに直接接続されている新規スイッチを検出します。ク
ラスタ内の各 APICインスタンスは、直接接続されているリーフスイッチのみを最初に検出しま
す。リーフスイッチが APICで登録されると、APICはリーフスイッチに直接接続されているす
べてのスパインスイッチを検出します。各スパインスイッチが登録されると、その APICはその
スパインスイッチに接続されているすべてのリーフスイッチを検出します。このカスケード化さ

れた検出により、APICは簡単なわずかな手順でファブリックトポロジ全体を検出することがで
きます。

APICクラスタによるスイッチ登録

スイッチを登録する前に、ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、適切な設

定で起動されていることを確認します。シャーシの設置については、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
products-installation-guides-list.htmlを参照してください。

（注）
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スイッチが APICで登録されると、そのスイッチは APICで管理されるファブリックインベント
リの一部となります。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（ACI
ファブリック）を使用すると、APICはインフラストラクチャ内のスイッチのプロビジョニング、
管理、およびモニタリングのシングルポイントとなります。

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

GUI を使用した未登録スイッチの登録

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

はじめる前に

ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、起動されていることを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Membership]をクリックします。
[Work]ペインの [Fabric Membership]テーブルで、単一のリーフスイッチが ID 0として表示され
ます。それが apic1に接続されているリーフスイッチです。

ステップ 3 リーフスイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、IDを設定します。
a) [ID]フィールドで、適切な IDを追加します（leaf1は ID 101、leaf 2は ID 102）。

IDは、100より大きい数である必要があります。最初の 100の IDはAPICアプライアンスノー
ド用です。

b) [Switch Name]フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update]をクリックします。
IDが割り当てられた後は、更新できません。スイッチ名は、名前をダブルクリック
し、[Switch Name]フィールドを更新することによって更新できます。

（注）

IPアドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]ペインで、スイッチがポッドの下に表示され
ます。

ステップ 4 1つ以上のスパインスイッチが表示されるまで [Work]ペインをモニタします。

ステップ 5 スパインスイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、IDを設定します。
a) [ID]フィールドで、適切な IDを追加します（spine1は ID 203、spine 2は ID 204）。
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リーフノードとスパインノードには異なる数字をつけることをお勧めします。たと

えば、スパインの数字を 100の範囲、リーフの数字を 200の範囲とします。
（注）

b) [Switch Name]フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update]をクリックします。

IPアドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]ペインで、スイッチがポッドの下に表示され
ます。次の手順に進む前に、残りのすべてのスイッチが [NodeConfigurations]テーブルに表示され
るまで待機します。

ステップ 6 [Fabric Membership]テーブルにリストされる各スイッチに対し、次の手順を実行します。
a) スイッチをダブルクリックし、IDと名前を入力し、[Update]をクリックします。
b) リストの次のスイッチに対して繰り返し行います。

APICからのスイッチ検出の検証とスイッチ管理
スイッチが APICで登録された後、APICはファブリックトポロジディスカバリを自動的に実行
し、ネットワーク全体のビューを取得し、ファブリックトポロジ内のすべてのスイッチを管理し

ます。

各スイッチは、個々にアクセスせずに、APICから設定、モニタ、およびアップグレードできま
す。

GUI を使用した登録スイッチの検証

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Membership]を展開します。
ファブリック内のスイッチがノード IDとともに表示されます。[Work]ペインに、登録されてい
るすべてのスイッチが割り当てられた IPアドレスとともに表示されます。

ファブリックトポロジの検証

すべてのスイッチがAPICクラスタに登録された後、APICはファブリック内のすべてのリンクお
よび接続を自動的に検出し、その結果トポロジ全体を検出します。
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GUI を使用したファブリックトポロジの検証

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、表示したいポッドを選択します。

ステップ 3 [Work]ペインで、[TOPOLOGY]タブをクリックします。
表示された図は、すべての接続されたスイッチ、APICインスタンスおよびリンクを示します。

ステップ 4 （任意） リーフスイッチまたはスパインスイッチのポートレベルの接続を表示するには、トポ

ロジ図のアイコンをダブルクリックします。

トポロジ図に戻るには、[Work]ペインの左上隅にある [Previous View]アイコンをクリックしま
す。

ステップ 5 （任意） トポロジ図を更新するには、[Work]ペインの左上隅にある [Refresh]アイコンをクリッ
クします。

VM 管理でのアンマネージドスイッチの接続
VMコントローラ（たとえば、vCenter）によって管理されているホストは、レイヤ 2スイッチを
介してリーフポートに接続できます。必要な唯一の前提条件は、レイヤ 2スイッチを管理アドレ
スで設定することです。この管理アドレスは、スイッチに接続されているポート上で Link Layer
Discovery Protocol（LLDP）または Cisco Discovery Protocol（CDP）によってアドバタイズされる
必要があります。レイヤ2スイッチは、APICによって自動的に検出され、管理アドレスで識別さ
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れます。次の図は、[Fabric] > [Inventory]ビューにアンマネージドスイッチを表示する APIC GUI
を示します。

図 5：APICファブリックインベントリのアンマネージドレイヤ 2 スイッチ

ネットワークタイムプロトコルの設定

時刻同期と NTP
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）ファブリックにおいて、時
刻の同期は、モニタリング、運用、トラブルシューティングなどの多数のタスクが依存している

重要な機能です。クロック同期は、トラフィックフローの適切な分析にとって重要であり、複数

のファブリックノード間でデバッグとフォールトのタイムスタンプを関連付けるためにも重要で

す。

1つ以上のデバイスでオフセットが生じると、多くの一般的な運用問題を適切に診断して解決す
る機能がブロックされる可能性があります。また、クロック同期によって、アプリケーションの

ヘルススコアが依存しているACIの内蔵アトミックカウンタ機能をフル活用できます。時刻同期
が存在しない場合や不適切に設定されている場合でも、エラーやヘルススコアの低下が引き起こ

されるわけではありません。これらの機能を適切に使用できるように、ファブリックやアプリケー

ションを完全に展開する前に、時刻同期を設定する必要があります。デバイスのクロックを同期

させる最も一般的な方法は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用することです。

NTPを設定する前に、どの管理 IPアドレススキームを ACIファブリックに配置するかを検討し
てください。すべての ACIノードと Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の管理を設
定するために、インバンド管理とアウトオブバンド管理の 2つのオプションがあります。ファブ
リックに対して選択した管理オプションに応じて、NTPの設定が異なります。時刻同期の展開に
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関するもう 1つの考慮事項は、時刻源の場所です。プライベート内部時刻または外部パブリック
時刻の使用を決定する際は、時刻源の信頼性について慎重に検討する必要があります。

インバンドおよびアウトオブバンドの管理 NTP

（注） •管理EPGがNTPサーバ用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このサーバはスイッチで設定されません。

•インバンド管理アクセスおよびアウトオブバンド管理アクセスについては、本書の「管
理アクセスの追加」という項を参照してください。

•アウトオブバンド管理NTP：ACIファブリックをアウトオブバンド管理とともに展開する場
合、ファブリックの各ノードは、スパイン、リーフ、および APICクラスタの全メンバーを
含めて、ACIファブリックの外部から管理されます。この IP到達可能性を活用することで、
各ノードは一貫した時刻源として同じ NTPサーバに個々に照会することができます。NTP
を設定するには、アウトオブバンド管理のエンドポイントグループを参照する日付時刻ポリ

シーを作成する必要があります。日付時刻ポリシーは 1つのポッドに限定され、ACIファブ
リック内のプロビジョニングされたすべてのポッドに展開する必要があります。現在は、ACI
ファブリックあたり 1つのポッドのみが許可されます。

•インバンド管理 NTP：ACIファブリックをインバンド管理とともに展開する場合は、ACIの
インバンド管理ネットワーク内から NTPサーバへの到達可能性を検討します。ACIファブ
リック内で使用されるインバンド IPアドレッシングには、ファブリックの外部から到達でき
ません。インバンド管理されているファブリックの外部のNTPサーバを使用するには、その
通信を可能にするポリシーを作成します。インバンド管理ポリシーの設定に使用される手順

は、アウトオブバンド管理ポリシーの確立に使用される手順と同じです。違いは、ファブ

リックが NTPサーバに接続できるようにする方法です。

NTP over IPv6
NTP over IPv6アドレスは、ホスト名とピアアドレスでサポートされます。gai.confも、IPv4アド
レスのプロバイダーまたはピアの IPv6アドレスが優先されるように設定できます。ユーザは、IP
アドレス（インストールまたは優先順位よって IPv4、IPv6、または両方）を提供することによっ
て解決できるホスト名を設定できます。
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基本 GUI を使用した NTP の設定

はじめる前に

手順

ステップ 1 メニューバーで、[System] > [System Settings]の順に選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[NTP]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインに、デフォルトの NTPポリシープロパティが表示されます。

ステップ 4 [NTP Server]フィールドで、[+]記号を展開して [Create Providers]ダイアログボックスを表示しま
す。

ステップ 5 [CreateProviders]ダイアログボックスで、次のフィールドを含めて、すべての関連情報を入力しま
す。[Name]、[Description]、[Minimum Polling Intervals]、[Maximum Polling Intervals]。

•複数のプロバイダーを作成する場合は、最も信頼できる NTP時刻源の [Preferred]チェック
ボックスをオンにします。

•ファブリックのすべてのノードがアウトオブバンド管理によってNTPサーバに到達できる場
合は、[Management EPG]ドロップダウンリストで、[Out-of-Band]を選択します。インバン
ド管理を導入した場合は、インバンド管理 NTPの詳細を参照してください。[OK]をクリッ
クします。

CLI を使用した、各ノードに導入された NTP ポリシーの確認

手順

ステップ 1 ファブリックの APICに SSH接続します。

ステップ 2 attachコマンドを入力して Tabキーを 2回押し、使用可能なノードの名前をすべて表示します。

例：
admin@apic1:~> attach <Tab> <Tab>

ステップ 3 APICへのアクセスに使用したのと同じパスワードを使用して、ノードのいずれかにログインしま
す。

例：
admin@apic1:~> attach node_name

ステップ 4 NTPピアのステータスを表示します。
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例：
leaf-1# show ntp peer-status

到達可能な NTPサーバの IPアドレスの前にはアスタリスク（*）が付き、遅延がゼロ以外の値に
なります。

ステップ 5 ステップ 3および 4を繰り返し、ファブリック内の各ノードを確認します。

ユーザアカウントの作成

ローカルユーザの設定

初期の設定スクリプトで、管理者アカウントが設定され、管理者はシステム起動時の唯一のユー

ザとなります。APICは、きめ細かなロールベースのアクセスコントロールシステムをサポート
しており、そのシステムでは、権限が少ない管理者以外のユーザを含め、ユーザアカウントをさ

まざまなロールで作成することができます。

リモートユーザの設定

ローカルユーザを設定する代わりに、APICを一元化された企業クレデンシャルのデータセンター
に向けることができます。APICは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、Active
Directory、RADIUS、および TACACS+をサポートしています。

外部認証プロバイダーを通じて認証されたリモートユーザを設定するには、次の前提条件を満た

す必要があります。

• DNS設定は、RADIUSサーバのホスト名ですでに名前解決されている必要があります。

•管理サブネットを設定する必要があります。

GUI を使用したローカルユーザの設定

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

はじめる前に

• 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。
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•必要に応じて、ユーザがアクセスするセキュリティドメインが定義されていること。たとえ
ば、新しい使用アカウントがテナントにアクセスすることを制限する場合は、それに従って

テナントドメインにタグ付けします。

•以下を行うことができる APICユーザアカウントを使用できること。

◦ TACACS+と TACACS+プロバイダーグループの作成。

◦ターゲットセキュリティドメインでのローカルユーザアカウントの作成。ターゲット
ドメインが allである場合、新しいローカルユーザの作成に使用するログインアカウ

ントは、allにアクセスできるファブリック全体の管理者である必要があります。ター

ゲットドメインがテナントである場合、新しいローカルユーザの作成に使用するログ

インアカウントは、ターゲットテナントドメインに対する完全な読み取り/書き込みア
クセス権を持つテナント管理者である必要があります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインのデフォルトの [Authentication]フィールドで、[Realm]フィールドが [Local]と表示
されていることを確認します。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Security Management] > [Local Users]を展開します。
管理ユーザはデフォルトで存在しています。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Create Local User]を右クリックします。

ステップ 6 [Security]ダイアログボックスで、ユーザに必要なセキュリティドメインを選択し、[Next]をク
リックします。

ステップ 7 [Roles]ダイアログボックスで、ユーザのロールを選択するためのオプションボタンをクリック
し、[Next]をクリックします。
読み取り専用または読み取り/書き込み権限を提供できます。

ステップ 8 [User Identity]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Login ID]フィールドで、IDを追加します。
b) [Password]フィールドにパスワードを入力します。
ユーザがパスワードを設定する時点で、APICは以下の基準に対してパスワードを検証します。

•パスワードの最小長は 8文字です。

•パスワードの最大長は 64文字です。

•連続して繰り返される文字は 3文字未満です。

•小文字、大文字、数字、記号の文字種のうち少なくとも3種類の文字が含まれている必要
があります。

•簡単に推測できるパスワードは使用しません。
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•ユーザ名やユーザ名を逆にしたものは使用できません。

• cisco、isco、またはこれらの文字列の並べ替えを変化させたものや、それらの文字の大文
字化の変更により取得される変形語であってはなりません。

c) [Confirm Password]フィールドで、パスワードを確認します。
d) [Finish]をクリックします。

ステップ 9 [Navigation]ペインで、作成したユーザの名前をクリックします。[Work]ペインで、[Security
Domains]領域のユーザの横にある [+]記号を展開します。
ユーザのアクセス権限が表示されます。

外部認証サーバの AV ペア
Cisco属性/値（AV）ペアを既存のユーザレコードに追加して、ユーザ権限を APICコントローラ
に伝播することができます。Cisco AVペアは、APICユーザに対してロールベースアクセスコン
トロール（RBAC）のロールと権限を指定するために使用する単一の文字列です。オープンRADIUS
サーバ（/etc/raddb/users）の設定例は次のとおりです。
aaa-network-admin Cleartext-Password := "<password>"
Cisco-avpair = "shell:domains = all/aaa/read-all(16001)"

Cisco AV ペアが欠落しているか不良であるリモートユーザのデフォルトの動作の変
更

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]の順にクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインの [Properties]領域で、[Remote user login policy]ドロップダウンリストから、[Assign
Default Role]を選択します。
デフォルト値は [No Login]です。[Assign Default Role]オプションは、Cisco AVペアが欠落してい
るか不良であるユーザに最小限の読み取り専用権限を割り当てます。不正なAVペアは、解析ルー
ル適用時に問題があった AVペアです。

AV ぺアを割り当てるためのベストプラクティス
ベストプラクティスとして、シスコは、bashシェルでユーザに割り当てられるAVペアには16000
～ 23999の範囲の一意の UNIXユーザ IDを割り当てることを推奨します（SSH、Telnetまたは
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Serial/KVMのコンソールを使用）。Cisco AVペアが UNIXユーザ IDを提供しない状況が発生す
ると、そのユーザにはユーザ ID 23999または範囲内の類似した番号が割り当てられます。これに
より、そのユーザのホームディレクトリ、ファイル、およびプロセスに UNIX ID 23999を持つリ
モートユーザがアクセスできるようになってしまいます。

外部認証サーバの AV ペアの設定
属性/値（AV）のペア文字列のカッコ内の数字は、セキュアシェル（SSH）または Telnetを使用
してログインしたユーザの UNIXユーザ IDとして使用されます。

手順

外部認証サーバの AVペアを設定します。
Cisco AVペアの定義は次のとおりです（シスコは、UNIXユーザ IDが指定されているかどうかに
かかわらず AVペアをサポートします）。

例：
* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2

* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2(8101)

These are the boost regexes supported by APIC:
uid_regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})(\\(\\d+\\))$");
regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})$");

次に、例を示します。

shell:domains = coke/tenant-admin/read-all,pepsi//read-all(16001)

GUI を使用したリモートユーザの設定

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

はじめる前に

• DNS設定は、ファブリックコントローラがサーバに到達できるように、RADIUSサーバホ
スト名を解決している必要があります。

• APICには、RADIUSサーバに到達できるように、外部管理サブネットポリシーを設定して
おく必要があります。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]を選択します。[Navigation]ペインで、[RADIUSManagement]
を展開します。

ステップ 2 [RADIUS Providers]を右クリックし、[Create RADIUS Provider]をクリックします。

ステップ 3 [Create RADIUS Provider]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Host Name (or IP Address)]フィールドで、ホスト名を追加します。
b) [Authorization Port]フィールドで、認証に必要なポート番号を追加します。
この番号は、設定されている RADIUSサーバによって異なります。

c) 必要な [Authorization Protocol]オプションボタンをクリックします。
d) [Key]および [Confirm Key]フィールドに、事前共有キーを入力します。
このキーは、RADIUSサーバで設定されたサーバキーと共有されるものと同一の情報です。

ステップ 4 [Navigation]ペインの [RADIUS Providers]下で、作成した RADIUSプロバイダーをクリックしま
す。

RADIUSプロバイダーの設定の詳細は、[Work]ペインに表示されます。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[RADIUS Provider Groups]を右クリックし、[Create RADIUS Provider Group]
をクリックします。

ステップ 6 [Create RADIUS Provider Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Providers]フィールドを展開し、[Name]フィールドのドロップダウンリストから、先ほど作
成したプロバイダーを選択します。

c) [Priority]フィールドで、プライオリティを割り当てます。[Update]をクリックし、[Submit]を
クリックします。

RADIUSプロバイダーグループが作成されます。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]を展開し、[Login Domain]を右クリックして [Create
Login Domain]をクリックします。

ステップ 8 [Create Login Domain]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、ドメイン名を入力します。
b) [Realm]フィールドのドロップダウンリストで、[RADIUS]レルムを選択します。
c) [RADIUSProviderGroup]フィールドのドロップダウンリストから、前に作成したプロバイダー
グループを選択します。[Submit]をクリックします。

ログインドメインが作成され、リモートユーザログインおよび設定に使用可能になりました。
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基本 GUI の管理アクセスの追加
APICコントローラには、管理ネットワークに到達するルートが 2つあります。1つはインバンド
管理インターフェイスを使用し、もう 1つはアウトオブバンド管理インターフェイスを使用しま
す。

インバンド管理ネットワークは、ACIファブリックを使用して APICがリーフスイッチや外部と
通信することを可能にし、ファブリック自体を使用して外部管理デバイスが APICまたはリーフ
スイッチおよびスパインスイッチと通信することを可能にします。

アウトオブバンド管理ネットワークの設定は、コントローラ、リーフスイッチ、およびスパイン

スイッチの管理ポートの設定を定義します。

APICコントローラは、インバンド管理インターフェイスが設定されている場合は、アウトオブバ
ンド管理インターフェイスを通してインバンド管理インターフェイスを常に選択します。アウト

オブバンド管理インターフェイスは、インバンド管理インターフェイスが設定されていない場合、

または宛先アドレスが APICのアウトオブバンド管理サブネットと同じサブネットにある場合に
のみ使用されます。この動作は、変更または再設定できません。APIC管理インターフェイスは
IPv6アドレスをサポートしないため、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。

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。

IPv4/IPv6 アドレスおよびインバンドポリシー
インバンド管理アドレスは、ポリシーによってのみ（Postman REST API、NX-OSスタイル CLI、
または GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、インバンド管理アドレス
は、各ノードに静的に設定する必要があります。

アウトオブバンドポリシーの IPv4/IPv6 アドレス
アウトオブバンド管理アドレスは、ブートストラップ時に、またはポリシーを使用して（Postman
RESTAPI、NX-OSスタイルCLI、GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、
アウトオブバンド管理アドレスは、各ノードに静的にまたはクラスタ全体にアドレスの範囲

（IPv4/IPv6）を指定することによって設定する必要があります。IPアドレスは、範囲からクラス
タ内のノードにランダムに割り当てられます。
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管理アクセスの設定

基本 GUI を使用したインバンド管理アクセスの設定

インバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。スタティッ
ク設定を使用した IPv6設定がサポートされます（インバンドとアウトバンドの両方）。IPv4
および IPv6のインバンドおよびアウトオブバンドのデュアル設定は、スタティック設定を使
用する場合にのみサポートされます。詳細については、「Configuring Static Management Access
in Cisco APIC」の KB記事を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 APIC GUIの [Basic Mode]にログインし、メニューバーで、[System] > [In Band & Out Of Band]の
順にクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[InBand Management Configuration]を選択します。

ステップ 3 （任意） [Encap]フィールドで、必要に応じてインバンド管理に使用するデフォルト VLANを変
更するために新しい値を入力します。

ステップ 4 [Nodes]を展開し、次のアクションを実行します。
a) [Nodes]フィールドで、適切なノードを選択してインバンドアドレスを関連付けます。
b) [IP Address]フィールドに目的の IPv4または IPv6アドレスを入力します。
c) [Gateway]フィールドに目的の IPv4または IPv6ゲートウェイアドレスを入力します。[Submit]
をクリックします。

デフォルトゲートウェイの IPアドレスは、インバンド管理用の VRFの ACIファブ
リックの拡散型ゲートウェイになります。

（注）

ステップ 5 [L2 Connectivity]タブをクリックし、[Ports]を展開して、次のアクションを実行します。
a) [Path]フィールドで、ドロップダウンリストから、管理用サーバまたは外部に接続されている
ポートを選択します。

b) [Encap]フィールドで、このポートで使用する VLANを指定します。

ステップ 6 [Gateway IP Address for External Connectivity]を展開し、[IP address]フィールドに外部接続用の目的
のゲートウェイ IPv4および IPv6アドレスが一覧表示されます。

ステップ 7 [ACL]を展開し、インバンド管理ネットワークに接続する目的のポートを追加します。[Submit]
をクリックします。

インバンド管理アクセスが確立されました。
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基本 GUI を使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定

アウトオブバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。（注）

手順

ステップ 1 APIC GUIの [Basic Mode]にログインし、メニューバーで、[System] > [In Band & Out Of Band]の
順に選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Out-of-Band EPG - default]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで、[Properties]の下の [Nodes]を展開し、適切なノードを IPv4または IPv6アドレス
およびデフォルトゲートウェイと関連付けます。[Update]をクリックします。

ステップ 4 [Access Restrictions]を展開し、ACIファブリックノードのアウトオブバンド管理アドレスと通信
する目的の外部サブネットのリストを追加します。

ステップ 5 外部サブネットの [ACL]を展開し、ACIファブリックノードの管理を許可する L4ポートの適切
な情報を入力します。

アウトオブバンド管理アクセスが設定されました。

既存の IP tables 機能をミラーリングする IPv6 の変更
すべての IPv6は、ネットワークアドレス変換（NAT）を除いて、既存の IP tables機能をミラーリ
ングします。

既存の IP tables

1 以前は、IPv6テーブルのすべてのルールが一度に1つずつ実行され、すべてのルールの追加ま
たは削除に対してシステムコールが行われていました。

2 新しいポリシーが追加されるたびに、ルールが既存の IP tablesファイルに追加され、ファイル
への追加変更は行われませんでした。

3 新しい送信元ポートがアウトオブバンドポリシーで設定されると、同じポート番号で送信元と

宛先のルールを追加しました。

IP tables への変更

1 IP tablesが作成されると、はじめにハッシュマップに書き込まれ、次に中間ファイル IP tables-new
に書き込まれてこれが復元されます。保存すると、新しい IP tablesファイルが /etc/sysconfig/
フォルダに作成されます。これら両方のファイルは同じ場所にあります。すべてのルールにシ

ステムコールを行う代わりに、ファイルを復元および保存している時にのみシステムコール

を行う必要があります。
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2 ルールを追加する代わりに新しいポリシーがファイルに追加されると、hashmapsにデフォルト
ポリシーをロードし、新しいポリシーを確認し、hashmapsに追加することによって、IPテー
ブルがゼロから作成されます。その後、中間ファイル（/etc/sysconfig/iptables-new）に書き込ま
れて保存されます。

3 アウトオブバンドポリシーのルールの送信元ポートだけを設定することはできません。宛先

ポートまたは送信元ポートいずれかを宛先ポートとともにルールに追加できます。

4 新しいポリシーが追加されると、新しいルールが IP tablesファイルに追加されます。このルー
ルは、IP tablesデフォルトルールのアクセスフローを変更します。
-A INPUT -s <OOB Address Ipv4/Ipv6> -j apic-default

5 新しいルールが追加された場合、これは IP tables-newファイルに存在して IP tablesファイルに
は存在せず、IP tables-newファイルにエラーがあることを意味します。復元が正常な場合に限
り、ファイルが保存され、新しいルールを IP tablesファイルで確認できます。

（注） • IPv4のみ有効な場合、IPv6ポリシーを設定しないでください。

• IPv6のみ有効な場合、IPv4ポリシーを設定しないでください。

• IPv4と IPv6の両方が有効な場合にポリシーが追加されると、両方のバージョンに設定さ
れます。したがって、IPv4サブネットを追加すると IP tablesに追加され、同様に IPv6サ
ブネットは IPv6 tablesに追加されます。

VMM ドメインの設定

仮想マシンネットワーキングポリシーの設定

APICは、サードパーティのVMマネージャ（VMM）（VMware vCenterおよび SCVMMなど）と
統合し、ACIの利点を仮想化されたインフラストラクチャに拡張します。APICによって、VMM
システム内の ACIポリシーをその管理者が使用できるようになります。

ここでは、VMware vCenterおよび vShieldを使用する VMM統合の例を示します。シスコ ACIと
VMM統合の異なるモードに関する詳細については、『ACI Virtualization Guide』を参照してくだ
さい。

VM マネージャについて

vCenterとの統合のために必要なAPICの設定に関する情報を次に示します。VMwareコンポー
ネントの設定手順については、VMwareのマニュアルを参照してください。

（注）
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次は、VMマネージャの用語の詳細情報です。

• VMコントローラは、VMware vCenterや VMware vShieldなどの、外部仮想マシン管理エン
ティティです。APICは、コントローラと通信し、仮想ワークロードに適用されるネットワー
クポリシーを公開します。VMコントローラの管理者は、APIC管理者に VMコントローラ
の認証クレデンシャルを提供します。同じタイプの複数のコントローラが同じクレデンシャ

ルを使用できます。

•クレデンシャルは、VMコントローラと通信するための認証クレデンシャルを表します。複
数のコントローラが同じクレデンシャルを使用できます。

•仮想マシンのモビリティドメイン（vCenterのモビリティドメイン）は、同様のネットワー
キングポリシー要件を持つVMコントローラのグループです。この必須コンテナは、VLAN
プールなどのためのポリシー、サーバ/ネットワークMTUポリシー、またはサーバ/ネット
ワークアクセス LACPポリシーとともに 1つ以上のVMコントローラを保持します。エンド
ポイントグループがvCenterドメインに関連付けられると、ネットワークポリシーがvCenter
ドメイン内のすべての VMコントローラにプッシュされます。

•プールは、トラフィックのカプセル化 IDの範囲を表します（たとえば、VLAN ID、VNID、
マルチキャストアドレスなど）。プールは共有リソースで、VMMなどの複数のドメインお
よびレイヤ 4～レイヤ 7のサービスで消費できます。リーフスイッチは、重複した VLAN
プールをサポートしていません。異なる重複したVLANプールをVMMドメインと関連付け
ることはできません。VLANベースのポートには、次の 2種類があります。

•ダイナミックプール：APICによって内部的に管理され、エンドポイントグループ
（EPG）の VLANを割り当てます。vCenterドメインはダイナミックプールのみに関連
付けることができます。

•スタティックプール：EPGにはドメインとの関係があり、ドメインにはプールとの関
係があります。プールには、さまざまなカプセル化された VLANおよび VXLANが含
まれます。スタティック EPG導入環境の場合、ユーザはインターフェイスとカプセル
化を定義します。カプセル化は、EPGが関連付けられているドメインに関連付けられた
プールの範囲内である必要があります。

•導入する VMware vCenterでは、VLANモードまたは VXLANモードで動作する必要があり
ます。VMMドメインは VLANプールに関連付け、vShieldは vCenterに関連付ける必要があ
ります。

VMM ドメインプロファイルを作成するための前提条件
VMMドメインプロファイルを設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。

•すべてのファブリックノードが検出され、設定されている。

•インバンド（inb）またはアウトオブバンド（oob）管理が APIC上で設定されている。

• Virtual Machine Manager（VMM）がインストールされ、設定されて、inb/oob管理ネットワー
ク（たとえば、vCenter）経由で到達可能である。
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• VMMの管理者とルートのクレデンシャルがある（vCenterなど）。

vCenterの管理者とルートのクレデンシャルを使用しない場合は、必要な最小
アクセス許可を持つカスタムユーザアカウントを作成できます。必要なユー

ザ権限のリストについては、最小VMware vCenter権限を持つカスタムユーザ
アカウント, （43ページ）を参照してください。

（注）

• IPアドレスではなくホスト名で VMMを参照する予定がある場合は、APICの DNSポリシー
を設定する必要があります。

• VMware vShieldのドメインプロファイルを作成している場合は、DHCPサーバとリレーポ
リシーを設定する必要があります。

最小 VMware vCenter 権限を持つカスタムユーザアカウント
CiscoAPICからvCenterを設定するには、vCenterで次の最小権限セットが許可されるクレデンシャ
ルである必要があります。

•アラーム

•分散スイッチ

• dvPortグループ

•フォルダ

•ホスト

◦詳細設定

◦ローカル操作.再構成済み仮想マシン

◦ネットワーク設定

•ネットワーク

•仮想マシン

◦仮想マシン.構成.デバイス設定の変更

◦仮想マシン.構成.設定

これにより、APICは vCenterに VMware APIコマンドを送信して、DVS/AVSの作成、VMKイン
ターフェイス（AVS）の作成、ポートグループの発行および必要なすべてのアラートのリレーを
行うことができます。
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VMM ドメインプロファイルの作成
この項では、VMMドメインの例は、vCenterドメインまたは vCenterおよび vShieldドメインで
す。

基本 GUI を使用した vCenter ドメインプロファイルの作成

はじめる前に

VMMドメインプロファイルを作成する前に、APIC上でインバンド管理ネットワークを使用して
外部ネットワークへの接続を確立する必要があります。

手順

ステップ 1 APIC GUIの [Basic Mode]にログインしま
す。

（注）

メニューバーで、[VM NETWORKING] > [Inventory]の順に選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[VMware]を右クリックし、[Create vCenter Domain]をクリックします。

ステップ 3 [Create vCenter Domain]ダイアログボックスで、[Name]を入力します。

ステップ 4 [Virtual Switch]フィールドで、[VMware vSphere Distributed Switch]が選択されていることを確認し
ます。

ステップ 5 このステップでは、このサーバ下に作成されるすべてのポートグループおよび EPGに
対する VLANの範囲が提供されます。

（注）

[VLAN Pool]ドロップダウンリストで、[Create VLAN Pool]を選択します。[Create VLAN Pool]ダ
イアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]を入力します。
b) [Allocation Mode]フィールドで、[Dynamic Allocation]が選択されていることを確認します。
c) [EncapBlocks]を展開して、VLANブロックを追加します。[Create Ranges]ダイアログボックス
で、VLANの範囲を入力します。

少なくとも 200の VLAN番号の範囲を使用することを推奨しま
す。

（注）

d) [OK]をクリックし、[Submit]をクリックします。

ステップ 6 [vCenter/vShield]を展開し、次のタスクを実行します。
a) [Create vCenter/vShield Controller]ダイアログボックスの [Type]フィールドで、[vCenter]オプ
ションボタンをクリックします。

b) vCenter Controllerの [Host Name (or IP Address)]フィールドに、vCenterの名前または IPアドレ
スを入力します。

c) [Datacenter]フィールドで、必要に応じてデータセンターを入力します。
d) [Username]フィールドにユーザ名を入力します。
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ユーザ名は、vCenterの管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要がありま
す。

e) [Password]フィールドにパスワードを入力し、[ConfirmPassword]フィールドにパスワードをも
う一度入力します。[OK]をクリックし、[Submit]をクリックします。
パスワードは、vCenterの管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要があり
ます。

ステップ 7 メニューバーで、[FABRIC] > [Inventory]を選択します。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Pod]を展開し、[Configure]タブをクリックし、次の操作を実行します。
a) [Configure]ペインで、[Add Switches]をクリックし、設定するスイッチを選択します。[Add

Selected]をクリックします。
複数のスイッチを選択するには、[Command]ボタンを使用しま
す。

（注）

b) ポート番号をクリックしてこれらを VMwareに関連付けし、[Configure Interface]をクリックし
ます。

c) [Configure Interface]ペインで、[VLAN]タブをクリックします。
d) [VLAN]ペインで、[ESX And SCVMM]を展開します。
e) [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから作成した VMwareを選択します。[Update]
および [Apply Changes]をクリックし、VMwareの設定を完了します。

ステップ 9 次の手順に従って、新しいドメインとプロファイルを確認します。

ポリシーが送信された後にコントローラを確実に動作させるには、vCenterの管理者は
分散スイッチにホストを追加する必要があります。

（注）

a) メニューバーで、[VM Networking] > [Inventory]を選択します。
b) [Navigation]ペインで、[VMware]を展開し、vCenterドメイン名を展開します。
c) [Navigation]ペインで、コントローラ名をクリックし、コントローラがオンラインであること
を確認します。

[Work]ペインに、プロパティが動作ステータスとともに表示されます。表示される情報によっ
て、APICコントローラからサーバへの接続が確立され、インベントリが使用できることを確
認します。

基本 GUI を使用した vCenter および vShield ドメインプロファイルを作
成する

手順

ステップ 1 APIC GUIの [Basic Mode]にログインしま
す。

（注）
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メニューバーで、[VM NETWORKING] > [Inventory]の順に選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[VMware]を右クリックし、[Create vCenter Domain]をクリックします。

ステップ 3 [Create vCenter Domain]ダイアログボックスで、[Name]を入力します。

ステップ 4 [Virtual Switch]フィールドで、[VMware vSphere Distributed Switch]が選択されていることを確認し
ます。

ステップ 5 このステップでは、このサーバ下に作成されるすべてのポートグループおよび EPGに
対する VLANの範囲が提供されます。

（注）

[VLAN Pool]ドロップダウンリストで、[Create VLAN Pool]を選択します。[Create VLAN Pool]ダ
イアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]を入力します。
b) [Allocation Mode]フィールドで、[Dynamic Allocation]が選択されていることを確認します。
c) [EncapBlocks]を展開して、VLANブロックを追加します。[Create Ranges]ダイアログボックス
で、VLANの範囲を入力します。

少なくとも 200の VLAN番号の範囲を使用することを推奨しま
す。

（注）

d) [OK]をクリックし、[Submit]をクリックします。

ステップ 6 [vCenter/vShield]を展開し、次のタスクを実行します。
a) [Create vCenter/vShield Controller]ダイアログボックスの [Type]フィールドで、[vCenter + vShield]
オプションボタンをクリックします。

b) vCenter Controllerの [Host Name (or IP Address)]フィールドに、vCenterの名前または IPアドレ
スを入力します。

c) [Datacenter]フィールドで、必要に応じてデータセンターを入力します。
d) [Username]フィールドにユーザ名を入力します。
ユーザ名は、vCenterの管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要がありま
す。

e) [Password]フィールドにパスワードを入力し、[ConfirmPassword]フィールドにパスワードをも
う一度入力します。

パスワードは、vCenterの管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要があり
ます。

f) vShield Controllerの [Host Name (or IP Address)]フィールドに、vShieldの名前または IPアドレ
スを入力します。

g) [Datacenter]フィールドで、必要に応じてデータセンターを入力します。
h) [Username]フィールドにユーザ名を入力します。
ユーザ名は、vShieldの管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要がありま
す。

i) [Password]フィールドにパスワードを入力し、[ConfirmPassword]フィールドにパスワードをも
う一度入力します。[OK]をクリックし、[Submit]をクリックします。
パスワードは、vShieldの管理者としてログインするためのクレデンシャルである必要があり
ます。

ステップ 7 メニューバーで、[FABRIC] > [Inventory]を選択します。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Pod]を展開し、[Configure]タブをクリックし、次の操作を実行します。
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a) [Configure]ペインで、[Add Switches]をクリックし、設定するスイッチを選択します。[Add
Selected]をクリックします。

複数のスイッチを選択するには、[Command]ボタンを使用しま
す。

（注）

b) ポート番号をクリックしてこれらを VMwareに関連付けし、[Configure Interface]をクリックし
ます。

c) [Configure Interface]ペインで、[VLAN]タブをクリックします。
d) [VLAN]ペインで、[ESX And SCVMM]を展開します。
e) [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから作成した VMwareを選択します。[Update]
および [Apply Changes]をクリックし、VMwareの設定を完了します。

ステップ 9 次の手順に従って、新しいドメインとプロファイルを確認します。

ポリシーの発行後にコントローラが機能していることを確認するには、vCenterとvShield
の管理者は分散スイッチにホストを追加する必要があります。

（注）

a) メニューバーで、[VM Networking] > [Inventory]を選択します。
b) [Navigation]ペインで、[VMware]を展開し、vCenterドメイン名を展開します。

VMwareの [Work]ペインに vCenterと vShieldの両方が表示されている必要があります。

c) [Navigation]ペインで、コントローラ名をクリックし、コントローラがオンラインであること
を確認します。

[Work]ペインに、プロパティが動作ステータスとともに表示されます。表示される情報によっ
て、APICコントローラからサーバへの接続が確立され、インベントリが使用できることを確
認します。

テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

テナントの概要

•テナントには、承認されたユーザのドメインベースのアクセスコントロールをイネーブルに
するポリシーが含まれます。承認されたユーザは、テナント管理やネットワーキング管理な

どの権限にアクセスできます。

•ユーザは、ドメイン内のポリシーにアクセスしたりポリシーを設定するには読み取り/書き込
み権限が必要です。テナントユーザは、1つ以上のドメインに特定の権限を持つことができ
ます。

•マルチテナント環境では、リソースがそれぞれ分離されるように、テナントによりグループ
ユーザのアクセス権限が提供されます（エンドポイントグループやネットワーキングなどの

ため）。これらの権限では、異なるユーザが異なるテナントを管理することもできます。
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テナントの作成

テナントには、最初にテナントを作成した後に作成できるフィルタ、契約、ブリッジドメイン、

およびアプリケーションプロファイルなどのプライマリ要素が含まれます。

VRF およびブリッジドメイン
テナントの VRFおよびブリッジドメインを作成および指定できます。定義されたブリッジドメ
イン要素のサブネットは、対応するレイヤ 3コンテキストを参照します。

IPv6ネイバー探索の有効化の詳細については、関連 KB記事、「KB: Creating a Tenant, VRF, and
Bridge Domain with IPv6 Neighbor Discovery」を参照してください。

基本 GUI を使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

手順

ステップ 1 APICGUIの [BasicMode]にログインし、メニューバーで、[TENANT]> [AddTenant]の順にクリッ
クします。

ステップ 2 [Create Tenant]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Security Domains +]アイコンをクリックして [Create Security Domain]ダイアログボックスを開
きます。

c) [Name]フィールドに、セキュリティドメインの名前を入力します。[Submit]をクリックしま
す。

d) [Create Tenant]ダイアログボックスで、作成したセキュリティドメインのチェックボックスを
オンにし、[Submit]をクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Tenant-name] > [Networking]の順に展開し、[VRF]アイコンを Canvasにド
ラッグして [Create VRF]ダイアログボックスを開き、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Submit]をクリックして VRFの設定を完了します。

ステップ 4 [Networking]ペインで、[BD]アイコンを [VRF]アイコンにつなげながらキャンバスにドラッグし
ます。[Create Bridge Domain]ダイアログボックスが表示されたら、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Subnets]を展開して [Create Subnet]ダイアログボックスを開き、[Gateway IP]フィールドにサ
ブネットマスクを入力し、[OK]をクリックします。

c) [Submit]をクリックしてブリッジドメインの設定を完了します。

ステップ 5 [Networking]ペインで、[VRF]アイコンに接続しながら、Canvasに [L3]アイコンをドラッグしま
す。[Create Routed Outside]ダイアログボックスが表示されたら、次のタスクを実行します。
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a) [Node ID]フィールドに、ノード IDを入力します。
b) [Router ID]フィールドに、ルータ IDを入力します。
c) [Static Routes]を展開し、[IP Address]および [Next Hop IP]フィールドに IPv4または IPv6アド
レスを入力し、[Update]をクリックします。

ゲートウェイ IPv6アドレスは、グローバルユニキャスト IPv6アドレスである必要
があります。

（注）

d) 必要に応じて [Protocols]ボックスをクリックし、設定する [BGP]、[OSPF]、[EIGRP]を選択し
ます。

e) [OK]をクリックしてから [Submit]をクリックし、レイヤ 3の設定を完了します。

L3の設定を確認するには、[Navigation]ペインで、[VRFs] > [VRF name] > [Deployed VRFs]の順に
展開します。

サーバまたはサービスポリシーの設定

DHCP リレーポリシーの設定
DHCPリレーポリシーは、DHCPクライアントとサーバが異なるサブネット上にある場合に使用
できます。クライアントが配置された vShieldドメインプロファイルとともに ESXハイパーバイ
ザ上にある場合は、DHCPリレーポリシー設定を使用することが必須です。

vShieldコントローラが Virtual Extensible Local Area Network（VXLAN）を展開すると、ハイパー
バイザホストはカーネル（vmkN、仮想トンネルエンドポイント（VTEP））インターフェイスを
作成します。これらのインターフェイスは、DHCPを使用するインフラストラクチャテナントで
IPアドレスを必要とします。したがって、APICが DHCPサーバとして動作しこれらの IPアドレ
スを提供できるように、DHCPリレーポリシーを設定する必要があります。

ACI fabricは、DHCPリレーとして動作するときに、DHCPオプション 82（DHCP Relay Agent
InformationOption）を、クライアントの代わりに中継するDHCP要求に挿入します。応答（DHCP
オファー）がオプション 82なしで DHCPサーバから返された場合、その応答はファブリックに
よってサイレントにドロップされます。したがって、ACI fabricがDHCPリレーとして動作すると
きは、ACI fabricに接続されたノードを計算するために IPアドレスを提供している DHCPサーバ
はオプション 82をサポートする必要があります。

基本 GUI を使用した APICインフラストラクチャの DHCP サーバポリシーの設定
•

DHCPサーバポリシーの設定は、[Advanced Mode]モードでのみ使用できま
す。このタスクを実行するには、APIC GUIで [Advanced Mode]に切り替えま
す。

（注）
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•アプリケーションEPGで使用されるポートおよびカプセル化は、物理またはVMマネージャ
（VMM）ドメインに属している必要があります。ドメインとのそのような関連付けが確立
されていないと、APICは EPGの展開を続行しますが、エラーを生成します。

• Cisco APICは、IPv4と IPv6の両方のテナントサブネットで DHCPリレーをサポートしま
す。DHCPサーバアドレスには IPv4または IPv6を使用できます。DHCPv6リレーは、ファ
ブリックインターフェイスで IPv6が有効になっており、1つ以上の DHCPv6リレーサーバ
が設定されている場合にのみ、発生します。

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [infra]を選択します。[Navigation]ペインの [Tenant infra]下で、
[Networking] > [Protocol Policies] > [DHCP] > [Relay Policies]を展開します。

ステップ 2 [Relay Policies]を右クリックし、[Create DHCP Relay Policy]をクリックします。

ステップ 3 [Create DHCP Relay Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、DHCPリレープロファイル名（DhcpRelayP）を入力します。
b) [Providers]を展開します。[Create DHCP Provider]ダイアログボックスの [EPG Type]フィールド
で、DHCPサーバがどこで接続されているかによって適切なオプションボタンをクリックしま
す。

c) [Application EPG]領域の [Tenant]フィールドで、ドロップダウンリストから、テナントを選択
します。（infra）

d) [Application Profile]フィールドで、ドロップダウンリストから、アプリケーションを選択しま
す。（access）

e) [EPG]フィールドで、ドロップダウンリストから、EPGを選択します。（デフォルト）
f) [DHCP Server Address]フィールドに、インフラ DHCPサーバの IPアドレスを入力します。

[Update]をクリックします。
インフラDHCP IPアドレスは、インフラ IPアドレスAPIC1です。vShieldコントロー
ラ設定のために展開する場合は、デフォルトの IPアドレス 10.0.0.1を入力する必要
があります。

（注）

g) [Submit]をクリックします。

DHCPリレーポリシーが作成されます。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Networking] > [Bridge Domains] > [default] > [DHCP Relay Labels]を展開し
ます。

ステップ 5 [DHCP Relay Labels]を右クリックし、[Create DHCP Relay Label]をクリックします。

ステップ 6 [Create DHCP Relay Label]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Scope]フィールドで、テナントのオプションボタンをクリックします。
このアクションにより、[Name]フィールドのドロップダウンリストに、以前に作成したDHCP
リレーポリシーが表示されます。
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b) [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、作成した DHCPポリシーの名前を選択し
ます（DhcpRelayP）。

c) [Submit]をクリックします。

DHCPサーバがブリッジドメインに関連付けられます。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Networking] > [Bridge Domains] > [default] > [DHCP Relay Labels]を展開し、
作成された DHCPサーバを表示します。

DNS サービスポリシーの設定
DNSポリシーは、ホスト名で外部サーバ（AAA、RADIUS、vCenter、サービスなど）に接続する
ために必要です。DNSサービスポリシーは共有ポリシーであるため、このサービスを使用するす
べてのテナントと VRFを特定の DNSプロファイルラベルで設定する必要があります。ACIファ
ブリックの DNSポリシーを設定するには、次のタスクを完了する必要があります。

•管理 EPGが DNSポリシー用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このポリシーはスイッチで有効になりません。

• DNSプロバイダーと DNSドメインに関する情報が含まれる DNSプロファイル（デフォル
ト）を作成します。

• DNSプロファイル（デフォルトまたは別の DNSプロファイル）の名前を必要なテナントで
DNSラベルに関連付けます。

テナントごと、VRFごとの DNSプロファイル設定を設定することができます。適切な DNSラベ
ルを使用して、追加の DNSプロファイルを作成して、特定のテナントの特定の VRFに適用でき
ます。たとえば、名前が acmeのDNSプロファイルを作成する場合、テナント設定で acmeのDNS
ラベルを適切な [Networking] > [VRF]ポリシー設定に追加できます。

インバンド DNS サービスポリシーによる外部宛先の設定
次のように、サービスに対して外部宛先を設定します。

外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

IPアドレスまたは完全
修飾ドメイン名

（FQDN）

APIC
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外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレスリーフスイッチ

リーフスイッチに直接

接続されます

IPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレススパインスイッチ

次に示すのは、外部サーバのリストです。

• Call Home SMTPサーバ

• Syslogサーバ

• SNMPトラップの宛先

•統計情報のエクスポートの宛先

•エクスポートの設定の宛先

• Techsupportのエクスポートの宛先

•コアエクスポートの宛先

推奨されるガイドラインは次のとおりです。

•外部サーバは、リーフアクセスポートに接続する必要があります。

•管理ポートの追加の配線を避けるために、リーフスイッチにはインバンド接続を使用しま
す。
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•スパインスイッチにはアウトオブバンド管理接続を使用します。スパインスイッチとリー
フスイッチが外部サーバの同じセットに到達できるように、スパインスイッチのこのアウ

トオブバンドネットワークをインバンド管理の仮想ルーティングおよび転送（VRF）機能が
あるリーフポートの 1つに接続します。

•外部サーバには IPアドレスを使用します。

DNS プロファイルの IPv4 または IPv6 の優先順位のポリシー
DNSプロファイルは、IPv4と IPv6のバージョン優先順位の選択をサポートします。ユーザイン
ターフェイスを使用して、優先順位を有効にすることができます。IPv4がデフォルトです。

次の例は、Postman REST APIを使用したポリシーベースの設定を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8”?>
<!— api/node/mo/uni/fabric/dnsp-default.xml —>
<dnsProfile dn="uni/fabric/dnsp-default" IPVerPreference="IPv6" childAction="" descr="" >
</dnsProfile>

gai.confの設定は、宛先アドレス選択を制御します。ファイルには、ラベルテーブル、優先順位
テーブル、IPv4範囲テーブルが含まれます。IPv4または IPv6をもう一方よりも優先付けする変更
は、優先順位テーブルのエントリに含める必要があります。Linuxシステムで多数のフレーバーに
使用されている標準ファイルの内容例を下に示します。ファイルの precedenceラベルの一行でデ
フォルト設定を上書きします。

次の例は、IPv4を IPv6よりも優先させるための gai.confです。
# Generated by APIC
label ::1/128 0
label ::/0 1
label 2002::/16 2
label ::/96 3
label ::ffff:0:0/96 4
precedence ::1/128 50
precedence ::/0 40
precedence 2002::/16 30
precedence ::/96 20
# For APICs prefering IPv4 connections, change the value to 100.
precedence ::ffff:0:0/96 10

デュアルスタック IPv4 および IPv6 DNS サーバ

DNSサーバには、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）のプライマリ DNSレコー
ドがあります。AおよびAAAAレコードは、ドメイン名を特定の IPアドレス（IPv4または IPv6）
と関連付けます。

ACIファブリックは、IPv4で実行する信頼できるパブリックDNSサーバを使用するように設定で
きます。これらのサーバは、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）で解決および応
答できます。

純粋な IPv6環境では、システム管理者は IPv6 DNSサーバを使用する必要があります。IPv6 DNS
サーバは、/etc/resolv.confに追加することによって有効化されます。

より一般的な環境では、デュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバを使用します。デュアル
スタックの場合、IPv4と IPv6の両方が /etc/resolv.confにリストされます。ただし、デュアルス
タック環境で、単純に IPv6 DNSサーバをリストに追加すると、DNS解決の大きな遅延を引き起
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こす可能性があります。これは、デフォルトで IPv6プロトコルが優先されるため、IPv4DNSサー
バに接続できないためです（/etc/resolv.confで最初にリストされている場合）。この解決法は、
IPv4 DNSサーバの前に IPv6 DNSサーバをリストすることです。また、IPv4と IPv6両方のルック
アップで同一ソケットを使用できるようにするために、「options single-request-reopen」を追加し
ます。

IPv6 DNSサーバが最初にリストされているデュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバの
resolv.confの例を次に示します。「single-request-reopen」オプションにも注意してください。
options single-request-reopen
nameserver 2001:4860:4680::8888
nameserver 2001:4860:4680::8844
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

デュアルスタック IPv4 および IPv6 環境

ACIファブリックの管理ネットワークが IPv4と IPv6の両方をサポートする場合、Linuxシステム
アプリケーション（glibc）では、getaddrinfo()が IPv6を最初に返すため、IPv6ネットワークをデ
フォルトで使用します。

ただし、特定の条件下では IPv4アドレスが IPv6アドレスよりも推奨されることがあります。Linux
IPv6スタックには、IPv6にマッピングされた IPv4アドレス（::ffff/96）を使用して、IPv6アドレ
スとしてマッピングされた IPv4アドレスを有効にする機能があります。これは、IPv6対応アプリ
ケーションが IPv4と IPv6両方を受け入れまたは接続するためにシングルソケットのみ使用でき
るようにします。これは /etc/gai.confの getaddrinfo()の glibc IPv6選択項目によって制御されます。

/etc/hostsを使用する場合は glibcが複数のアドレスを返すようにするために、/etc/hostsファイルに
「multi on」を追加する必要があります。追加しないと、最初に一致したものだけを返す場合があ
ります。

アプリケーションが IPv4と IPv6の両方が存在するかどうかを認識していない場合、異なるアド
レスファミリを使用するフォールバック試行が実行されないことがあります。このようなアプリ

ケーションでは、フォールバックの実装が必要な場合があります。

基本 GUI を使用した DNS プロバイダーと接続するための DNS サービスポリシーの
設定

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[System] > [System Settings]の順に選択します。[Navigation]ペインで、[System
Settings] > [DNS]の順に展開し、デフォルトの DNSプロファイルをクリックします。

ステップ 2 [Work]ペインの [Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリストから、適切な管理 EPG
（デフォルト（Out-of-Band））を選択します。

ステップ 3 [DNS Providers]を展開し、次の操作を実行します。
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a) [Address]フィールドに、プロバイダーアドレスを入力します。
b) [Preferred]カラムで、優先するプロバイダーとしてこのアドレスが必要な場合は、チェックボッ
クスをオンにします。

優先するプロバイダーは 1つだけ指定できます。
c) [Update]をクリックします。
d) （任意） セカンダリ DNSプロバイダーを追加するには、[DNS Providers]を展開し、[Address]
フィールドで、プロバイダーアドレスを入力します。[Update]をクリックします。

ステップ 4 [DNS Domains]を展開し、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、ドメイン名（cisco.com）を入力します。
b) [Default]カラムで、チェックボックスをオンにしてこのドメインをデフォルトドメインにしま
す。

デフォルトとして指定できるドメイン名は 1つだけです。
c) [Update]をクリックします。
d) （任意） セカンダリ DNSドメインを追加するには、[DNS Domains]を展開します。[Address]
フィールドに、セカンダリドメイン名を入力します。[Update]をクリックします。

ステップ 5 [Submit]をクリックします。
DNSサーバが設定されます。

ステップ 6 メニューバーで、[Tenants] > [mgmt]をクリックします。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Networking] > [VRFs] > [oob]の順に展開します。

ステップ 8 [Work]ペインの [Properties]下で、[DNS labels]フィールドに、適切な DNSラベル（デフォルト）
を入力します。[Submit]をクリックします。
DNSプロファイルラベルがテナントおよび VRFで設定されました。

CLI を使用して、DNS プロファイルが設定されファブリックコントローラスイッチ
に適用されているかを確認する

手順

ステップ 1 デフォルトの DNSプロファイルの設定を確認します。

例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/fabric-policies/global-policies/dns-profiles/default
admin@apic1:default> cat summary
# dns-profile
name : default
description : added via CLI by tdeleon@cisco.com
ownerkey :
ownertag :

dns-providers:
address preferred
-------------- ---------
10.44.124.122 no
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10.70.168.183 no
10.37.87.157 no
10.102.6.247 yes
dns-domains:
name default description
--------- ------- -----------
cisco.com yes
management-epg : tenants/mgmt/node-management-epgs/default/out-of-band/default

ステップ 2 DNSラベルの設定を確認します。

例：
admin@apic1:default> cd
/aci/tenants/mgmt/networking/private-networks/oob/dns-profile-labels/default
admin@apic1:default> cat summary
# dns-lbl
name : default
description :
ownerkey :
ownertag :
tag : yellow-green

ステップ 3 適用された設定がファブリックコントローラで動作していることを確認します。

例：
admin@apic1:~> cat /etc/resolv.conf
# Generated by IFC
search cisco.com
nameserver 10.102.6.247
nameserver 10.44.124.122
nameserver 10.37.87.157
nameserver 10.70.168.183
admin@apic1:~> ping www.cisco.com
PING origin-www.cisco.com (72.163.4.161) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=1 ttl=238 time=35.4 ms
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=2 ttl=238 time=29.0 ms
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=3 ttl=238 time=29.2 ms

ステップ 4 適用された設定がリーフおよびスパインスイッチで動作していることを確認します。

例：
leaf1# cat /etc/resolv.conf
search cisco.com
nameserver 10.102.6.247
nameserver 10.70.168.183
nameserver 10.44.124.122
nameserver 10.37.87.157
leaf1# cat /etc/dcos_resolv.conf
# DNS enabled
leaf1# ping www.cisco.com
PING origin-www.cisco.com (72.163.4.161): 56 data bytes
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=0 ttl=238 time=29.255 ms
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=1 ttl=238 time=29.212 ms
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=2 ttl=238 time=29.343 ms

テナントの外部接続の設定
スタティックルート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（ACI）ファブリッ
ク上の他のリーフスイッチに配布する前に、マルチプロトコル BGP（MP-BGP）プロセスが最初
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に動作していて、スパインスイッチが BGPルートリフレクタとして設定されている必要があり
ます。

ACIファブリックを外部ルーテッドネットワークに統合するために、管理テナントのレイヤ 3接
続に対し Open Shortest Path First（OSPF）を設定できます。

基本 GUI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[System] > [System Settings]の順に選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[System Settings] > [BGPRoute Reflector]の順に展開し、[BGPRoute Reflector]
を右クリックして、[Create Route Reflector Node Policy EP]をクリックします。

ステップ 3 [Create Route Reflector Node Policy EP]ダイアログボックスで、[Spine Node]ドロップダウンリスト
から、適切なスパインノードを選択します。[Submit]をクリックします。

必要に応じてスパインノードを追加するには、上記の手順を繰り返してくださ

い。

（注）

スパインスイッチがルートリフレクタノードとしてマークされます。

ステップ 4 [Autonomous System Number]フィールドで、適切な数量を選択します。[Submit]をクリックしま
す。

自律システム番号は、Border Gateway Protocol（BGP）がルータに設定されている場合
は、リーフが接続されたルータ設定に一致する必要があります。スタティックまたは

OpenShortest Path First（OSPF）を使用して学習されたルートを使用している場合は、自
律システム番号値を任意の有効な値にできます。

（注）

MP-BGP ルートリフレクタ設定の確認

手順

ステップ 1 次の操作を実行して、設定を確認します。

a) セキュアシェル（SSH）を使用して、必要に応じて各リーフスイッチへの管理者としてログ
インします。

b) show processes | grep bgpコマンドを入力して、状態が Sであることを確認します。
状態が NR（実行していない）である場合は、設定が正常に行われませんでした。

ステップ 2 次の操作を実行して、自律システム番号がスパインスイッチで設定されていることを確認しま

す。

a) SSHを使用して、必要に応じて各スパインスイッチへの管理者としてログインします。
b) シェルウィンドウから次のコマンドを実行します。
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例：
cd /mit/sys/bgp/inst

例：
grep asn summary

設定した自律システム番号が表示される必要があります。自律システム番号の値が 0と表示され
る場合は、設定が正常に行われませんでした。

基本 GUI を使用した管理テナントの OSPF 外部ルーテッドネットワー
クを作成する

はじめる前に

•ルータ IDと論理インターフェイスプロファイルの IPアドレスが異なっていて重複していな
いことを確認します。

•次の手順は、管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークを作成するためのもので
す。テナントのOSPF外部ルーテッドネットワークを作成するには、テナントを選択し、テ
ナント用の VRFを作成する必要があります。

•詳細については、トランジットルーティングに関する KB記事も参照してください。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Fabric] > [Inventory]の順にクリックします。[Navigation]ペインで、VRFを導
入するリーフスイッチをクリックします。

ステップ 2 [Configure VRF]を右クリックしてクリックします。

ステップ 3 [Configure VRF]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Tenant]フィールドのドロップダウンリストから、テナントを選択します。
この場合は mgmtテナントです。

b) [VRF]フィールドのドロップダウンリストから、VRFを選択します。
c) [Router ID]フィールドに、ルータ IDを入力します。
d) [Protocols]領域で、OSPFのチェックボックスをオンにします。
e) 表示される [Route Maps]領域で、[+]記号をクリックします。
f) [Create Route Map]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに、ルートマップの名前を入力
します。

ステップ 4 [Prefix List]領域を展開します。
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a) [Create Prefix List]ダイアログボックスで、[Prefix Name]フィールドに、エリア IDを入力しま
す。

b) [IP Prefixes]フィールドに、少なくとも 1つのプレフィクスを入力します。
c) 必要に応じてダイアログボックスに詳細を入力します。
d) [Prefix List]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 5 [Configure VRF with Leaf]ダイアログボックスで、[OSPF Configuration]領域を展開します。
a) [Configure OSPF]ダイアログボックスで、[Area ID]フィールドに、エリア IDを入力します。
b) [Area Type]フィールドで、目的のタイプを選択します。
c) [Route Map]フィールドのドロップダウンリストから、適切なルートマップを選択します。

[OK]をクリックします。
d) [Configure VRF]ダイアログボックスで、[Submit]をクリックします。

VRFの下の[Navigation]ペインに、VRFが導入されます。

ステップ 6 [Navigation]ペインで、[Interfaces] > [Physical Interfaces]の順に展開します。

ステップ 7 レイヤ 3を設定する目的のインターフェイスを選択し、次の操作を実行します。
a) [Convert to L3]ボタンをクリックします。[L2 configuration will be deleted. Do youwant to continue?]
の [Warning]ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

b) [Subinterface]フィールドで、[Off]ボタンをクリックします。
c) [Tenant]フィールドのドロップダウンリストから、適切なテナント（mgmt）を選択します。
d) [VRF]フィールドのドロップダウンリストから、適切な VRFを選択します。
e) [IPv4 Address]フィールドに、インターフェイスの IPアドレスを入力します。
f) [Protocols]フィールドで、OSPFのチェックボックスをオンにします。
ダイアログボックスの右上隅に、[OSPF]タブが表示されます。

g) [OSPF]タブをクリックします。
h) [Work]ペインの [IP V4 OSPF Area ID]フィールドで、ドロップダウンリストから目的のエリア

IDを選択します。
i) [Policy Name]フィールドで、デフォルトのポリシーを選択します。
またはこのエリアから、認証タイプ、認証キー、ポリシー名を選択します。[Submit]をクリッ
クします。

これにより、管理インターフェイスが作成されます。OSPFが VRFに導入されま
す。

（注）

j) [Navigation]ペインで、VRFに導入された OSPFをクリックすると、[Work]ペインに統計が表
示されます。

管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークが作成されます。
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アプリケーションポリシーの展開

Three-Tier アプリケーションの展開
フィルタは、フィルタを含む契約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。

契約には、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。

契約は、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。契約が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。

アプリケーションプロファイルでは、APICがその後ネットワークおよびデータセンターのイン
フラストラクチャで自動的にレンダリングするアプリケーション要件をモデル化することができ

ます。アプリケーションプロファイルでは、管理者がインフラストラクチャの構成要素ではなく

アプリケーションの観点から、リソースプールにアプローチすることができます。アプリケー

ションプロファイルは、互いに論理的に関連する EPGを保持するコンテナです。EPGは同じア
プリケーションプロファイル内の他の EPGおよび他のアプリケーションプロファイル内の EPG
と通信できます。

アプリケーションポリシーを展開するには、必要なアプリケーションプロファイル、フィルタ、

および契約を作成する必要があります。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。

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契約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契約を消費して、アプリケーションサーバと通信します。トラフィックは
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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。

図 6：Three-Tier アプリケーションの図

http 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での http用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。

http のフィルタパラメータ名

http名前

2エントリの数

Dport-80

Dport-443
エントリ名

IPEthertype

tcp

tcp
プロトコル

http

https
宛先ポート

rmi および sql 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での rmiおよび sql用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。
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sql のフィルタrmi のフィルタパラメータ名

sqlrmi名前

11エントリの数

Dport-1521Dport-1099エントリ名

IPIPEthertype

tcptcpプロトコル

15211099宛先ポート

アプリケーションプロファイルデータベースの例

この例のアプリケーションプロファイルデータベースは次のとおりです。

消費される契約提供される契約EPG

rmiWebWeb

sqlrmiapp

--sqldb

基本 GUI を使用したアプリケーションポリシーの展開

はじめる前に

テナント、ネットワーク、およびブリッジドメインが作成されていることを確認します。

手順

ステップ 1 APIC GUIの [Basic Mode]にログインしま
す。

（注）
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メニューバーで、[Tenants] > [Tenant-name]の順にクリックします。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Application Profiles]を右クリックし、[Create Application Profile]をクリッ

クします。

ステップ 3 [Create Application Profile]ダイアログボックスに、プロファイルの名前を入力します。[Submit]を
クリックします。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、新しいアプリケーションプロファイルをクリックして選択します。

ステップ 5 [Work]ペインの [Drag and drop to configure toolbar]から最初の [EPG]をドラッグし、下の空白の画
面にドロップします。

ステップ 6 表示される [Create Application EPG]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) アプリケーション EPGの名前を入力します。
b) [Bridge Domain]フィールドで、ドロップダウンリストから、目的のブリッジドメインを選択
します。[OK]をクリックします。

異なるブリッジドメインで必要な場合はこの手順を繰り返して追加の EPGを作成します。

ステップ 7 [Drag and drop to configure toolbar]から、[Contract]をドラッグアンドドロップします。ユーザの
必要に応じてドラッグするとプロバイダー EPGとしてコンシューマ EPGを自動接続します。関
係が矢印で表示されます。

[Config ContractWith L4-L7 Service Graph]ダイアログボックスが表示され、選択した詳細、および
関連するプロバイダーとコンシューマの契約が自動的に読み込まれます。

a) [Contract Name]フィールドに、契約名を入力します。[OK]をクリックします。
b) [No Filter]フィールドのチェックボックスをオフにして、カスタマイズフィルタを作成しま
す。

チェックボックスをオフにしない場合は、デフォルトのフィルタが自動作成されま

す。

（注）

c) （任意） カスタマイズフィルタを作成するには、必要に応じて [Filter Entries]フィールドに適
切な情報を入力します。[OK]をクリックします。

ステップ 8 [Application Profile]作業ウィンドウで、[Submit]をクリックします。
これで、アプリケーションプロファイルを導入する手順が完了しました。
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第 4 章

NX-OS スタイル CLI の使用

この章の内容は、次のとおりです。

• NX-OSスタイル CLIへのアクセス, 65 ページ

• APICの NX-OSスタイル CLIの使用方法, 66 ページ

• APICの準備の例について, 70 ページ

• APICによるスイッチ検出, 70 ページ

• ネットワークタイムプロトコルの設定, 71 ページ

• ユーザアカウントの作成, 73 ページ

• 管理アクセスの追加, 76 ページ

• VLANドメインの設定, 83 ページ

• VMMドメインの設定, 84 ページ

• テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成, 90 ページ

• アプリケーションポリシーの展開, 93 ページ

• テナントの外部 L3接続の設定, 98 ページ

• サーバまたはサービスポリシーの設定, 101 ページ

NX-OS スタイル CLI へのアクセス

CiscoAPIC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。オブジェクトモデル
CLIは、最初の CLIプロンプトで bashコマンドを入力することにより使用できます。

（注）
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手順

ステップ 1 セキュアシェル（SSH）クライアントから、username@ip-addressのAPICへの SSH接続を開きま
す。

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。

次の作業

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。

• NX-OSスタイル CLIで続行するには、EXECモードのままにするか、configureと入力して
グローバルコンフィギュレーションモードに移行できます。

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。

•オブジェクトモデル CLIに移行するには、bashと入力します。

オブジェクトモード CLIコマンドの詳細については、『Cisco APIC Command-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
グローバル設定）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。
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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。たとえば、システム、設定、またはハードウェアに関

する情報を表示するコマンドはすべて showコマンドとしてグループ化されています。また、ス
イッチを設定できるコマンドはすべて configureコマンドとしてグループ化されています。

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。たとえば、DNSを設定するには、configureコマンドを使用してグローバルコンフィ
ギュレーションモードに入り、次に dnsコマンドを入力します。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。現在のモードの階層を

表示するには、次の例のように configureコマンドを使用します。

apic1# where
exec
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apic1# configure
apic1(config)# pod 1
apic1(config-pod)# ntp
apic1(config-ntp)# where
configure; pod 1; ntp

現在のレベルを終了し、前のレベルに戻るには、exitと入力します。直接 EXECレベルに戻るに
は、endと入力します。

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
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# sh?
show show running system information
shutdown shutdown controller

apic1#

コマンドの入力を完了するには、Tabキーを押します。

apic1# shu<TAB>
apic1# shutdown

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
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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コマンドが省略されてい
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

多くの設定コマンドでは、noキーワードをコマンドの前に付けて、設定を削除したり、設定をデ
フォルト値に戻したりすることができます。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

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

bashシェルの単一のコマンドを実行するには、次に示す例のように bash -c 'path/command'を入力
します。

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。
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APICの準備の例について
このマニュアルのいくつかの例の手順には、パラメータ名が含まれています。これらのパラメー

タ名は、便宜上理解しやすいように例として提供されるもので、それらを使用する必要はありま

せん。

APICによるスイッチ検出
APICは、ACIファブリックの一部であるすべてのスイッチに対する自動プロビジョニングおよび
管理の中心となるポイントです。単一のデータセンターには、複数の ACIファブリックを組み込
むことができます。各データセンターは、自身のAPICクラスタとファブリックの一部であるCisco
Nexus 9000シリーズスイッチを持つことができます。スイッチが単一の APICクラスタによって
のみ管理されるようにするには、各スイッチがファブリックを管理するその特定の APICクラス
タに登録される必要があります。

APICは、現在管理している任意のスイッチに直接接続されている新規スイッチを検出します。ク
ラスタ内の各 APICインスタンスは、直接接続されているリーフスイッチのみを最初に検出しま
す。リーフスイッチが APICで登録されると、APICはリーフスイッチに直接接続されているす
べてのスパインスイッチを検出します。各スパインスイッチが登録されると、その APICはその
スパインスイッチに接続されているすべてのリーフスイッチを検出します。このカスケード化さ

れた検出により、APICは簡単なわずかな手順でファブリックトポロジ全体を検出することがで
きます。

APICクラスタによるスイッチ登録

スイッチを登録する前に、ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、適切な設

定で起動されていることを確認します。シャーシの設置については、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
products-installation-guides-list.htmlを参照してください。

（注）

スイッチが APICで登録されると、そのスイッチは APICで管理されるファブリックインベント
リの一部となります。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（ACI
ファブリック）を使用すると、APICはインフラストラクチャ内のスイッチのプロビジョニング、
管理、およびモニタリングのシングルポイントとなります。

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）
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NX-OS スタイル CLI を使用した未登録スイッチの登録

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

手順

ステップ 1 次に示すようにしてコンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 2 次の例のように、スイッチを登録します。

シリアル番号を取得するには、ノード自体に物理的に印刷されたノードのシリアル番号

を見るか、または発見されたノードのシリアル番号のリストに対してacidiag fnvreadコ
マンドを使用します。

（注）

例：

apic1(config)# system switch-id FGE173900ZD 101 leaf1

ステップ 3 残りのスイッチについて、前のステップを繰り返します。

APICからのスイッチ検出の検証とスイッチ管理
スイッチが APICで登録された後、APICはファブリックトポロジディスカバリを自動的に実行
し、ネットワーク全体のビューを取得し、ファブリックトポロジ内のすべてのスイッチを管理し

ます。

各スイッチは、個々にアクセスせずに、APICから設定、モニタ、およびアップグレードできま
す。

ネットワークタイムプロトコルの設定

時刻同期と NTP
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）ファブリックにおいて、時
刻の同期は、モニタリング、運用、トラブルシューティングなどの多数のタスクが依存している
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重要な機能です。クロック同期は、トラフィックフローの適切な分析にとって重要であり、複数

のファブリックノード間でデバッグとフォールトのタイムスタンプを関連付けるためにも重要で

す。

1つ以上のデバイスでオフセットが生じると、多くの一般的な運用問題を適切に診断して解決す
る機能がブロックされる可能性があります。また、クロック同期によって、アプリケーションの

ヘルススコアが依存しているACIの内蔵アトミックカウンタ機能をフル活用できます。時刻同期
が存在しない場合や不適切に設定されている場合でも、エラーやヘルススコアの低下が引き起こ

されるわけではありません。これらの機能を適切に使用できるように、ファブリックやアプリケー

ションを完全に展開する前に、時刻同期を設定する必要があります。デバイスのクロックを同期

させる最も一般的な方法は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用することです。

NTPを設定する前に、どの管理 IPアドレススキームを ACIファブリックに配置するかを検討し
てください。すべての ACIノードと Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の管理を設
定するために、インバンド管理とアウトオブバンド管理の 2つのオプションがあります。ファブ
リックに対して選択した管理オプションに応じて、NTPの設定が異なります。時刻同期の展開に
関するもう 1つの考慮事項は、時刻源の場所です。プライベート内部時刻または外部パブリック
時刻の使用を決定する際は、時刻源の信頼性について慎重に検討する必要があります。

インバンドおよびアウトオブバンドの管理 NTP

（注） •管理EPGがNTPサーバ用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このサーバはスイッチで設定されません。

•インバンド管理アクセスおよびアウトオブバンド管理アクセスについては、本書の「管
理アクセスの追加」という項を参照してください。

•アウトオブバンド管理NTP：ACIファブリックをアウトオブバンド管理とともに展開する場
合、ファブリックの各ノードは、スパイン、リーフ、および APICクラスタの全メンバーを
含めて、ACIファブリックの外部から管理されます。この IP到達可能性を活用することで、
各ノードは一貫した時刻源として同じ NTPサーバに個々に照会することができます。NTP
を設定するには、アウトオブバンド管理のエンドポイントグループを参照する日付時刻ポリ

シーを作成する必要があります。日付時刻ポリシーは 1つのポッドに限定され、ACIファブ
リック内のプロビジョニングされたすべてのポッドに展開する必要があります。現在は、ACI
ファブリックあたり 1つのポッドのみが許可されます。

•インバンド管理 NTP：ACIファブリックをインバンド管理とともに展開する場合は、ACIの
インバンド管理ネットワーク内から NTPサーバへの到達可能性を検討します。ACIファブ
リック内で使用されるインバンド IPアドレッシングには、ファブリックの外部から到達でき
ません。インバンド管理されているファブリックの外部のNTPサーバを使用するには、その
通信を可能にするポリシーを作成します。インバンド管理ポリシーの設定に使用される手順

は、アウトオブバンド管理ポリシーの確立に使用される手順と同じです。違いは、ファブ

リックが NTPサーバに接続できるようにする方法です。
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NTP over IPv6
NTP over IPv6アドレスは、ホスト名とピアアドレスでサポートされます。gai.confも、IPv4アド
レスのプロバイダーまたはピアの IPv6アドレスが優先されるように設定できます。ユーザは、IP
アドレス（インストールまたは優先順位よって IPv4、IPv6、または両方）を提供することによっ
て解決できるホスト名を設定できます。

ユーザアカウントの作成

NX-OS スタイル CLI を使用したローカルユーザの設定
初期の設定スクリプトで、管理者アカウントが設定され、管理者はシステム起動時の唯一のユー

ザとなります。APICは、きめ細かなロールベースのアクセスコントロールシステムをサポート
しており、そのシステムでは、権限が少ない管理者以外のユーザを含め、ユーザアカウントをさ

まざまなロールで作成することができます。

外部認証サーバの AV ペア
Cisco属性/値（AV）ペアを既存のユーザレコードに追加して、ユーザ権限を APICコントローラ
に伝播することができます。Cisco AVペアは、APICユーザに対してロールベースアクセスコン
トロール（RBAC）のロールと権限を指定するために使用する単一の文字列です。オープンRADIUS
サーバ（/etc/raddb/users）の設定例は次のとおりです。
aaa-network-admin Cleartext-Password := "<password>"
Cisco-avpair = "shell:domains = all/aaa/read-all(16001)"

NX-OS スタイル CLI を使用した欠落または不良 Cisco AV ペアを持つリモートユーザ
のデフォルトの動作の変更

NX-OSスタイル CLIを使用して欠落または不良 Cisco AVペアを持つリモートユーザのデフォル
トの動作を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 NX-OS CLIで、コンフィギュレーションモードで開始します。

例：

apic1#
apic1# configure

ステップ 2 aaaユーザデフォルトロールを設定します。

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
73

NX-OS スタイル CLI の使用
NTP over IPv6



例：

apic1(config)# aaa user default-role
assign-default-role assign-default-role
no-login no-login

ステップ 3 aaa認証ログインメソッドを設定します。

例：

apic1(config)# aaa authentication
login Configure methods for login

apic1(config)# aaa authentication login
console Configure console methods
default Configure default methods
domain Configure domain methods

apic1(config)# aaa authentication login console
<CR>

apic1(config)# aaa authentication login domain
WORD Login domain name
fallback

AV ぺアを割り当てるためのベストプラクティス
ベストプラクティスとして、シスコは、bashシェルでユーザに割り当てられるAVペアには16000
～ 23999の範囲の一意の UNIXユーザ IDを割り当てることを推奨します（SSH、Telnetまたは
Serial/KVMのコンソールを使用）。Cisco AVペアが UNIXユーザ IDを提供しない状況が発生す
ると、そのユーザにはユーザ ID 23999または範囲内の類似した番号が割り当てられます。これに
より、そのユーザのホームディレクトリ、ファイル、およびプロセスに UNIX ID 23999を持つリ
モートユーザがアクセスできるようになってしまいます。

外部認証サーバの AV ペアの設定
属性/値（AV）のペア文字列のカッコ内の数字は、セキュアシェル（SSH）または Telnetを使用
してログインしたユーザの UNIXユーザ IDとして使用されます。

手順

外部認証サーバの AVペアを設定します。
Cisco AVペアの定義は次のとおりです（シスコは、UNIXユーザ IDが指定されているかどうかに
かかわらず AVペアをサポートします）。

例：
* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2

* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2(8101)

These are the boost regexes supported by APIC:
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uid_regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})(\\(\\d+\\))$");
regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})$");

次に、例を示します。

shell:domains = coke/tenant-admin/read-all,pepsi//read-all(16001)

NX-OS スタイル CLI を使用したリモートユーザの設定
ローカルユーザを設定する代わりに、APICを一元化された企業クレデンシャルのデータセンター
に向けることができます。APICは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、Active
Directory、RADIUS、および TACACS+をサポートしています。

外部認証プロバイダーを通じて認証されたリモートユーザを設定するには、次の前提条件を満た

す必要があります。

• DNS設定は、RADIUSサーバのホスト名ですでに名前解決されている必要があります。

•管理サブネットを設定する必要があります。

NX-OS スタイル CLI によるリモートユーザの設定

手順

ステップ 1 NX-OS CLIで、次に示すようにしてコンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 2 次の例では、RADIUSプロバイダーを作成します。

例：

apic1(config)# radius-server
host RADIUS server's DNS name or its IP address
retries Global RADIUS server retransmit count
timeout Global RADIUS server timeout period in seconds

apic1(config)# radius-server host 1.1.1.1
apic1(config-host)#
descr RADIUS server descr for authentication
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
key RADIUS server key for authentication
no Negate a command or set its defaults
port RADIUS server port for authentication
protocol RADIUS server protocol for authentication
retries RADIUS server retries for authentication
show Show running system information
timeout RADIUS server timeout for authentication
where show the current mode
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apic1(config-host)# exit

ステップ 3 次の例では、TACACS+プロバイダーを作成します。

例：

apic1(config)# tacacs-server
host TACACS+ server's DNS name or its IP address
retries Global TACACS+ server retries period in seconds
timeout Global TACACS+ server timeout period in seconds

apic1(config)# tacacs-server host 1.1.1.1
apic1(config-host)# exit

ステップ 4 次の例では、LDAPプロバイダーを作成します。

例：

apic1(config)# ldap-server
attribute An LDAP endpoint attribute to be used as the CiscoAVPair
basedn The LDAP base DN for user lookup in the LDAP directory tree
filter LDAP search filter for the LDAP endpoint
host LDAP server DNS name or IP address
retries Global LDAP server retransmit count
timeout Global LDAP server timeout period in seconds

apic1(config)# ldap-server host 1.1.1.1
apic1(config-host)#
enable-ssl enabling an SSL connection with the LDAP provider
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
filter Set the LDAP filter to be used in a user search
key LDAP server key for authentication
no Negate a command or set its defaults
port LDAP server port for authentication
retries LDAP server retries for authentication
show Show running system information
ssl-validation-level Set the LDAP Server SSL Certificate validation level
timeout LDAP server timeout for authentication
where show the current mode

apic1(config-host)# exit
apic1(config)#

管理アクセスの追加

IPv4/IPv6 アドレスおよびインバンドポリシー
インバンド管理アドレスは、ポリシーによってのみ（Postman REST API、NX-OSスタイル CLI、
または GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、インバンド管理アドレス
は、各ノードに静的に設定する必要があります。
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アウトオブバンドポリシーの IPv4/IPv6 アドレス
アウトオブバンド管理アドレスは、ブートストラップ時に、またはポリシーを使用して（Postman
RESTAPI、NX-OSスタイルCLI、GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、
アウトオブバンド管理アドレスは、各ノードに静的にまたはクラスタ全体にアドレスの範囲

（IPv4/IPv6）を指定することによって設定する必要があります。IPアドレスは、範囲からクラス
タ内のノードにランダムに割り当てられます。

NX-OS スタイルの CLI を使用した管理アクセスの追加
APICコントローラには、管理ネットワークに到達するルートが 2つあります。1つはインバンド
管理インターフェイスを使用し、もう 1つはアウトオブバンド管理インターフェイスを使用しま
す。

•インバンド管理アクセス：APICおよび ACIファブリックへのインバンド管理接続を設定で
きます。APICがリーフスイッチと通信するときに APICによって使用される VLANを最初
に設定し、次に VMMサーバがリーフスイッチとの通信に使用する VLANを設定します。

•アウトオブバンド管理アクセス：APICおよび ACIファブリックへのアウトオブバンド管理
接続を設定できます。アウトオブバンドエンドポイントグループ（EPG）に関連付けられる
アウトオブバンド契約を設定し、外部ネットワークプロファイルにその契約を接続します。

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。（注）

APICコントローラは、インバンド管理インターフェイスが設定されている場合は、アウトオブバ
ンド管理インターフェイスを通してインバンド管理インターフェイスを常に選択します。アウト

オブバンド管理インターフェイスは、インバンド管理インターフェイスが設定されていない場合、

または宛先アドレスが APICのアウトオブバンド管理サブネットと同じサブネットにある場合に
のみ使用されます。この動作は、変更または再設定できません。

APIC管理インターフェイスは IPv6アドレスをサポートしないため、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。

インバンドまたはアウトオブバンドの管理テナントで外部管理インスタンスプロファイルを設定

しても、ファブリック全体の通信ポリシーで設定されているプロトコルには影響しません。外部

管理インスタンスプロファイルで指定されているサブネットおよびコントラクトは、HTTP/HTTPS
または SSH/Telnetには影響しません。
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NX-OS CLI を使用した APIC コントローラ、スパイン、リーフスイッチ
のインバンド管理アクセスを設定する

インバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。スタティッ
ク設定を使用した IPv6設定がサポートされます（インバンドとアウトバンドの両方）。IPv4
および IPv6のインバンドおよびアウトオブバンドのデュアル設定は、スタティック設定を使
用する場合にのみサポートされます。詳細については、「Configuring Static Management Access
in Cisco APIC」の KB記事を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 次の例に示すように、APICコントローラのインバンド管理インターフェイスの IPアドレスを 1
つ以上変更するには、作業をコンフィギュレーションモードから開始します。

例：
apic1# configure
apic1(config)# controller 1
apic1(config-controller)# interface inband-mgmt0
apic1(config-controller-if)# ip address 10.13.1.1/24 gateway 10.13.1.254
apic1(config-controller-if)# exit

このモードは、スイッチのインバンド管理インターフェイスには表示されませ

ん。

（注）

ステップ 2 スイッチコンフィギュレーションモードを開始することで、スパインおよびリーフスイッチの

インバンド管理インターフェイスを設定できます。次に示すように、スイッチの後にスイッチの

IDを入力します。

例：
apic1(config)# switch 101
apic1(config-switch)# interface inband-mgmt0
apic1(config-switch-if)# ip address 10.13.1.101/24 gateway 10.13.1.254

上記の例では、スイッチ101はリーフまたはスパインスイッチを設定できます。スイッ
チには2つのタイプ（スパインとリーフ）がありますが、管理構成の目的ではスイッチ
がスパインかリーフかは重要ではないため、両方に同じ設定を使用することができま

す。

（注）

例：

IPアドレスプールからの連続するアドレスを使用してスイッチの範囲を設定するには、ip
address-rangeコマンドを使用できます。次の例では、広範囲の複数スイッチに対して、インバン
ド管理ポートの IPアドレスを同時に設定する方法を示します。

apic1(config)# switch 101-104
apic1(config-switch)# interface mgmt0
apic1(config-switch-if)# ip address-range 172.23.48.21/21 gateway 172.23.48.1
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apic1(config-switch-if)# exit
apic1(config-switch)# exit

ステップ 3 外部のネットワークからインバンド管理ポートへの接続を確立するには、以下の設定ステップを

実行します。

a) 外部インバンド接続に使用される VLANの VLANドメインを作成します。

例：

次の例では、インバンドネットワークへの接続に使用される管理ステーションは

VLAN 11上の Leaf 102、port 2に接続され、サブネットは 179.10.1.0/24です。
（注）

apic1(config)# vlan-domain external-inband
apic1(config-vlan)# vlan 11
apic1(config-vlan)# exit

b) 次の例に示すように、外部管理ステーションに接続されたポートをVLANドメインに追加し、
インバンド接続用のポート上で VLANを開始します。

例：

アドレス 179.10.1.254/24は、外部管理ステーションが使用するゲートウェイアドレス
であり、ゲートウェイ機能は ACIファブリックによって提供されます。

（注）

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 11 inband-mgmt 179.10.1.254/24

以前の設定を使用することで、スパインおよびリーフスイッチのインバンドポートに対して外部

管理ステーションを接続できます。

APICコントローラのインバンドポートへ接続するには、次の例で説明する追加の設定により、
コントローラ接続ポート上で VLANを開始する必要があります。コントローラ 1はリーフ 110の
イーサネット 1/1のポートに接続され、VLAN 10は APICコントローラのインバンド接続に使用
されます。

コントローラのインバンド VLANを設定するには、次のように設定します。
apic1(config)# controller 1
apic1(config-controller)# interface inband-mgmt0
apic1(config-controller-if)# ip address x.x.x.x gateway x.x.x.y
apic1(config-controller-if)# vlan 10
apic1(config-controller-if)# inband-mgmt epg inb-default

APICインバンド VLANの VLANドメインを作成するには、次のように設定します。
apic1(config)# vlan-domain apic-inband
apic1(config-vlan)# vlan 10
apic1(config-vlan)# exit

コントローラに接続されているポートの VLANを許可するには、次のように設定します。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member apic-inband

以前の設定を使用して、外部管理ステーションを、コントローラのインバンドポート

に接続することができます。インバンド VLAN（この例では VLAN 10）は、すべての
コントローラで同一となる必要があることに注意してください。

（注）

ステップ 4 APICインバンドポート上の特定のプロトコルに対して外部ネットワークからのアクセスを制御
するには、次のように設定します。

例：
apic1(config)# tenant mgmt
apic1(config-tenant)# access-list inband-default
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apic1(config-tenant-acl)# no match raw inband-default
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 443
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 22

前の例では、「no match raw inband-default」によって、デフォルトのアクセスリストフィルタか
ら allow allのエントリが削除されます。次のmatch tcp dest 443およびmatch tcp dest 22は、インバ
ンドポート上にあるこれら TCPポートへのアクセスのみを許可します。

次の作業

• APICコントローラに再接続するには、新しい IPアドレスを使用する必要があります。

•新しい IPアドレスがコントローラに割り当てられたら、コントローラの古い IPアドレスを
削除する必要があります。

NX-OS CLI を使用した APIC コントローラ、スパイン、リーフスイッチ
のアウトオブバンド管理アクセスの設定

アウトオブバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。（注）

手順

ステップ 1 次の例に示すように、APICコントローラのアウトオブバンド管理インターフェイスの IPアドレ
スを 1つ以上変更するにはコンフィギュレーションモードで開始します。

例：
apic1# configure
apic1(config)# controller 1
apic1(config-controller)# interface mgmt0
apic1(config-controller-if)# ip address 172.23.48.16/21 gateway 172.23.48.1
apic1(config-controller-if)# exit
apic1(config-controller)# exit

例：

次の例は、複数のコントローラを設定する際に IPアドレスの範囲を入力する方法を示していま
す。

この例では、コントローラ 1にはアドレス 172.23.48.16/21が割り当てられ、コントロー
ラ 2には 172.23.48.17/21が割り当てられ、コントローラ 3には 172.23.48.18/21が割り当
てられます。

（注）

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

ステップ 2 スイッチコンフィギュレーションモードにすることによって、スパインおよびリーフスイッチ

のアウトオブバンド管理インターフェイスを設定できます。次に示すように、スイッチの後にス

イッチの IDを入力します。
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例：
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

例：

上記の例では、スイッチ101はリーフまたはスパインスイッチを設定できます。スイッ
チには2つのタイプ（スパインとリーフ）がありますが、管理構成の目的ではスイッチ
がスパインかリーフかは重要ではないため、両方に同じ設定を使用することができま

す。

（注）

例：

IPアドレスプールからの連続するアドレスを使用してスイッチの範囲を設定するには、ip
address-rangeコマンドを使用できます。次の例では、4つのスイッチの IPアドレスを同時に設定
する方法を示します。

apic1(config)# switch 101-104
apic1(config-switch)# interface mgmt0
apic1(config-switch-if)# ip address-range 172.23.48.21/21 gateway 172.23.48.1
apic1(config-switch-if)# exit
apic1(config-switch)# exit

ステップ 3 外部のネットワークからアウトオブバンド管理ポートへの接続を確立するには、以下の設定ステッ

プを実行します。

a) 特定の外部サブネットに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。

例：

この例では、179.10.1.0/24のネットワークを除き、他の外部ネットワークはAPICコ
ントローラまたはリーフ/スパインスイッチのアウトオブバンド管理インターフェイ
スに接続できません。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。

（注）

apic1(config)# tenant mgmt
apic1(config-tenant)# external-l3 epg default oob-mgmt
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 179.10.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

b) アウトオブバンド管理ポート上の特定のプロトコルへの外部ネットワークからのアクセス制御
を提供するには、次のように設定します。

例：

この例では、「nomatch rawoob-default」によって、デフォルトのアクセスリストのフィ
ルタ内の allow allのエントリが削除されます。次の match tcp dest 443および match tcp
dest 22は、これらの指定されたポート上でのみ管理インターフェイスのアクセスを許可
します。

（注）

apic1(config)# tenant mgmt
apic1(config-tenant)# access-list oob-default
apic1(config-tenant-acl)# no match raw oob-default
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 443
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 22
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次の作業

• APICコントローラに再接続するには、新しい IPアドレスを使用する必要があります。

•新しい IPアドレスがコントローラに割り当てられたら、コントローラの古い IPアドレスを
削除する必要があります。

既存の IP tables 機能をミラーリングする IPv6 の変更
すべての IPv6は、ネットワークアドレス変換（NAT）を除いて、既存の IP tables機能をミラーリ
ングします。

既存の IP tables

1 以前は、IPv6テーブルのすべてのルールが一度に1つずつ実行され、すべてのルールの追加ま
たは削除に対してシステムコールが行われていました。

2 新しいポリシーが追加されるたびに、ルールが既存の IP tablesファイルに追加され、ファイル
への追加変更は行われませんでした。

3 新しい送信元ポートがアウトオブバンドポリシーで設定されると、同じポート番号で送信元と

宛先のルールを追加しました。

IP tables への変更

1 IP tablesが作成されると、はじめにハッシュマップに書き込まれ、次に中間ファイル IP tables-new
に書き込まれてこれが復元されます。保存すると、新しい IP tablesファイルが /etc/sysconfig/
フォルダに作成されます。これら両方のファイルは同じ場所にあります。すべてのルールにシ

ステムコールを行う代わりに、ファイルを復元および保存している時にのみシステムコール

を行う必要があります。

2 ルールを追加する代わりに新しいポリシーがファイルに追加されると、hashmapsにデフォルト
ポリシーをロードし、新しいポリシーを確認し、hashmapsに追加することによって、IPテー
ブルがゼロから作成されます。その後、中間ファイル（/etc/sysconfig/iptables-new）に書き込ま
れて保存されます。

3 アウトオブバンドポリシーのルールの送信元ポートだけを設定することはできません。宛先

ポートまたは送信元ポートいずれかを宛先ポートとともにルールに追加できます。

4 新しいポリシーが追加されると、新しいルールが IP tablesファイルに追加されます。このルー
ルは、IP tablesデフォルトルールのアクセスフローを変更します。
-A INPUT -s <OOB Address Ipv4/Ipv6> -j apic-default

5 新しいルールが追加された場合、これは IP tables-newファイルに存在して IP tablesファイルに
は存在せず、IP tables-newファイルにエラーがあることを意味します。復元が正常な場合に限
り、ファイルが保存され、新しいルールを IP tablesファイルで確認できます。
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（注） • IPv4のみ有効な場合、IPv6ポリシーを設定しないでください。

• IPv6のみ有効な場合、IPv4ポリシーを設定しないでください。

• IPv4と IPv6の両方が有効な場合にポリシーが追加されると、両方のバージョンに設定さ
れます。したがって、IPv4サブネットを追加すると IP tablesに追加され、同様に IPv6サ
ブネットは IPv6 tablesに追加されます。

VLAN ドメインの設定

NX-OS スタイル CLI を使用した VLAN ドメインの設定
ACIファブリックは、4KVLANのグループに分割することができ、ファブリック全体にわたる多
数のレイヤ 2（L2）ドメインを複数のテナントから使用できます。

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、ノード、ポート、VLANなどの共通ファブリックリソースを、互いに競合したり個
別に管理する必要なく複数のテナントで共有することができます。テナントは 1つ以上の VLAN
ドメインにアクセスできます。

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
VLAN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 VLANプールの VLANは、ユーザの介入なしに APIC
によって割り当てられ、管理されます。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。

テナントが L2/L3構成にファブリックリソースを使用開始する前に次の手順を実行する必要があ
ります。この手順で NX-OS CLIを使用する方法の例についての詳細ステップは、NX-OSスタイ
ル CLIを使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成, （90ページ）を参照してく
ださい。

手順

ステップ 1 VLANドメインを作成し、各 VLANドメインの VLANを割り当てます。

例：
apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 5-100
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# vlan-domain dom2 dynamic
apic1(config-vlan)# vlan 101-200
apic1(config-vlan)# vlan 301-400 dynamic
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apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# vlan-domain dom3
apic1(config-vlan)# vlan 401-500

ステップ 2 リーフスイッチのポートの VLANドメインメンバーシップを設定します。

例：
apic1(config)# leaf 101,102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/10-20
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom2
apic1(config-leaf-if)#exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/21
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom3
apic1(config-leaf-if)#exit

ステップ 3 L3ポートまたはサブインターフェイス経由の外部L3接続にL3ポートとして使用するように一部
のポートを変換します。

例：
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/21
apic1(config-leaf-if)# no switchport
In this example, sub-interface encapsulations on ethernet1/21 come from vlans allowed in
dom3.

ステップ 4 設定を確認します。

関連トピック

NX-OSスタイル CLIを使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成, （90ペー
ジ）

VMM ドメインの設定

NX-OS スタイル CLI を使用した VMM ドメインの設定

仮想マシンネットワーキングポリシーの設定

APICは、サードパーティのVMマネージャ（VMM）（VMware vCenterおよび SCVMMなど）と
統合し、ACIの利点を仮想化されたインフラストラクチャに拡張します。APICによって、VMM
システム内の ACIポリシーをその管理者が使用できるようになります。

ここでは、VMware vCenterおよび vShieldを使用する VMM統合の例を示します。シスコ ACIと
VMM統合の異なるモードに関する詳細については、『ACI Virtualization Guide』を参照してくだ
さい。
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VM マネージャについて

vCenterとの統合のために必要なAPICの設定に関する情報を次に示します。VMwareコンポー
ネントの設定手順については、VMwareのマニュアルを参照してください。

（注）

次は、VMマネージャの用語の詳細情報です。

• VMコントローラは、VMware vCenterや VMware vShieldなどの、外部仮想マシン管理エン
ティティです。APICは、コントローラと通信し、仮想ワークロードに適用されるネットワー
クポリシーを公開します。VMコントローラの管理者は、APIC管理者に VMコントローラ
の認証クレデンシャルを提供します。同じタイプの複数のコントローラが同じクレデンシャ

ルを使用できます。

•仮想マシンのモビリティドメイン（vCenterのモビリティドメイン）は、同様のネットワー
キングポリシー要件を持つVMコントローラのグループです。この必須コンテナは、VLAN
プールなどのためのポリシー、サーバ/ネットワークMTUポリシー、またはサーバ/ネット
ワークアクセス LACPポリシーとともに 1つ以上のVMコントローラを保持します。エンド
ポイントグループがvCenterドメインに関連付けられると、ネットワークポリシーがvCenter
ドメイン内のすべての VMコントローラにプッシュされます。

• VLANドメインの詳細については、NX-OSスタイル CLIを使用した VLANドメインの設定,
（83ページ）を参照してください。

•導入する VMware VCenterでは、VLANモードまたは VXLANモードで動作する必要があり
ます。VMMドメインは VLANプールに関連付け、vShieldは vCenterに関連付ける必要があ
ります。

VMM ドメインプロファイルを作成するための前提条件
VMMドメインプロファイルを設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。

•すべてのファブリックノードが検出され、設定されている。

•インバンド（inb）またはアウトオブバンド（oob）管理が APIC上で設定されている。

• Virtual Machine Manager（VMM）がインストールされ、設定されて、inb/oob経由で到達可能
である。

• VMMの管理者とルートのクレデンシャルがある（vCenterなど）。
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vCenterの管理者とルートのクレデンシャルを使用しない場合は、必要な最小アクセス許可を
持つカスタムユーザアカウントを作成できます。必要なユーザ権限のリストについては、最

小 VMware vCenter権限を持つカスタムユーザアカウント , （86ページ）を参照してくださ
い。

（注）

• IPアドレスではなくホスト名で VMMを参照する予定がある場合は、APICの DNSポリシー
を設定する必要があります。

• VMware vShieldのドメインプロファイルを作成している場合は、DHCPサーバとリレーポ
リシーを設定する必要があります。

最小 VMware vCenter 権限を持つカスタムユーザアカウント
CiscoAPICからvCenterを設定するには、vCenterで次の最小権限セットが許可されるクレデンシャ
ルである必要があります。

•アラーム

•データセンター

•フォルダ

•分散スイッチ

• dvPortgroup

•ネットワーク

• VM

•ホスト

VMM ドメインプロファイルの作成
ここでは、NX-OS CLIを使用して VMMドメインプロファイルを作成する方法と vCenterドメイ
ンまたは vCenterおよび vShieldドメインの例を示します。

NX-OS スタイル CLI を使用した vCenter ドメインプロファイルの作成

はじめる前に

ここでは、NX-OSスタイル CLIを使用して vCenterドメインプロファイルを作成する方法を説明
します。
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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 VLANドメインを設定します。

例：
apic1(config)# vlan-domain dom1 dynamic
apic1(config-vlan)# vlan 150-200 dynamic
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)#

ステップ 3 この VLANドメインにインターフェイスを追加します。これらは VMwareハイパーバイザのアッ
プリンクポートに接続されるインターフェイスです。

例：
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 4 VMwareドメインを作成して VLANドメインメンバーシップを追加します。

例：
apic1(config)# vmware-domain vmmdom1
apic1(config-vmware)# vlan-domain member dom1
apic1(config-vmware)#

ステップ 5 DVSにドメインタイプを設定します。

例：
apic1(config-vmware)# configure-dvs
apic1(config-vmware-dvs)# exit
apic1(config-vmware)#

ステップ 6 ドメインのコントローラを設定します。

例：
apic1(config-vmware)# vcenter 192.168.66.2 datacenter prodDC
apic1(config-vmware-vc)# username administrator
Password:
Retype password:
apic1(config-vmware-vc)# exit
apic1(config-vmware)# exit
apic1(config)# exit

パスワードを設定する際には、Bashシェルが間違えて解釈することを避けるために、
「$」または「!」などの特殊文字の前にバックスラッシュを付ける必要があります
（「\$」）。エスケープのバックスラッシュは、パスワードを設定するときにだけ必要
です。実際のパスワードにはバックスラッシュは表示されません。

（注）

ステップ 7 設定を確認します。
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例：
apic1# show running-config vmware-domain vmmdom1
# Command: show running-config vmware-domain vmmdom1
# Time: Wed Sep 2 22:14:33 2015
vmware-domain vmmdom1
vlan-domain member dom1
vcenter 192.168.66.2 datacenter prodDC
username administrator password *****

configure-dvs
exit

exit

NX-OS スタイル CLI を使用した vCenter および vShield ドメインプロ
ファイルの作成

はじめる前に

ここでは、NX-OSCLIを使用して vCenterおよび vShieldドメインプロファイルを作成する方法を
説明します。

手順

ステップ 1 NX-OS CLIで、次のようにコンフィギュレーションモードに入ります。

例：
apic1# configure
apic1(config)# exit

ステップ 2 VLANドメインを次のように設定します。

例：
apic1(config)# vlan-domain dom1 dynamic
apic1(config-vlan)# vlan 150-200 dynamic
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)#

ステップ 3 この VLANドメインにインターフェイスを追加します。これらは次のように VMwareハイパーバ
イザのアップリンクポートに接続されるインターフェイスです。

例：
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#

ステップ 4 次のように、VMwareドメインを作成して VLANドメインメンバーシップを追加します。
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例：
apic1(config)# vmware-domain vmmdom1
apic1(config-vmware)# vlan-domain member dom1
apic1(config-vmware)#

ステップ 5 次のように DVSにドメインタイプを設定します。

例：
apic1(config-vmware)# configure-dvs
apic1(config-vmware-dvs)# exit
apic1(config-vmware)#

ステップ 6 次のようにドメインの vCenterコントローラを設定します。

例：
apic1(config-vmware)# vcenter 192.168.66.2 datacenter prodDC
apic1(config-vmware-vc)# username administrator password “password”
apic1(config-vmware-vc)#

ステップ 7 次のように、この vCenterにアタッチされたVShieldコントローラを設定し、このVShieldの vxlan
プールおよびマルチキャストアドレスプールを設定します。

例：
apic1(config-vmware-vc)# vshield 123.4.5.6
apic1(config-vmware-vc-vs)# username administrator password "password"
apic1(config-vmware-vc-vs)# vxlan pool 10000-12000
apic1(config-vmware-vc-vs)# vxlan multicast-pool 224.3.4.5-224.5.6.7
apic1(config-vmware-vc-vs)# exit
apic1(config-vmware-vc)#

ステップ 8 設定を確認します。

例：
apic1# show running-config vmware-domain vmmdom1
# Command: show running-config vmware-domain vmmdom1
# Time: Wed Sep 2 22:14:33 2015
vmware-domain vmmdom1
vlan-domain member dom1
vcenter 192.168.66.2 datacenter prodDC
username administrator password *****
vshield 123.4.5.6
username administrator password *****
vxlan pool 10000-12000
vxlan multicast-pool 224.3.4.5-224.5.6.7
exit

exit
configure-dvs
exit

exit
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テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

NX-OS スタイル CLI を使用したテナント、VRF、およびブリッジドメ
インの作成

ここでは、テナント、VRFおよびブリッジドメインを作成する方法を説明します。

テナントの設定を作成する前に、vlan-domainコマンドを使用してVLANドメインを作成し、
ポートを割り当てる必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 次のように、VLANドメイン（一連のポートで許可される一連のVLANを含む）を作成し、VLAN
の入力を割り当てます。

例：

次の例（exampleCorp）では、VLAN 50～ 500が割り当てられることに注意してください。
apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom_exampleCorp
apic1(config-vlan)# vlan 50-500
apic1(config-vlan)# exit

ステップ 2 VLANが割り当てられたら、これらの VLANを使用できるリーフ（スイッチ）およびインター
フェイスを指定します。次に、「vlan-domainmember」と入力し、その後に作成したドメインの名
前を入力します。

例：

次の例では、これらの VLAN（50～ 500）は、インターフェイスイーサネット 1/2～ 4（1/2、
1/3、1/4を含む 3つのポート）上の leaf 101で有効になっています。これは、このインターフェイ
スを使用すると、VLANを使用できるあらゆるアプリケーションにこのポートの VLAN 50～ 500
を使用できることを意味します。

apic1(config-vlan)# leaf 101
apic1(config-vlan)# interface ethernet 1/2-4
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom_exampleCorp
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 3 次の例に示すように、グローバルコンフィギュレーションモードでテナントを作成します。

例：

apic1(config)# tenant exampleCorp

ステップ 4 次の例に示すように、テナントコンフィギュレーションモードでプライベートネットワーク

（VRFとも呼ばれます）を作成します。
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例：

apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# vrf context exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit

ステップ 5 次の例に示すように、テナントの下にブリッジドメイン（BD）を作成します。

例：

apic1(config-tenant)# bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-bd)# exit

この場合、VRFは「exampleCorp_v1」で
す。

（注）

ステップ 6 次の例に示すように、BDの IPアドレス（IPおよび ipv6）を割り当てます。

例：
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

次の作業

次の項では、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、EPGをブリッジドメインに関連付ける方法について説明します。

関連トピック

NX-OSスタイル CLIを使用した VLANドメインの設定, （83ページ）

NX-OS スタイル CLI を使用したアプリケーションプロファイルおよび
EPG の作成

はじめる前に

アプリケーションプロファイル、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 BDを作成する必要があります（前の項で説明
しています）。

手順

ステップ 1 次の例に示すように、アプリケーションプロファイルを作成します（exampleCorp_web1）。
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例：

apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# application exampleCorp_web1

ステップ 2 次の例に示すように、アプリケーションの下に EPGを作成します（exampleCorp_webepg1）。

例：

apic1(config-tenant-app)# epg exampleCorp_webepg1

ステップ 3 次に示すように、ブリッジドメインに EPGを関連付けます。

例：
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

各 EPGはBDに属します。EPGは、同じテナント（または）共通のテナントからのBD
に属することができます。チェーンを見ると、最下端は EPG、その上は BDです。BD
は VRFに属し、VRFはテナントに属します。

（注）

次の作業

これらの例では、テナントのアプリケーションEPGを設定する方法について説明しました。次の
項では、EPGにポート上の VLANをマッピングする方法を説明します。

NX-OS スタイル CLI を使用したポートの VLAN の EPG へのマッピング
このステップでは、リーフスイッチのポートの VLANをオープンまたは有効にしてアプリケー
ションEPGに関連付ける方法について説明します。このステップの前提条件は、インターフェイ
スが、このVLANを含むVLANドメイン（vlan-domain）のメンバであることです。VLANドメイ
ンの作成については、NX-OSスタイル CLIを使用した VLANドメインの設定, （83ページ）で
説明しています。

手順

ステップ 1 リーフスイッチの IDを入力して、リーフコンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1(config)# leaf 101

複数のリーフスイッチで同じ設定を適用するには、「-」または「,」で区切られた ID
を使用できます（leaf 101-103など）。

（注）

ステップ 2 前の「interface ethernet 1/2」の例を使用して、次に示すようにモードに入ります。
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例：

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

ステップ 3 コマンド「switchport trunk allowed vlan」の後に VLANを入力してから、テナント、アプリケー
ション、EPGを入力します（次のようにそれぞれの前の例を使用して示します）。

例：

apic1(config-leaf-if)#switchport trunk allowed vlan 50 tenant exampleCorp application
exampleCorp_web1 epg exampleCorp_webepg1

アプリケーションポリシーの展開

Three-Tier アプリケーションの展開
アプリケーションプロファイルでは、APICがその後ネットワークおよびデータセンターのイン
フラストラクチャで自動的にレンダリングするアプリケーション要件をモデル化することができ

ます。アプリケーションプロファイルでは、管理者がインフラストラクチャの構成要素ではなく

アプリケーションの観点から、リソースプールにアプローチすることができます。アプリケー

ションプロファイルは、互いに論理的に関連する EPGを保持するコンテナです。EPGは同じア
プリケーションプロファイル内のもう一方の EPGおよび他のアプリケーションプロファイル内
の EPGと通信できます。

契約は、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。契約が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。

アクセスリスト（「フィルタ」とも呼ばれます）は、アクセスリストを含む契約により許可また

は拒否されるデータプロトコルを指定します。契約には、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アクセスリストの作成に使用できます。単方向ア

クセスリストは、コンシューマからプロバイダー方向（IN）またはプロバイダーからコンシュー
マ方向（OUT）のどちらかに対して使用されます。双方向アクセスリストは、両方の方向で使用
されます。これは、再帰的ではありません。

アプリケーションポリシーを展開するには、必要なアプリケーションプロファイル、アクセス

リスト（フィルタ）、および契約を作成する必要があります。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。

Webサーバには HTTPアクセスリストがあり、アプリケーションサーバには Remote Method
Invocation（RMI）アクセスリストがあり、データベースサーバには Structured Query Language
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（SQL）アクセスリストがあります。アプリケーションサーバは、SQL契約を消費してデータ
ベースサーバと通信します。Webサーバは、RMI契約を消費して、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。

図 7：Three-Tier アプリケーションの図

HTTP のアクセスリストを作成するパラメータ
この例での http用のアクセスリスト（フィルタ）を作成するパラメータは次のとおりです。

HTTP のアクセスリスト（フィルタ）パラメータ名

http名前

2エントリの数

Dport-80

Dport-443
エントリ名

IPEthertype

tcp

tcp
プロトコル

http

https
宛先ポート
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RMI および SQL のアクセスリストを作成するパラメータ
この例での RMIおよび SQL用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。

SQL のフィルタRMI のフィルタパラメータ名

sqlrmi名前

11エントリの数

Dport-1521Dport-1099エントリ名

IPIPEthertype

tcptcpプロトコル

15211099宛先ポート

アプリケーションプロファイルデータベースの例

この例のアプリケーションプロファイルデータベースは次のとおりです。

消費される契約提供される契約EPG

rmiWebWeb

sqlrmiapp

--sqldb

NX-OS スタイル CLI を使用したアプリケーションポリシーの展開
EPGが使用するポートは、VMマネージャ（VMM）ドメインまたは EPGに関連付けられた物理
ドメインのいずれか 1つに属している必要があります。

手順

ステップ 1 NX-OS CLIを使用してコンフィギュレーションモードにするには、次を入力します。
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例：

apic1#configure
apic1(config)#

ステップ 2 テナントのアプリケーションネットワークプロファイルを作成します。

次の例のアプリケーションネットワークプロファイルは OnlineStoreです。

例：

apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# application OnlineStore
apic1(config-tenant-app)#

ステップ 3 テナントのこのアプリケーションネットワークプロファイルに関するアプリケーション web、
db、および app EPGを作成します。

例：

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

ステップ 4 テナントモードに戻り、これらの EPG間のさまざまなトラフィックタイプのアクセスリスト
（フィルタ）を作成します。

例：

apic1(config-tenant-app)# exit

ステップ 5 httpおよび httpsトラフィック用のアクセスリスト（フィルタ）を作成します。

例：

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-acl)# exit

ステップ 6 Remote Method Invocation（RMI）トラフィック用のアクセスリスト（フィルタ）を作成します。

例：

apic1(config-tenant)# access-list rmi
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 1099
apic1(config-tenant-acl)# exit

ステップ 7 SQL/databaseトラフィック用のアクセスリスト（フィルタ）を作成します。

例：

apic1(config-tenant)# access-list sql
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 1521
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 8 契約を作成し、EPG間のRMIトラフィック用のアクセスグループ（フィルタ）を割り当てます。
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例：

apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# contract rmi
apic1(config-tenant-contract)# subject rmi
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group rmi both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit

ステップ 9 契約を作成し、EPG間のWebトラフィック用のアクセスグループ（フィルタ）を割り当てます。

例：

apic1(config-tenant)# contract web
apic1(config-tenant-contract)# subject web
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit

ステップ 10 契約を作成し、EPG間のSQLトラフィック用のアクセスグループ（フィルタ）を割り当てます。

例：

apic1(config-tenant)# contract sql
apic1(config-tenant-contract)# subject sql
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group sql both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit

ステップ 11 web EPGにブリッジドメインと契約をアタッチします。

例：

apic1(config-tenant)# application OnlineStore
apic1(config-tenant-app)# epg web
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer rmi
apic1(config-tenant-app-epg)# contract provider web
apic1(config-tenant-app-epg)# exit

ステップ 12 db EPGにブリッジドメインと契約をアタッチします。

例：

apic1(config-tenant-app)# epg db
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract provider sql
apic1(config-tenant-app-epg)# exit

ステップ 13 アプリケーション EPGにブリッジドメインと契約をアタッチします。

例：

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

ステップ 14 アプリケーション EPGにプロバイダー契約を関連付けます。

例：

apic1(config-tenant-app-epg)# contract provider rm1

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
97

NX-OS スタイル CLI の使用
NX-OS スタイル CLI を使用したアプリケーションポリシーの展開



apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer sql
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 15 EPG app、db、および webにポートと VLANを関連付けます。

例：

apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-4
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member exampleCorp
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport
access trunk vlan
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 100 tenant exampleCorp application
OnlineStore epg app
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 101 tenant exampleCorp application
OnlineStore epg db
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/4
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 102 tenant exampleCorp application
OnlineStore epg web
apic1(config-leaf-if)# exit

テナントの外部 L3 接続の設定

ACI ファブリックの MP-BGP ルートリフレクタの設定
ACIファブリック内のルートを配布するために、MP-BGPプロセスを最初に実行し、スパインス
イッチを BGPルートリフレクタとして設定する必要があります。

次に、MP-BGPルートリフレクタの設定例を示します。

この例では、BGPファブリック ASNは 100です。スパインスイッチ 104と 105がMP-BGP
ルートリフレクタとして選択されます。

（注）

apic1(config)# pod 1
apic1(config-pod)# bgp fabric
apic1(config-pod-bgp)# asn 100
apic1(config-pod-bgp)# route-reflector spine 104,105

NX-OS CLI を使用したテナントの OSPF 外部ルーテッドネットワークの
作成

外部ルーテッドネットワーク接続の設定には、次のステップがあります。
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1 テナントの下に VRFを作成します。

2 外部ルーテッドネットワークに接続された境界リーフスイッチの VRFの L3ネットワーキン
グ構成を設定します。この設定には、インターフェイス、ルーティングプロトコル（BGP、
OSPF、EIGRP）、プロトコルパラメータ、ルートマップが含まれています。

3 テナントの下に外部L3EPGを作成してポリシーを設定し、これらのEPGを境界リーフスイッ
チに導入します。ACIファブリック内で同じポリシーを共有する VRFの外部ルーテッドサブ
ネットが、1つの「外部 L3 EPG」または 1つの「プレフィクス EPG」を形成します。

設定は、2つのモードで実現されます。

•テナントモード：VRFの作成および外部 L3 EPG設定

•リーフモード：L3ネットワーキング構成と外部 L3 EPGの導入

次の手順は、テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークを作成するためのものです。テナン
トの OSPF外部ルーテッドネットワークを作成するには、テナントを選択してからテナント用の
VRFを作成する必要があります。

この項の例では、テナント「exampleCorp」の「OnlineStore」アプリケーションの「web」epg
に外部ルーテッド接続を提供する方法について説明します。

（注）

手順

ステップ 1 VLANドメインを設定します。

例：

apic1(config)# vlan-domain dom_exampleCorp
apic1(config-vlan)# vlan 5-1000
apic1(config-vlan)# exit

ステップ 2 テナント VRFを設定し、VRFのポリシーの適用を有効にします。

例：
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# vrf context
exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce
apic1(config-tenant-vrf)# exit

ステップ 3 テナントBDを設定し、ゲートウェイ IPを「public」としてマークします。エントリ「scopepublic」
は、このゲートウェイアドレスを外部 L3ネットワークのルーティングプロトコルによるアドバ
タイズに使用できるようにします。

例：

apic1(config-tenant)# bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
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apic1(config-tenant)# interface bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 172.1.1.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit

ステップ 4 リーフの VRFを設定します。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1

ステップ 5 OSPFエリアを設定し、ルートマップを追加します。

例：

apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 route-map map100 out
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit

ステップ 6 VRFをインターフェイス（この例ではサブインターフェイス）に割り当て、OSPFエリアを有効
にします。

例：

サブインターフェイスの構成では、メインインターフェイス（この例では、ethernet
1/11）は、「no switchport」によって L3ポートに変換し、サブインターフェイスが使用
するカプセル化 VLANを含む vlanドメイン（この例では dom_exampleCorp）を割り当
てる必要があります。サブインターフェイスethernet1/11.500で、500はカプセル化VLAN
です。

（注）

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom_exampleCorp
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11.500
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 157.10.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 0.0.0.1

ステップ 7 外部 L3 EPGポリシーを設定します。これは、外部サブネットを特定し、epg「web」と接続する
契約を消費するために一致させるサブネットが含まれます。

例：

apic1(config)# tenant t100
apic1(config-tenant)# external-l3 epg l3epg100
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v100
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 145.10.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer web
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)#exit

ステップ 8 リーフスイッチの外部 L3 EPGを導入します。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t100 vrf v100
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg l3epg100
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サーバまたはサービスポリシーの設定

DHCP リレーポリシーの設定
DHCPリレーポリシーは、DHCPクライアントとサーバが異なるサブネット上にある場合に使用
できます。クライアントが配置された vShieldドメインプロファイルとともに ESXハイパーバイ
ザ上にある場合は、DHCPリレーポリシー設定を使用することが必須です。

vShieldコントローラが Virtual Extensible Local Area Network（VXLAN）を展開すると、ハイパー
バイザホストはカーネル（vmkN、仮想トンネルエンドポイント（VTEP））インターフェイスを
作成します。これらのインターフェイスは、DHCPを使用するインフラストラクチャテナントで
IPアドレスを必要とします。したがって、APICが DHCPサーバとして動作しこれらの IPアドレ
スを提供できるように、DHCPリレーポリシーを設定する必要があります。

ACI fabricは、DHCPリレーとして動作するときに、DHCPオプション 82（DHCP Relay Agent
InformationOption）を、クライアントの代わりに中継するDHCP要求に挿入します。応答（DHCP
オファー）がオプション 82なしで DHCPサーバから返された場合、その応答はファブリックに
よってサイレントにドロップされます。したがって、ACI fabricがDHCPリレーとして動作すると
きは、ACI fabricに接続されたノードを計算するために IPアドレスを提供している DHCPサーバ
はオプション 82をサポートする必要があります。

NX-OS スタイル CLI を使用した APICインフラストラクチャの DHCP サーバポリシー
の設定

•アプリケーションEPGで使用されるポートおよびカプセル化は、物理またはVMマネージャ
（VMM）ドメインに属している必要があります。ドメインとのそのような関連付けが確立
されていないと、APICは EPGの展開を続行しますが、エラーを生成します。

• Cisco APICは、IPv4と IPv6の両方のテナントサブネットで DHCPリレーをサポートしま
す。DHCPサーバアドレスには IPv4または IPv6を使用できます。DHCPv6リレーは、ファ
ブリックインターフェイスで IPv6が有効になっており、1つ以上の DHCPv6リレーサーバ
が設定されている場合にのみ、発生します。

はじめる前に

DHCPサーバアドレスに到達するためにレイヤ 2またはレイヤ 3接続が設定されていることを確
認します。

手順

APICインフラストラクチャトラフィックの DHCPサーバポリシー設定を設定します。
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例：

apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# template dhcp relay policy DhcpRelayP
apic1(config-tenant-template-dhcp-relay)# ip address 10.0.0.1 tenant infra application access epg
default
apic1(config-tenant-template-dhcp-relay)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain default
apic1(config-tenant-interface)# dhcp relay policy tenant DhcpRelayP
apic1(config-tenant-interface)# exit

DNS サービスポリシーの設定
DNSポリシーは、ホスト名で外部サーバ（AAA、RADIUS、vCenter、サービスなど）に接続する
ために必要です。DNSサービスポリシーは共有ポリシーであるため、このサービスを使用するす
べてのテナントと VRFを特定の DNSプロファイルラベルで設定する必要があります。ACIファ
ブリックの DNSポリシーを設定するには、次のタスクを完了する必要があります。

•管理 EPGが DNSポリシー用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このポリシーはスイッチで有効になりません。

• DNSプロバイダーと DNSドメインに関する情報が含まれる DNSプロファイル（デフォル
ト）を作成します。

• DNSプロファイル（デフォルトまたは別の DNSプロファイル）の名前を必要なテナントで
DNSラベルに関連付けます。

テナントごと、VRFごとの DNSプロファイル設定を設定することができます。適切な DNSラベ
ルを使用して、追加の DNSプロファイルを作成して、特定のテナントの特定の VRFに適用でき
ます。たとえば、名前が acmeのDNSプロファイルを作成する場合、テナント設定で acmeのDNS
ラベルを適切な [Networking] > [VRF]ポリシー設定に追加できます。

インバンド DNS サービスポリシーによる外部宛先の設定
次のように、サービスに対して外部宛先を設定します。

外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

IPアドレスまたは完全
修飾ドメイン名

（FQDN）

APIC
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外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレスリーフスイッチ

リーフスイッチに直接

接続されます

IPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレススパインスイッチ

次に示すのは、外部サーバのリストです。

• Call Home SMTPサーバ

• Syslogサーバ

• SNMPトラップの宛先

•統計情報のエクスポートの宛先

•エクスポートの設定の宛先

• Techsupportのエクスポートの宛先

•コアエクスポートの宛先

推奨されるガイドラインは次のとおりです。

•外部サーバは、リーフアクセスポートに接続する必要があります。

•管理ポートの追加の配線を避けるために、リーフスイッチにはインバンド接続を使用しま
す。
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•スパインスイッチにはアウトオブバンド管理接続を使用します。スパインスイッチとリー
フスイッチが外部サーバの同じセットに到達できるように、スパインスイッチのこのアウ

トオブバンドネットワークをインバンド管理の仮想ルーティングおよび転送（VRF）機能が
あるリーフポートの 1つに接続します。

•外部サーバには IPアドレスを使用します。

DNS プロファイルの IPv4 または IPv6 の優先順位のポリシー
DNSプロファイルは、IPv4と IPv6のバージョン優先順位の選択をサポートします。ユーザイン
ターフェイスを使用して、優先順位を有効にすることができます。IPv4がデフォルトです。

次の例は、Postman REST APIを使用したポリシーベースの設定を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8”?>
<!— api/node/mo/uni/fabric/dnsp-default.xml —>
<dnsProfile dn="uni/fabric/dnsp-default" IPVerPreference="IPv6" childAction="" descr="" >
</dnsProfile>

gai.confの設定は、宛先アドレス選択を制御します。ファイルには、ラベルテーブル、優先順位
テーブル、IPv4範囲テーブルが含まれます。IPv4または IPv6をもう一方よりも優先付けする変更
は、優先順位テーブルのエントリに含める必要があります。Linuxシステムで多数のフレーバーに
使用されている標準ファイルの内容例を下に示します。ファイルの precedenceラベルの一行でデ
フォルト設定を上書きします。

次の例は、IPv4を IPv6よりも優先させるための gai.confです。
# Generated by APIC
label ::1/128 0
label ::/0 1
label 2002::/16 2
label ::/96 3
label ::ffff:0:0/96 4
precedence ::1/128 50
precedence ::/0 40
precedence 2002::/16 30
precedence ::/96 20
# For APICs prefering IPv4 connections, change the value to 100.
precedence ::ffff:0:0/96 10

デュアルスタック IPv4 および IPv6 DNS サーバ

DNSサーバには、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）のプライマリ DNSレコー
ドがあります。AおよびAAAAレコードは、ドメイン名を特定の IPアドレス（IPv4または IPv6）
と関連付けます。

ACIファブリックは、IPv4で実行する信頼できるパブリックDNSサーバを使用するように設定で
きます。これらのサーバは、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）で解決および応
答できます。

純粋な IPv6環境では、システム管理者は IPv6 DNSサーバを使用する必要があります。IPv6 DNS
サーバは、/etc/resolv.confに追加することによって有効化されます。

より一般的な環境では、デュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバを使用します。デュアル
スタックの場合、IPv4と IPv6の両方が /etc/resolv.confにリストされます。ただし、デュアルス
タック環境で、単純に IPv6 DNSサーバをリストに追加すると、DNS解決の大きな遅延を引き起
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こす可能性があります。これは、デフォルトで IPv6プロトコルが優先されるため、IPv4DNSサー
バに接続できないためです（/etc/resolv.confで最初にリストされている場合）。この解決法は、
IPv4 DNSサーバの前に IPv6 DNSサーバをリストすることです。また、IPv4と IPv6両方のルック
アップで同一ソケットを使用できるようにするために、「options single-request-reopen」を追加し
ます。

IPv6 DNSサーバが最初にリストされているデュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバの
resolv.confの例を次に示します。「single-request-reopen」オプションにも注意してください。
options single-request-reopen
nameserver 2001:4860:4680::8888
nameserver 2001:4860:4680::8844
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

デュアルスタック IPv4 および IPv6 環境

ACIファブリックの管理ネットワークが IPv4と IPv6の両方をサポートする場合、Linuxシステム
アプリケーション（glibc）では、getaddrinfo()が IPv6を最初に返すため、IPv6ネットワークをデ
フォルトで使用します。

ただし、特定の条件下では IPv4アドレスが IPv6アドレスよりも推奨されることがあります。Linux
IPv6スタックには、IPv6にマッピングされた IPv4アドレス（::ffff/96）を使用して、IPv6アドレ
スとしてマッピングされた IPv4アドレスを有効にする機能があります。これは、IPv6対応アプリ
ケーションが IPv4と IPv6両方を受け入れまたは接続するためにシングルソケットのみ使用でき
るようにします。これは /etc/gai.confの getaddrinfo()の glibc IPv6選択項目によって制御されます。

/etc/hostsを使用する場合は glibcが複数のアドレスを返すようにするために、/etc/hostsファイルに
「multi on」を追加する必要があります。追加しないと、最初に一致したものだけを返す場合があ
ります。

アプリケーションが IPv4と IPv6の両方が存在するかどうかを認識していない場合、異なるアド
レスファミリを使用するフォールバック試行が実行されないことがあります。このようなアプリ

ケーションでは、フォールバックの実装が必要な場合があります。

NX-OS スタイル CLI を使用した DNS プロバイダーと接続するための DNS サービスポ
リシーの設定

手順

ステップ 1 NX-OS CLIで、次に示すようにして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 DNSサーバポリシーを設定します。
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例：

apic1(config)# dns
apic1(config-dns)# address 172.21.157.5 preferred
apic1(config-dns)# address 172.21.157.6
apic1(config-dns)# domain company.local default
apic1(config-dns)# use-vrf oob-default

ステップ 3 DNSプロファイルを使用する任意の VRF上で DNSプロファイルのラベルを設定します。

例：

apic1(config)# tenant mgmt
apic1(config-tenant)# vrf context oob
apic1(config-tenant-vrf)# dns label default

NX-OS スタイル CLI を使用した DNS プロファイルがファブリックコントローラスイッチに設定および適用
されていることの確認

手順

ステップ 1 デフォルトの DNSプロファイルの設定を確認します。

例：

apic1# show running-config dns

# Command: show running-config dns
# Time: Sat Oct 3 00:23:52 2015
dns
address 172.21.157.5 preferred
address 172.21.157.6
domain company.local default
use-vrf oob-default
exit

ステップ 2 DNSラベルの設定を確認します。

例：

apic1# show running-config tenant mgmt vrf context oob

# Command: show running-config tenant mgmt vrf context oob
# Time: Sat Oct 3 00:24:36 2015
tenant mgmt
vrf context oob
dns label default
exit

exit

ステップ 3 適用された設定がファブリックコントローラで動作していることを確認します。

例：

apic1# cat /etc/resolv.conf
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# Generated by IFC

nameserver 172.21.157.5
nameserver 172.21.157.6
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第 5 章

拡張 GUI の使用

この章の内容は、次のとおりです。

• 基本および拡張 GUIモード間の切り替え, 109 ページ

• APICの準備の例について, 110 ページ

• APICによるスイッチ検出, 110 ページ

• ネットワークタイムプロトコルの設定, 114 ページ

• ユーザアカウントの作成, 118 ページ

• 管理アクセスの追加, 122 ページ

• VMMドメインの設定, 135 ページ

• テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成, 143 ページ

• サーバまたはサービスポリシーの設定, 145 ページ

• テナントの外部接続の設定, 153 ページ

• アプリケーションポリシーの展開, 157 ページ

基本および拡張 GUI モード間の切り替え
APIC GUIにログインすると、現在の GUIモードを確認できます。GUIの右上隅に現在のモード
が表示されます。次のどちらのモードで動作するかを選択することができます。

注意：シスコでは、コンフィギュレーションモード（拡張または基本）を混在させないことをお

勧めします。いずれかのモードで設定を作成し、他方のモードを使用して設定を変更すると、意

図しない変更が発生する可能性があります。たとえば、拡張モードを使用して 2つのポートにイ
ンターフェイスポリシーを適用し、次に基本モードを使用して 1つのポートの設定を変更する
と、変更内容が両方のポートに適用される可能性があります。

•基本モード：基本モードで実行するタスクについては、「基本 GUIを使用した APICの開
始」の章を参照してください。
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•拡張モード：拡張モードで実行するタスクについては、「拡張 GUIを使用した APICの開
始」の章を参照してください。

次のようにして 1つの GUIモードから他のモードに変更またはモード間を切り替えることができ
ます。

1 GUIで、[welcome, <login_name>]ドロップダウンリストをクリックし、[Toggle GUI Mode]を
選択します。

2 [Warning]ダイアログボックスで、[Yes]をクリックします。

3 アプリケーションがロードを完了し、変更されたモードで GUIが表示されるのを待ちます。

APICの準備の例について
このマニュアルのいくつかの例の手順には、パラメータ名が含まれています。これらのパラメー

タ名は、便宜上理解しやすいように例として提供されるもので、それらを使用する必要はありま

せん。

APICによるスイッチ検出
APICは、ACIファブリックの一部であるすべてのスイッチに対する自動プロビジョニングおよび
管理の中心となるポイントです。単一のデータセンターには、複数の ACIファブリックを組み込
むことができます。各データセンターは、自身のAPICクラスタとファブリックの一部であるCisco
Nexus 9000シリーズスイッチを持つことができます。スイッチが単一の APICクラスタによって
のみ管理されるようにするには、各スイッチがファブリックを管理するその特定の APICクラス
タに登録される必要があります。

APICは、現在管理している任意のスイッチに直接接続されている新規スイッチを検出します。ク
ラスタ内の各 APICインスタンスは、直接接続されているリーフスイッチのみを最初に検出しま
す。リーフスイッチが APICで登録されると、APICはリーフスイッチに直接接続されているす
べてのスパインスイッチを検出します。各スパインスイッチが登録されると、その APICはその
スパインスイッチに接続されているすべてのリーフスイッチを検出します。このカスケード化さ

れた検出により、APICは簡単なわずかな手順でファブリックトポロジ全体を検出することがで
きます。

APICクラスタによるスイッチ登録

スイッチを登録する前に、ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、適切な設

定で起動されていることを確認します。シャーシの設置については、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
products-installation-guides-list.htmlを参照してください。

（注）
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スイッチが APICで登録されると、そのスイッチは APICで管理されるファブリックインベント
リの一部となります。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（ACI
ファブリック）を使用すると、APICはインフラストラクチャ内のスイッチのプロビジョニング、
管理、およびモニタリングのシングルポイントとなります。

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

GUI を使用した未登録スイッチの登録

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

はじめる前に

ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、起動されていることを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Membership]をクリックします。
[Work]ペインの [Fabric Membership]テーブルで、単一のリーフスイッチが ID 0として表示され
ます。それが apic1に接続されているリーフスイッチです。

ステップ 3 リーフスイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、IDを設定します。
a) [ID]フィールドで、適切な IDを追加します（leaf1は ID 101、leaf 2は ID 102）。

IDは、100より大きい数である必要があります。最初の 100の IDはAPICアプライアンスノー
ド用です。

b) [Switch Name]フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update]をクリックします。
IDが割り当てられた後は、更新できません。スイッチ名は、名前をダブルクリック
し、[Switch Name]フィールドを更新することによって更新できます。

（注）

IPアドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]ペインで、スイッチがポッドの下に表示され
ます。

ステップ 4 1つ以上のスパインスイッチが表示されるまで [Work]ペインをモニタします。

ステップ 5 スパインスイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、IDを設定します。
a) [ID]フィールドで、適切な IDを追加します（spine1は ID 203、spine 2は ID 204）。
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リーフノードとスパインノードには異なる数字をつけることをお勧めします。たと

えば、スパインの数字を 100の範囲、リーフの数字を 200の範囲とします。
（注）

b) [Switch Name]フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update]をクリックします。

IPアドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]ペインで、スイッチがポッドの下に表示され
ます。次の手順に進む前に、残りのすべてのスイッチが [NodeConfigurations]テーブルに表示され
るまで待機します。

ステップ 6 [Fabric Membership]テーブルにリストされる各スイッチに対し、次の手順を実行します。
a) スイッチをダブルクリックし、IDと名前を入力し、[Update]をクリックします。
b) リストの次のスイッチに対して繰り返し行います。

APICからのスイッチ検出の検証とスイッチ管理
スイッチが APICで登録された後、APICはファブリックトポロジディスカバリを自動的に実行
し、ネットワーク全体のビューを取得し、ファブリックトポロジ内のすべてのスイッチを管理し

ます。

各スイッチは、個々にアクセスせずに、APICから設定、モニタ、およびアップグレードできま
す。

GUI を使用した登録スイッチの検証

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Membership]を展開します。
ファブリック内のスイッチがノード IDとともに表示されます。[Work]ペインに、登録されてい
るすべてのスイッチが割り当てられた IPアドレスとともに表示されます。

ファブリックトポロジの検証

すべてのスイッチがAPICクラスタに登録された後、APICはファブリック内のすべてのリンクお
よび接続を自動的に検出し、その結果トポロジ全体を検出します。
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GUI を使用したファブリックトポロジの検証

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、表示したいポッドを選択します。

ステップ 3 [Work]ペインで、[TOPOLOGY]タブをクリックします。
表示された図は、すべての接続されたスイッチ、APICインスタンスおよびリンクを示します。

ステップ 4 （任意） リーフスイッチまたはスパインスイッチのポートレベルの接続を表示するには、トポ

ロジ図のアイコンをダブルクリックします。

トポロジ図に戻るには、[Work]ペインの左上隅にある [Previous View]アイコンをクリックしま
す。

ステップ 5 （任意） トポロジ図を更新するには、[Work]ペインの左上隅にある [Refresh]アイコンをクリッ
クします。

VM 管理でのアンマネージドスイッチの接続
VMコントローラ（たとえば、vCenter）によって管理されているホストは、レイヤ 2スイッチを
介してリーフポートに接続できます。必要な唯一の前提条件は、レイヤ 2スイッチを管理アドレ
スで設定することです。この管理アドレスは、スイッチに接続されているポート上で Link Layer
Discovery Protocol（LLDP）または Cisco Discovery Protocol（CDP）によってアドバタイズされる
必要があります。レイヤ2スイッチは、APICによって自動的に検出され、管理アドレスで識別さ
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れます。次の図は、[Fabric] > [Inventory]ビューにアンマネージドスイッチを表示する APIC GUI
を示します。

図 8：APICファブリックインベントリのアンマネージドレイヤ 2 スイッチ

ネットワークタイムプロトコルの設定

時刻同期と NTP
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）ファブリックにおいて、時
刻の同期は、モニタリング、運用、トラブルシューティングなどの多数のタスクが依存している

重要な機能です。クロック同期は、トラフィックフローの適切な分析にとって重要であり、複数

のファブリックノード間でデバッグとフォールトのタイムスタンプを関連付けるためにも重要で

す。

1つ以上のデバイスでオフセットが生じると、多くの一般的な運用問題を適切に診断して解決す
る機能がブロックされる可能性があります。また、クロック同期によって、アプリケーションの

ヘルススコアが依存しているACIの内蔵アトミックカウンタ機能をフル活用できます。時刻同期
が存在しない場合や不適切に設定されている場合でも、エラーやヘルススコアの低下が引き起こ

されるわけではありません。これらの機能を適切に使用できるように、ファブリックやアプリケー

ションを完全に展開する前に、時刻同期を設定する必要があります。デバイスのクロックを同期

させる最も一般的な方法は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用することです。

NTPを設定する前に、どの管理 IPアドレススキームを ACIファブリックに配置するかを検討し
てください。すべての ACIノードと Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の管理を設
定するために、インバンド管理とアウトオブバンド管理の 2つのオプションがあります。ファブ
リックに対して選択した管理オプションに応じて、NTPの設定が異なります。時刻同期の展開に
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関するもう 1つの考慮事項は、時刻源の場所です。プライベート内部時刻または外部パブリック
時刻の使用を決定する際は、時刻源の信頼性について慎重に検討する必要があります。

インバンドおよびアウトオブバンドの管理 NTP

（注） •管理EPGがNTPサーバ用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このサーバはスイッチで設定されません。

•インバンド管理アクセスおよびアウトオブバンド管理アクセスについては、本書の「管
理アクセスの追加」という項を参照してください。

•アウトオブバンド管理NTP：ACIファブリックをアウトオブバンド管理とともに展開する場
合、ファブリックの各ノードは、スパイン、リーフ、および APICクラスタの全メンバーを
含めて、ACIファブリックの外部から管理されます。この IP到達可能性を活用することで、
各ノードは一貫した時刻源として同じ NTPサーバに個々に照会することができます。NTP
を設定するには、アウトオブバンド管理のエンドポイントグループを参照する日付時刻ポリ

シーを作成する必要があります。日付時刻ポリシーは 1つのポッドに限定され、ACIファブ
リック内のプロビジョニングされたすべてのポッドに展開する必要があります。現在は、ACI
ファブリックあたり 1つのポッドのみが許可されます。

•インバンド管理 NTP：ACIファブリックをインバンド管理とともに展開する場合は、ACIの
インバンド管理ネットワーク内から NTPサーバへの到達可能性を検討します。ACIファブ
リック内で使用されるインバンド IPアドレッシングには、ファブリックの外部から到達でき
ません。インバンド管理されているファブリックの外部のNTPサーバを使用するには、その
通信を可能にするポリシーを作成します。インバンド管理ポリシーの設定に使用される手順

は、アウトオブバンド管理ポリシーの確立に使用される手順と同じです。違いは、ファブ

リックが NTPサーバに接続できるようにする方法です。

NTP over IPv6
NTP over IPv6アドレスは、ホスト名とピアアドレスでサポートされます。gai.confも、IPv4アド
レスのプロバイダーまたはピアの IPv6アドレスが優先されるように設定できます。ユーザは、IP
アドレス（インストールまたは優先順位よって IPv4、IPv6、または両方）を提供することによっ
て解決できるホスト名を設定できます。

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
115

拡張 GUI の使用
インバンドおよびアウトオブバンドの管理 NTP



拡張 GUI を使用した NTP の設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies]の順に選択します。

ステップ 3 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Date and Time Policy]の順に選択します。

ステップ 4 [Create Date and Time Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) 環境内のさまざまなNTP設定を区別するポリシーの名前を入力します。[Next]をクリックしま
す。

b) [+]記号をクリックし、使用する NTPサーバ情報（プロバイダー）を指定します。
c) [Create Providers]ダイアログボックスで、次のフィールドを含めて、すべての関連情報を入力
します。[Name]、[Description]、[Minimum Polling Intervals]、[Maximum Polling Intervals]。

•複数のプロバイダーを作成する場合は、最も信頼できる NTP時刻源の [Preferred]チェッ
クボックスをオンにします。

•ファブリックのすべてのノードがアウトオブバンド管理によって NTPサーバに到達でき
る場合は、[Management EPG]ドロップダウンリストで、[Out-of-Band]を選択します。イ
ンバンド管理を導入した場合は、インバンド管理 NTPの詳細を参照してください。[OK]
をクリックします。

作成するプロバイダーごとに、この手順を繰り返します。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policy Groups]の順に選択します。

ステップ 6 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Pod Policy Group]の順に選択します。

ステップ 7 [Create Pod Policy Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) ポリシーグループの名前を入力します。
b) [Date Time Policy]フィールドのドロップダウンリストから、前に作成した NTPポリシーを選
択します。[Submit]をクリックします。
ポッドポリシーグループが作成されます。または、デフォルトのポッドポリシーグループを

使用することもできます。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Profiles]の順に選択します。

ステップ 9 [Work]ペインで、目的のポッドセレクタ名をダブルクリックします。

ステップ 10 [Properties]領域の [Fabric Policy Group]ドロップダウンリストから、作成したポッドポリシーグ
ループを選択します。[Submit]をクリックします。
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GUI を使用した NTP の動作の確認

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [Date and Time] > [ntp_policy] > [server_name]の
順に選択します。

ntp_policyは前に作成したポリシーです。[Host Name]フィールドまたは [IP address]フィールドで
は IPv6アドレスがサポートされます。入力したホスト名に IPv6アドレスが設定されている場合、
IPv6アドレスが IPv4アドレスより優先されるように実装する必要があります。

ステップ 3 [Work]ペインで、サーバの詳細を確認します。

CLI を使用した、各ノードに導入された NTP ポリシーの確認

手順

ステップ 1 ファブリックの APICに SSH接続します。

ステップ 2 attachコマンドを入力して Tabキーを 2回押し、使用可能なノードの名前をすべて表示します。

例：
admin@apic1:~> attach <Tab> <Tab>

ステップ 3 APICへのアクセスに使用したのと同じパスワードを使用して、ノードのいずれかにログインしま
す。

例：
admin@apic1:~> attach node_name

ステップ 4 NTPピアのステータスを表示します。

例：
leaf-1# show ntp peer-status

到達可能な NTPサーバの IPアドレスの前にはアスタリスク（*）が付き、遅延がゼロ以外の値に
なります。

ステップ 5 ステップ 3および 4を繰り返し、ファブリック内の各ノードを確認します。
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ユーザアカウントの作成

ローカルユーザの設定

初期の設定スクリプトで、管理者アカウントが設定され、管理者はシステム起動時の唯一のユー

ザとなります。APICは、きめ細かなロールベースのアクセスコントロールシステムをサポート
しており、そのシステムでは、権限が少ない管理者以外のユーザを含め、ユーザアカウントをさ

まざまなロールで作成することができます。

リモートユーザの設定

ローカルユーザを設定する代わりに、APICを一元化された企業クレデンシャルのデータセンター
に向けることができます。APICは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、Active
Directory、RADIUS、および TACACS+をサポートしています。

外部認証プロバイダーを通じて認証されたリモートユーザを設定するには、次の前提条件を満た

す必要があります。

• DNS設定は、RADIUSサーバのホスト名ですでに名前解決されている必要があります。

•管理サブネットを設定する必要があります。

GUI を使用したローカルユーザの設定

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

はじめる前に

• 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。

•必要に応じて、ユーザがアクセスするセキュリティドメインが定義されていること。たとえ
ば、新しい使用アカウントがテナントにアクセスすることを制限する場合は、それに従って

テナントドメインにタグ付けします。

•以下を行うことができる APICユーザアカウントを使用できること。

◦ TACACS+と TACACS+プロバイダーグループの作成。

◦ターゲットセキュリティドメインでのローカルユーザアカウントの作成。ターゲット
ドメインが allである場合、新しいローカルユーザの作成に使用するログインアカウ

ントは、allにアクセスできるファブリック全体の管理者である必要があります。ター

ゲットドメインがテナントである場合、新しいローカルユーザの作成に使用するログ
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インアカウントは、ターゲットテナントドメインに対する完全な読み取り/書き込みア
クセス権を持つテナント管理者である必要があります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインのデフォルトの [Authentication]フィールドで、[Realm]フィールドが [Local]と表示
されていることを確認します。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Security Management] > [Local Users]を展開します。
管理ユーザはデフォルトで存在しています。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Create Local User]を右クリックします。

ステップ 6 [Security]ダイアログボックスで、ユーザに必要なセキュリティドメインを選択し、[Next]をク
リックします。

ステップ 7 [Roles]ダイアログボックスで、ユーザのロールを選択するためのオプションボタンをクリック
し、[Next]をクリックします。
読み取り専用または読み取り/書き込み権限を提供できます。

ステップ 8 [User Identity]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Login ID]フィールドで、IDを追加します。
b) [Password]フィールドにパスワードを入力します。
ユーザがパスワードを設定する時点で、APICは以下の基準に対してパスワードを検証します。

•パスワードの最小長は 8文字です。

•パスワードの最大長は 64文字です。

•連続して繰り返される文字は 3文字未満です。

•小文字、大文字、数字、記号の文字種のうち少なくとも3種類の文字が含まれている必要
があります。

•簡単に推測できるパスワードは使用しません。

•ユーザ名やユーザ名を逆にしたものは使用できません。

• cisco、isco、またはこれらの文字列の並べ替えを変化させたものや、それらの文字の大文
字化の変更により取得される変形語であってはなりません。

c) [Confirm Password]フィールドで、パスワードを確認します。
d) [Finish]をクリックします。

ステップ 9 [Navigation]ペインで、作成したユーザの名前をクリックします。[Work]ペインで、[Security
Domains]領域のユーザの横にある [+]記号を展開します。
ユーザのアクセス権限が表示されます。
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外部認証サーバの AV ペア
Cisco属性/値（AV）ペアを既存のユーザレコードに追加して、ユーザ権限を APICコントローラ
に伝播することができます。Cisco AVペアは、APICユーザに対してロールベースアクセスコン
トロール（RBAC）のロールと権限を指定するために使用する単一の文字列です。オープンRADIUS
サーバ（/etc/raddb/users）の設定例は次のとおりです。
aaa-network-admin Cleartext-Password := "<password>"
Cisco-avpair = "shell:domains = all/aaa/read-all(16001)"

Cisco AV ペアが欠落しているか不良であるリモートユーザのデフォルトの動作の変
更

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]の順にクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインの [Properties]領域で、[Remote user login policy]ドロップダウンリストから、[Assign
Default Role]を選択します。
デフォルト値は [No Login]です。[Assign Default Role]オプションは、Cisco AVペアが欠落してい
るか不良であるユーザに最小限の読み取り専用権限を割り当てます。不正なAVペアは、解析ルー
ル適用時に問題があった AVペアです。

AV ぺアを割り当てるためのベストプラクティス
ベストプラクティスとして、シスコは、bashシェルでユーザに割り当てられるAVペアには16000
～ 23999の範囲の一意の UNIXユーザ IDを割り当てることを推奨します（SSH、Telnetまたは
Serial/KVMのコンソールを使用）。Cisco AVペアが UNIXユーザ IDを提供しない状況が発生す
ると、そのユーザにはユーザ ID 23999または範囲内の類似した番号が割り当てられます。これに
より、そのユーザのホームディレクトリ、ファイル、およびプロセスに UNIX ID 23999を持つリ
モートユーザがアクセスできるようになってしまいます。

外部認証サーバの AV ペアの設定
属性/値（AV）のペア文字列のカッコ内の数字は、セキュアシェル（SSH）または Telnetを使用
してログインしたユーザの UNIXユーザ IDとして使用されます。
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手順

外部認証サーバの AVペアを設定します。
Cisco AVペアの定義は次のとおりです（シスコは、UNIXユーザ IDが指定されているかどうかに
かかわらず AVペアをサポートします）。

例：
* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2

* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2(8101)

These are the boost regexes supported by APIC:
uid_regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})(\\(\\d+\\))$");
regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})$");

次に、例を示します。

shell:domains = coke/tenant-admin/read-all,pepsi//read-all(16001)

GUI を使用したリモートユーザの設定

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

はじめる前に

• DNS設定は、ファブリックコントローラがサーバに到達できるように、RADIUSサーバホ
スト名を解決している必要があります。

• APICには、RADIUSサーバに到達できるように、外部管理サブネットポリシーを設定して
おく必要があります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]を選択します。[Navigation]ペインで、[RADIUSManagement]
を展開します。

ステップ 2 [RADIUS Providers]を右クリックし、[Create RADIUS Provider]をクリックします。

ステップ 3 [Create RADIUS Provider]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Host Name (or IP Address)]フィールドで、ホスト名を追加します。
b) [Authorization Port]フィールドで、認証に必要なポート番号を追加します。
この番号は、設定されている RADIUSサーバによって異なります。

c) 必要な [Authorization Protocol]オプションボタンをクリックします。
d) [Key]および [Confirm Key]フィールドに、事前共有キーを入力します。
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このキーは、RADIUSサーバで設定されたサーバキーと共有されるものと同一の情報です。

ステップ 4 [Navigation]ペインの [RADIUS Providers]下で、作成した RADIUSプロバイダーをクリックしま
す。

RADIUSプロバイダーの設定の詳細は、[Work]ペインに表示されます。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[RADIUS Provider Groups]を右クリックし、[Create RADIUS Provider Group]
をクリックします。

ステップ 6 [Create RADIUS Provider Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Providers]フィールドを展開し、[Name]フィールドのドロップダウンリストから、先ほど作
成したプロバイダーを選択します。

c) [Priority]フィールドで、プライオリティを割り当てます。[Update]をクリックし、[Submit]を
クリックします。

RADIUSプロバイダーグループが作成されます。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]を展開し、[Login Domain]を右クリックして [Create
Login Domain]をクリックします。

ステップ 8 [Create Login Domain]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、ドメイン名を入力します。
b) [Realm]フィールドのドロップダウンリストで、[RADIUS]レルムを選択します。
c) [RADIUSProviderGroup]フィールドのドロップダウンリストから、前に作成したプロバイダー
グループを選択します。[Submit]をクリックします。

ログインドメインが作成され、リモートユーザログインおよび設定に使用可能になりました。

管理アクセスの追加
APICコントローラには、管理ネットワークに到達するルートが 2つあります。1つはインバンド
管理インターフェイスを使用し、もう 1つはアウトオブバンド管理インターフェイスを使用しま
す。

•インバンド管理アクセス：APICおよび ACIファブリックへのインバンド管理接続を設定で
きます。APICがリーフスイッチと通信するときに APICによって使用される VLANを最初
に設定し、次に VMMサーバがリーフスイッチとの通信に使用する VLANを設定します。

•アウトオブバンド管理アクセス：APICおよび ACIファブリックへのアウトオブバンド管理
接続を設定できます。アウトオブバンドエンドポイントグループ（EPG）に関連付けられる
アウトオブバンド契約を設定し、外部ネットワークプロファイルにその契約を接続します。

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。（注）
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APICコントローラは、インバンド管理インターフェイスが設定されている場合は、アウトオブバ
ンド管理インターフェイスを通してインバンド管理インターフェイスを常に選択します。アウト

オブバンド管理インターフェイスは、インバンド管理インターフェイスが設定されていない場合、

または宛先アドレスが APICのアウトオブバンド管理サブネットと同じサブネットにある場合に
のみ使用されます。この動作は、変更または再設定できません。

APIC管理インターフェイスは IPv6アドレスをサポートしないため、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。

インバンドまたはアウトオブバンドの管理テナントで外部管理インスタンスプロファイルを設定

しても、ファブリック全体の通信ポリシーで設定されているプロトコルには影響しません。外部

管理インスタンスプロファイルで指定されているサブネットおよびコントラクトは、HTTP/HTTPS
または SSH/Telnetには影響しません。

IPv4/IPv6 アドレスおよびインバンドポリシー
インバンド管理アドレスは、ポリシーによってのみ（Postman REST API、NX-OSスタイル CLI、
または GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、インバンド管理アドレス
は、各ノードに静的に設定する必要があります。

アウトオブバンドポリシーの IPv4/IPv6 アドレス
アウトオブバンド管理アドレスは、ブートストラップ時に、またはポリシーを使用して（Postman
RESTAPI、NX-OSスタイルCLI、GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、
アウトオブバンド管理アドレスは、各ノードに静的にまたはクラスタ全体にアドレスの範囲

（IPv4/IPv6）を指定することによって設定する必要があります。IPアドレスは、範囲からクラス
タ内のノードにランダムに割り当てられます。

管理アクセスの設定

拡張 GUI を使用したインバンド管理アクセスの設定

（注） •インバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。スタ
ティック設定を使用した IPv6設定がサポートされます（インバンドとアウトバンドの両
方）。IPv4および IPv6のインバンドおよびアウトオブバンドのデュアル設定は、スタ
ティック設定を使用する場合にのみサポートされます。詳細については、「Configuring
Static Management Access in Cisco APIC」の KB記事を参照してください。

•このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Access Policies]を選択します。[Navigation]ペインで、[Interface
Policies]を展開します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Switch Policies]を右クリックし、[Configure Interface, PC and VPC]を選択
します。

ステップ 3 [Configure Interface, PC, and VPC]ダイアログボックスで、APICに接続されているスイッチポート
を設定し、次の操作を実行します。

a) スイッチ図の横にある大きい [+]アイコンをクリックして、新しいプロファイルを作成して
VLANを APIC用に設定します。

b) [Switches]フィールドのドロップダウンリストから、APICが接続されているスイッチのチェッ
クボックスをオンにします（leaf1および leaf2）。

c) [Switch Profile Name]フィールドに、プロファイルの名前（apicConnectedLeaves）を入力しま
す。

d) [+]アイコンをクリックして、ポートを設定します。
ユーザがコンテンツを入力できる、次の画像のようなダイアログボックスが表示されます。

e) [Interface Type]領域で、[Individual]オプションボタンが選択されていることを確認します。
f) [Interfaces]フィールドで、APICが接続されているポートを入力します。
g) [Interface Selector Name]フィールドに、ポートプロファイルの名前（apicConnectedPorts）を入
力します。

h) [Interface Policy Group]フィールドで、[Create One]オプションボタンをクリックします。
i) [Attached Device Type]フィールドで、適切なデバイスタイプを選択してドメイン（ベアメタ
ル）を設定します。

j) [Domain]フィールドで、[Create One]オプションボタンをクリックします。
k) [Domain Name]フィールドに、ドメイン名を入力します（inband）。
l) [VLAN]フィールドで、[Create One]オプションボタンを選択します。
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m) [VLANRange]フィールドに、VLAN範囲を入力します。[Save]をクリックし、[Save]をもう一
度クリックします。[Submit]をクリックします。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Switch Policies]を右クリックし、[Configure Interface, PC and VPC]を選択
します。

ステップ 5 [Configure Interface, PC, and VPC]ダイアログボックスで、次のアクションを実行します。
a) スイッチ図の横にある大きい [+]アイコンをクリックして、新しいプロファイルを作成して

VLANをサーバ用に設定します。
b) [Switches]フィールドのドロップダウンリストから、サーバが接続されているスイッチのチェッ
クボックスをオンにします（leaf1）。

c) [Switch Profile Name]フィールドに、プロファイルの名前（vmmConnectedLeaves）を入力しま
す。

d) [+]アイコンをクリックして、ポートを設定します。
ユーザがコンテンツを入力できる、次の画像のようなダイアログボックスが表示されます。

e) [Interface Type]領域で、[Individual]オプションボタンが選択されていることを確認します。
f) [Interfaces]フィールドで、サーバが接続されているポートを入力します（1/40）。
g) [Interface Selector Name]フィールドに、ポートプロファイルの名前を入力します。
h) [Interface Policy Group]フィールドで、[Create One]オプションボタンをクリックします。
i) [Attached Device Type]フィールドで、適切なデバイスタイプを選択してドメイン（ベアメタ
ル）を設定します。

j) [Domain]フィールドのドロップダウンリストから、[Choose One]オプションボタンをクリッ
クします。

k) [Physical Domain]ドロップダウンリストから、前に作成したドメインを選択します。
l) [Domain Name]フィールドに、ドメイン名を入力します。
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m) [Save]をクリックし、[Save]をもう一度クリックします。

ステップ 6 [Configure Interface, PC, and VPC]ダイアログボックスで、[Submit]をクリックします。

ステップ 7 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]をクリックします。[Navigation]ペインで、[Tenant mgmt]
> [Networking] > [Bridge Domains]を展開し、インバンド接続のブリッジドメインを設定します。

ステップ 8 インバンドブリッジドメイン（inb）を展開します。[Subnets]を右クリックします。[CreateSubnets]
をクリックし、次の操作を実行してインバンドゲートウェイを設定します。

a) [Create Subnet]ダイアログボックスで、[Gateway IP]フィールドに、インバンド管理ゲートウェ
イ IPアドレスとマスクを入力します。

b) [Submit]をクリックします。

ステップ 9 [Navigation]ペインで、[Tenant mgmt] > [Node Management EPGs]の順に展開します。[Node
Management EPGs]を右クリックし、[Create In-BandManagement EPG]を選択します。APICと通信
するために使用するインバンド EPGの VLANを設定するには、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、インバンド管理 EPG名を入力します。
b) [Encap]フィールドで、VLAN（vlan-10）を入力します。
c) [Bridge Domain]ドロップダウンフィールドから、ブリッジドメインを選択します。[Submit]
をクリックします。

d) [Navigation]ペインで、新しく作成したインバンド EPGを選択します。
e) [ProvidedContracts]を展開します。[Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、デフォ
ルトのコントラクトを選択し、VMMサーバが存在するEPGで消費されるデフォルトのコント
ラクトを EPGが提供できるようにします。

f) [Update]をクリックし、[Submit]をクリックします。

次の画像のようなダイアログボックスが表示されます。

ステップ 10 [Navigation]ペインで、[Node Management Addresses]を右クリックし、[Create Node Management
Addresses]をクリックし、次の操作を実行してファブリック内のAPICコントローラに割り当てる
IPアドレスを設定します。
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a) [Create Node Management Addresses]ダイアログボックスで、[Policy Name]フィールドに、ポリ
シー名（apicInb）を入力します。

b) [Nodes]フィールドの [Select]列で、このファブリックの一部となるノードのチェックボックス
をオンにします（apic1、apic2、apic3）。

c) [Config]フィールドで、[In-Band Addresses]チェックボックスをオンにします。
d) [Node Range]フィールドに、範囲を入力します。
e) [In-Band IP Addresses]領域の [In-Band Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリスト
から [default]を選択します。これで、デフォルトのインバンド管理EPGが関連付けられます。

f) [In-Band IP Addresses]フィールドと [Gateway]フィールドに、必要に応じて IPv4アドレスまた
は IPv6アドレスを入力します。

g) [Submit]をクリックします。これで、APICの IPアドレスが設定されました。

ステップ 11 [Navigation]ペインで、[NodeManagementAddresses]を右クリックします。[CreateNodeManagement
Addresses]をクリックし、次の操作を実行して、ファブリック内のリーフスイッチおよびスパイ
ンスイッチの IPアドレスを設定します。
a) [Create Node Management Addresses]ダイアログボックスで、[Policy Name]フィールドに、ポリ
シー名（switchInb）を入力します。

b) [Nodes]フィールドの [Select]列で、このファブリックの一部となるノードの横のチェックボッ
クスをオンにします（leaf1、leaf2、spine1、spine2）。

c) [Config]フィールドで、[In-Band Addresses]チェックボックスをクリックします。
d) [Node Range]フィールドに、範囲を入力します。
e) [In-Band IP Addresses]領域の [In-Band Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリスト
から [default]を選択します。デフォルトのインバンド管理 EPGが関連付けられました。

f) [In-Band IP Addresses]フィールドと [Gateway]フィールドに、必要に応じて IPv4アドレスまた
は IPv6アドレスを入力します。

g) [Submit]をクリックします。[Confirm]ダイアログボックスで、[Yes]をクリックします。リー
フおよびスパインスイッチの IPアドレスが設定されました。

ステップ 12 [Navigation]ペインの [Node Management Addresses]下で、APICポリシー名（apicInb）をクリック
して設定を確認します。[Work]ペインに、さまざまなノードに割り当てられた IPアドレスが表示
されます。

ステップ 13 [Navigation]ペインの [Node Management Addresses]下で、スイッチポリシー名（switchInb）をク
リックします。[Work]ペインに、スイッチに割り当てられている IPアドレスと使用しているゲー
トウェイアドレスが表示されます。
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拡張 GUI を使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定

（注） •アウトオブバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされま
す。

•このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。

はじめる前に

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

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]を選択します。[Navigation]ペインで、[Tenant mgmt]を展
開します。

ステップ 2 [NodeManagement Addresses]を右クリックし、[Create NodeManagement Addresses]をクリックしま
す。

ステップ 3 [Create Node Management Addresses]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Policy Name]フィールドに、ポリシー名（switchOob）を入力します。
b) [Nodes]フィールドで、適切なリーフおよびスパインスイッチ（leaf1、leaf2、spine1）の横に
あるチェックボックスをオンにします。

c) [Config]フィールドで、[Out of-Band Addresses]のチェックボックスをオンにします。
[Out-of-Band IP addresses]領域が表示されま
す。

（注）

d) [Out-of-Band Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリストから EPGを選択します
（デフォルト）。

e) [Out-of-Band IP Addresses]フィールドおよび [Out-of-Band Gateway]フィールドに、スイッチに
割り当てられる希望する IPv4アドレスまたは IPv6アドレスを入力します。[OK]をクリックし
ます。

ノード管理 IPアドレスが設定されます。APICだけではなくリーフスイッチおよびスパインス
イッチにもアウトオブバンド管理アクセスのアドレスを設定する必要があります。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Node Management Addresses]を展開し、作成したポリシーをクリックしま
す。

[Work]ペインに、スイッチに対するアウトオブバンド管理アドレスが表示されます。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Security Policies] > [Out-of-Band Contracts]を展開します。

ステップ 6 [Out-of-Band Contracts]を右クリックし、[Create Out-of-Band Contract]をクリックします。

ステップ 7 [Create Out-of-Band Contract]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、契約の名前（oob-default）を入力します。
b) [Subjects]を展開します。[Create Contract Subject]ダイアログボックスで、[Name]フィールド
に、サブジェクト名（oob-default）を入力します。
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c) [Filters]を展開し、[Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、フィルタの名前（default）
を選択します。[Update]をクリックし、[OK]をクリックします。

d) [Create Out-of-Band Contract]ダイアログボックスで、[Submit]をクリックします。

アウトオブバンド EPGに適用できるアウトオブバンド契約が作成されます。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Node Management EPGs] > [Out-of-Band EPG - default]を展開します。

ステップ 9 [Work]ペインで、[Provided Out-of-Band Contracts]を展開します。

ステップ 10 [OOB Contract]カラムで、ドロップダウンリストから、作成したアウトオブバンド契約
（oob-default）を選択します。[Update]をクリックし、[Submit]をクリックします。
契約がノード管理 EPGに関連付けられます。

ステップ 11 [Navigation]ペインで、[ExternalNetwork Instance Profile]を右クリックし、[Create ExternalManagement
Entity Instance]をクリックします。

ステップ 12 [Create External Management Entity Instance]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、名前（oob-mgmt-ext）を入力します。
b) [Consumed Out-of-Band Contracts]フィールドを展開します。[Out-of-Band Contract]ドロップダ
ウンリストから、作成した契約（oob-default）を選択します。[Update]をクリックします。
アウトオブバンド管理によって提供された同じ契約を選択します。

c) [Subnets]フィールドに、サブネットアドレスを入力します。[Submit]をクリックします。
ここで選択したサブネットアドレスだけがスイッチの管理に使用されます。含まれていないサ

ブネットアドレスはスイッチの管理に使用できません。

ノード管理 EPGは、外部ネットワークインスタンスプロファイルに接続されます。アウトオブ
バンド管理接続が設定されます。

GUI を使用した APICコントローラの IP アドレスの変更

はじめる前に

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]を選択します。[Navigation]ペインで、[Tenant mgmt]を展
開します。

ステップ 2 [NodeManagement Addresses]を右クリックし、[Create NodeManagement Addresses]をクリックしま
す。

ステップ 3 [Create Node Management Addresses]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Policy Name]フィールドに、ポリシー名を入力します。
b) [Nodes]フィールドで、IPアドレスを変更する該当するコントローラのチェックボックスをク
リックします。

c) [Config]フィールドで、[Out-of-Band Addresses]のチェックボックスをクリックします。
[Out-of-Band Addresses]領域が展開します。
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d) [Out-of-BandManagement EPG]フィールドで、ドロップダウンリストから、該当するEPGを選
択します。

e) [Out-of-BandGateway]フィールドで、割り当てる新しい IPアドレスのゲートウェイを入力しま
す。

[Mask]フィールドに自動的に入力されます。
f) [Out-of-Band IP Addresses]範囲のフィールドで、適切な IPアドレスを入力します。[Submit]を
クリックします。

g) [Confirm]ダイアログボックスで、新しい管理 IPアドレスの割り当てに進むかどうかを確認す
るメッセージが表示されたら、[Yes]をクリックします。
新しい管理 IPアドレスが APICコントローラに割り当てられます。

次の作業

• APICコントローラに再接続するには、新しい IPアドレスを使用する必要があります。

•新しい IPアドレスがコントローラに割り当てられたら、コントローラの古い IPアドレスを
削除する必要があります。

既存の IP tables 機能をミラーリングする IPv6 の変更
すべての IPv6は、ネットワークアドレス変換（NAT）を除いて、既存の IP tables機能をミラーリ
ングします。

既存の IP tables

1 以前は、IPv6テーブルのすべてのルールが一度に1つずつ実行され、すべてのルールの追加ま
たは削除に対してシステムコールが行われていました。

2 新しいポリシーが追加されるたびに、ルールが既存の IP tablesファイルに追加され、ファイル
への追加変更は行われませんでした。

3 新しい送信元ポートがアウトオブバンドポリシーで設定されると、同じポート番号で送信元と

宛先のルールを追加しました。

IP tables への変更

1 IP tablesが作成されると、はじめにハッシュマップに書き込まれ、次に中間ファイル IP tables-new
に書き込まれてこれが復元されます。保存すると、新しい IP tablesファイルが /etc/sysconfig/
フォルダに作成されます。これら両方のファイルは同じ場所にあります。すべてのルールにシ

ステムコールを行う代わりに、ファイルを復元および保存している時にのみシステムコール

を行う必要があります。

2 ルールを追加する代わりに新しいポリシーがファイルに追加されると、hashmapsにデフォルト
ポリシーをロードし、新しいポリシーを確認し、hashmapsに追加することによって、IPテー
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ブルがゼロから作成されます。その後、中間ファイル（/etc/sysconfig/iptables-new）に書き込ま
れて保存されます。

3 アウトオブバンドポリシーのルールの送信元ポートだけを設定することはできません。宛先

ポートまたは送信元ポートいずれかを宛先ポートとともにルールに追加できます。

4 新しいポリシーが追加されると、新しいルールが IP tablesファイルに追加されます。このルー
ルは、IP tablesデフォルトルールのアクセスフローを変更します。
-A INPUT -s <OOB Address Ipv4/Ipv6> -j apic-default

5 新しいルールが追加された場合、これは IP tables-newファイルに存在して IP tablesファイルに
は存在せず、IP tables-newファイルにエラーがあることを意味します。復元が正常な場合に限
り、ファイルが保存され、新しいルールを IP tablesファイルで確認できます。

（注） • IPv4のみ有効な場合、IPv6ポリシーを設定しないでください。

• IPv6のみ有効な場合、IPv4ポリシーを設定しないでください。

• IPv4と IPv6の両方が有効な場合にポリシーが追加されると、両方のバージョンに設定さ
れます。したがって、IPv4サブネットを追加すると IP tablesに追加され、同様に IPv6サ
ブネットは IPv6 tablesに追加されます。

管理接続モード

アウトオブバンドとインバンド管理接続が設定されているかどうかに応じて、アウトオブバンド

またはインバンドネットワークを使用する外部エンティティへの接続を確立します。vCenterServer
などの外部エンティティへの接続を確立するには次の 2つのモードを使用できます。

•レイヤ 2管理接続：外部エンティティがレイヤ 2を使用してリーフノードに接続されている
場合は、このモードを使用します。

•レイヤ 3管理接続：外部エンティティがレイヤ 3を使用してルータを介してリーフノードに
接続されている場合は、このモードを使用します。リーフは、外部エンティティに到達可能

なルータに接続されます。

（注） •インバンド IPアドレス範囲は、リーフノードからファブリックの外への
レイヤ 3接続で使用される IPアドレス範囲から分離して異なっている必
要があります。

•レイヤ 3インバンド管理の設計では、トポロジ内のスパインファブリッ
クノードへのインバンド管理アクセスは提供されません。
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次の図は、接続の確立に使用可能な 2つのモードを示します。

図 9：レイヤ 2 およびレイヤ 3 管理接続の例

拡張 GUI を使用したレイヤ 2 管理接続の設定

（注） •このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。

はじめる前に

vCenterドメインプロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークを確立するための接続を確立する必要があります。

管理接続ポリシーの一部として設定された IPアドレス範囲がACIファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IPアドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants] > [mgmt]の順に選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Tenant mgmt] > [Networking]を展開し、[Bridge Domains]を右クリックし、
[Create Bridge Domain]をクリックします。

ステップ 3 [Create Bridge Domain]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、ブリッジドメイン名を入力します。
b) [VRF]フィールドで、ドロップダウンリストから、ネットワーク（mgmt/inb）を選択します。

[Next]をクリックします。
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c) [L3 Configuration]タブをクリックし、[Subnets]フィールドで、[+]アイコンをクリックしてサ
ブネットを追加します。

必要に応じてゲートウェイ IPアドレスを追加します。

d) [Create Bridge Domain]ダイアログボックスで、[Next]をクリックしてから、[Submit]をクリッ
クします。

ブリッジドメインが作成されます。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Tenant mgmt] > [Application Profiles]の順に展開します。

ステップ 5 [Application Profiles]を右クリックし、[Create Application Profile]をクリックします。

ステップ 6 [Create Application Profile]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [EPGs]フィールドで、[+]アイコンをクリックして EPGを追加し、[Name]フィールドに名前
を入力します。

b) [BD]ドロップダウンリストから、適切な BDを選択します。
c) [Domain]フィールドのドロップダウンリストから、適切なドメインを選択します。
d) [Static Path]フィールドに、次の例の 101/1/40と同様の適切な値を入力します。
e) [Static Path VLAN]フィールドに、適切なVLANを入力します（次の例の vlan-11と同様の適切
な値を入力します）。

f) [Consumed Contract]フィールドで、ドロップダウンリストから、適切な値を選択します。
[Update]と [Submit]をクリックします。

[Navigation]ペインで、[Networking]の下にブリッジドメインが作成され、[Application Profiles]の
下にアプリケーションプロファイルとアプリケーションEPGが作成されます。レイヤ 2管理接続
が設定されました。

拡張 GUI を使用したレイヤ 3 管理接続の設定

（注） •名前 vmmがこのタスクで文字列の例として使用されます。

•このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。

はじめる前に

VMMドメインプロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークへの接続を確立する必要があります。

管理接続ポリシーの一部として設定された IPアドレス範囲がACIファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IPアドレス範囲と重複していないことを確認します。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、次の操作を実行します。
a) [Tenant mgmt] > [Networking] > [External Routed Networks]を展開します。
b) [Create Routed Outside]を右クリックします。

ステップ 3 [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、レイヤ 3ルーテッド外部ポリシーの名前（vmm）を入力します。
名前には 64文字以内の英数字を使用できます。この名前は、オブジェクトの保存後には変更
できません。

b) [VRF]ドロップダウンリストから、インバンドデフォルトネットワーク（mgmt/inb）を選択
します。

デフォルトのインバンドネットワークを選択する必要がありま

す。

（注）

ステップ 4 [Nodes and Interfaces Protocol Profiles]領域を展開します。[Create Node Profile]ダイアログボックス
で、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、名前を入力します（borderLeaf）。
b) [Nodes]を展開して、[SelectNode]ダイアログボックスを表示します。[Node ID]フィールドで、
ドロップダウンリストからリーフスイッチ（leaf1）を選択します。

c) [Router ID]フィールドに、ルータ IDを入力します。
d) [Static Routes]を展開します。
e) [Create Static Route]ダイアログボックスで、[Prefix]フィールドに、通信する外部管理システム
（たとえば、VMware vCenter、Syslogサーバ、AAAサーバ）のスタティックルート用のサブ
ネットプレフィクスを入力します。

f) [Next Hop Addresses]を展開して、[Next Hop IP]フィールドに、リーフスイッチに接続される
ルータの IPアドレスを入力します。[Preference]フィールドで、優先順位を選択します。[Update]
をクリックします。

g) [OK]をクリックします。[Select Node]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 5 [Interface Profiles]を展開します。[Create Interface Profile]ダイアログボックスで、次の操作を実行
します。

a) [Name]フィールドに、名前を入力します（portProfile1）。
b) [Routed Interfaces]を展開します。[Select Routed Interface]領域の [Path]フィールドで、ドロップ
ダウンリストから、leaf1に関連付けるパスを選択します。

c) [IPv4 Primary/IPv6 Preferred Address]フィールドに、リーフのルーテッドインターフェイスの
IPアドレスとサブネットマスクを入力します。[OK]をクリックします。

d) [Create Interface Profile]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。[Create Node Profile]
ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 6 [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、[Next]をクリックし、[External EPG Networks]を展
開します。

ステップ 7 [Create External Network]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
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a) [Name]フィールドに、名前（vmmMgmt）を入力します。
b) [Subnet]の [+]アイコンを展開します。
c) [Create Subnet]ダイアログボックスで、[IP address]フィールドに、サブネットアドレスを入力
します。

d) [OK]を 2回クリックし、[Finish]をクリックします。

L3管理接続が設定されます。

管理接続の検証

この検証プロセスは、レイヤ 2とレイヤ 3の両方のモードに適用され、APICGUI、RESTAPI、ま
たは CLIを使用して確立される接続を確認するために使用できます。

管理接続を確立するための手順を完了したら、APICコンソールにログインします。到達可能な
vCenter Serverの IPアドレス（たとえば、192.168.81.2）に pingを送り、その pingが機能すること
を確認します。この操作は、ポリシーが正常に適用されたことを示します。

VMM ドメインの設定

仮想マシンネットワーキングポリシーの設定

APICは、サードパーティのVMマネージャ（VMM）（VMware vCenterおよび SCVMMなど）と
統合し、ACIの利点を仮想化されたインフラストラクチャに拡張します。APICによって、VMM
システム内の ACIポリシーをその管理者が使用できるようになります。

ここでは、VMware vCenterおよび vShieldを使用する VMM統合の例を示します。シスコ ACIと
VMM統合の異なるモードに関する詳細については、『ACI Virtualization Guide』を参照してくだ
さい。

VM マネージャについて

vCenterとの統合のために必要なAPICの設定に関する情報を次に示します。VMwareコンポー
ネントの設定手順については、VMwareのマニュアルを参照してください。

（注）

次は、VMマネージャの用語の詳細情報です。

• VMコントローラは、VMware vCenterや VMware vShieldなどの、外部仮想マシン管理エン
ティティです。APICは、コントローラと通信し、仮想ワークロードに適用されるネットワー
クポリシーを公開します。VMコントローラの管理者は、APIC管理者に VMコントローラ
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の認証クレデンシャルを提供します。同じタイプの複数のコントローラが同じクレデンシャ

ルを使用できます。

•クレデンシャルは、VMコントローラと通信するための認証クレデンシャルを表します。複
数のコントローラが同じクレデンシャルを使用できます。

•仮想マシンのモビリティドメイン（vCenterのモビリティドメイン）は、同様のネットワー
キングポリシー要件を持つVMコントローラのグループです。この必須コンテナは、VLAN
プールなどのためのポリシー、サーバ/ネットワークMTUポリシー、またはサーバ/ネット
ワークアクセス LACPポリシーとともに 1つ以上のVMコントローラを保持します。エンド
ポイントグループがvCenterドメインに関連付けられると、ネットワークポリシーがvCenter
ドメイン内のすべての VMコントローラにプッシュされます。

•プールは、トラフィックのカプセル化 IDの範囲を表します（たとえば、VLAN ID、VNID、
マルチキャストアドレスなど）。プールは共有リソースで、VMMなどの複数のドメインお
よびレイヤ 4～レイヤ 7のサービスで消費できます。リーフスイッチは、重複した VLAN
プールをサポートしていません。異なる重複したVLANプールをVMMドメインと関連付け
ることはできません。VLANベースのポートには、次の 2種類があります。

•ダイナミックプール：APICによって内部的に管理され、エンドポイントグループ
（EPG）の VLANを割り当てます。vCenterドメインはダイナミックプールのみに関連
付けることができます。

•スタティックプール：EPGにはドメインとの関係があり、ドメインにはプールとの関
係があります。プールには、さまざまなカプセル化された VLANおよび VXLANが含
まれます。スタティック EPG導入環境の場合、ユーザはインターフェイスとカプセル
化を定義します。カプセル化は、EPGが関連付けられているドメインに関連付けられた
プールの範囲内である必要があります。

•導入する VMware vCenterでは、VLANモードまたは VXLANモードで動作する必要があり
ます。VMMドメインは VLANプールに関連付け、vShieldは vCenterに関連付ける必要があ
ります。

接続可能エンティティプロファイルについて

接続エンティティプロファイル

ACIファブリックにより、リーフポートを通じて baremetalサーバ、ハイパーバイザ、レイヤ 2ス
イッチ（たとえば、Cisco UCSファブリックインターコネクト）、レイヤ 3ルータ（たとえば、
Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ）などのさまざまな外部エンティティに接続する複数の接続
ポイントが提供されます。 これらの接続ポイントは、リーフスイッチ上の物理ポート、ポート

チャネル、または仮想ポートチャネル（vPC）にすることができます。

接続可能エンティティプロファイル（AEP）は、同様のインフラストラクチャポリシー要件を持
つ外部エンティティのグループを表します。インフラストラクチャポリシーは、物理インター

フェイスポリシーで構成され、たとえば Cisco Discovery Protocol（CDP）、Link Layer Discovery
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Protocol（LLDP）、最大伝送単位（MTU）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）などがあ
ります。

VMマネージャ（VMM）ドメインは、AEPに関連付けられたインターフェイスポリシーグルー
プから物理インターフェイスポリシーを自動的に取得します。

• AEPでオーバーライドポリシーを VMMドメイン用の別の物理インターフェイスポリシー
を指定するために使用できます。このポリシーは、ハイパーバイザが中間レイヤ 2ノードを
介してリーフスイッチに接続され、異なるポリシーがリーフスイッチおよびハイパーバイ

ザの物理ポートで要求される場合に役立ちます。たとえば、リーフスイッチとレイヤ 2ノー
ド間で LACPを設定できます。同時に、AEPオーバーライドポリシーで LACPをディセー
ブルにすることで、ハイパーバイザとレイヤ 2スイッチ間の LACPをディセーブルにできま
す。

AEPは、リーフスイッチで VLANプールを展開するのに必要です。異なるリーフスイッチ間で
カプセル化プール（たとえば VLAN）を再利用することができます。AEPは、（ドメインに関連
付けられた）VLANプールの範囲を物理インフラストラクチャに暗黙的に提供します。

（注） • AEPは、リーフ上で VLANプール（および関連 VLAN）をプロビジョニングします。
VLANはポートでは実際にイネーブルになっていません。EPGがポートに展開されてい
ない限り、トラフィックは流れません。

• AEPを使用して VLANプールを展開しないと、EPGがプロビジョニングされても VLAN
はリーフポートでイネーブルになりません。

◦リーフポートで静的にバインディングしている EPGイベントに基づいて、または
VMware vCenterなどの外部コントローラからの VMイベントに基づいて、特定の
VLANがリーフポート上でプロビジョニングされるかイネーブルになります。

◦ EPGで VMMカプセル化を静的に設定する場合は、スタティックプールを使用する
必要があります。静的割り当てと動的割り当てを組み合わせる場合は、ダイナミッ

クプールを作成し、スタティックモードでそのプール内にブロックを追加します。

•リーフスイッチは、重複した VLANプールをサポートしていません。異なる重複した
VLANプールをドメインを介して関連付けられる同一の AEPに関連付けることはできま
せん。

LLDPおよびCDPの設定の詳細については、本ガイドのブレードサーバとの連携に関する章を参
照してください。

VMM ドメインプロファイルを作成するための前提条件
VMMドメインプロファイルを設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。

•すべてのファブリックノードが検出され、設定されている。

•インバンド（inb）またはアウトオブバンド（oob）管理が APIC上で設定されている。
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• Virtual Machine Manager（VMM）がインストールされ、設定されて、inb/oob管理ネットワー
ク（たとえば、vCenter）経由で到達可能である。

• VMMの管理者とルートのクレデンシャルがある（vCenterなど）。

vCenterの管理者とルートのクレデンシャルを使用しない場合は、必要な最小
アクセス許可を持つカスタムユーザアカウントを作成できます。必要なユー

ザ権限のリストについては、最小VMware vCenter権限を持つカスタムユーザ
アカウント, （43ページ）を参照してください。

（注）

• IPアドレスではなくホスト名で VMMを参照する予定がある場合は、APICの DNSポリシー
を設定する必要があります。

• VMware vShieldのドメインプロファイルを作成している場合は、DHCPサーバとリレーポ
リシーを設定する必要があります。

最小 VMware vCenter 権限を持つカスタムユーザアカウント
CiscoAPICからvCenterを設定するには、vCenterで次の最小権限セットが許可されるクレデンシャ
ルである必要があります。

•アラーム

•分散スイッチ

• dvPortグループ

•フォルダ

•ホスト

◦詳細設定

◦ローカル操作.再構成済み仮想マシン

◦ネットワーク設定

•ネットワーク

•仮想マシン

◦仮想マシン.構成.デバイス設定の変更

◦仮想マシン.構成.設定

これにより、APICは vCenterに VMware APIコマンドを送信して、DVS/AVSの作成、VMKイン
ターフェイス（AVS）の作成、ポートグループの発行および必要なすべてのアラートのリレーを
行うことができます。
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VMM ドメインプロファイルの作成
この項では、VMMドメインの例は、vCenterドメインまたは vCenterおよび vShieldドメインで
す。

拡張 GUI を使用した vCenter ドメインプロファイルの作成
vCenterドメインの作成時に行う作業の概要は次のとおりです（詳細は下のステップで説明しま
す）。

•スイッチプロファイルの作成/選択

•インターフェイスプロファイルの作成/選択

•インターフェイスポリシーグループの作成/選択

• VLANプールの作成/選択

• vCenterドメインの作成

• vCenterクレデンシャルの作成
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Access Policies]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Switch Policies]をクリックします。

ステップ 3 [Switch Policies]を右クリックし、[Configured Interfaces, PC, and VPC]をクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [Configured Switch Interfaces]領域で [Switch Profile]を展開し、次の操作を実行し
ます。

図 10：[Configure Interface, PC, and VPC] ダイアログボックスの典型的なスクリーンショット

a) [Select Switches to Configure Interfaces]フィールドで、[Quick]オプションボタンが自動的にオ
ンになります。

b) [Switches]フィールドのドロップダウンリストから、適切なリーフ IDを選択します。
c) [Switch Profile Name]フィールドに、スイッチプロファイル名が自動的に入力されます。
d) スイッチインターフェイスを設定するために [+]アイコンをクリックします。
e) [Interface Type]フィールドで、適切なオプションボタンをオンにします。
f) [Interfaces]フィールドに、目的のインターフェイス範囲を入力します。
g) [Interface Selector Name]フィールドに、ESXポートを接続するセレクタ名を入力します。
h) [Link Level Policy]ドロップダウンリストから、目的のリンクレベルポリシーを選択します。
i) [CDP Policy]ドロップダウンリストから、目的の CDPポリシーを選択します。

同様に、利用可能なポリシーフィールドから目的のインターフェイスポリシーを選

択します。

（注）
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j) [Attached Device Type]フィールドで、[ESX Hosts]を選択します。
k) [Domain Name]フィールドに、ドメイン名を入力します。
l) [VLAN Range]フィールドに、必要に応じて VLANの範囲を入力します。

少なくとも 200の VLAN番号の範囲を推奨します。インフラストラクチャネット
ワーク用に予約された VLANは内部使用が目的のため、この VLAN IDを含む範囲
を定義しないでください。

（注）

m) [vCenter Login Name]フィールドに、ログイン名を入力します。
n) （任意） [Security Domains]ドロップダウンリストから、適切なセキュリティドメインを選択
します。

o) [Password]フィールドに、パスワードを入力します。
p) [Confirm Password]フィールドにパスワードを再入力します。
q) [vCenter/vShield]を展開します。

ステップ 5 [Create vCenter/vShield Controller]ダイアログボックスに、適切な情報を入力し、[Save]をクリック
します。

ステップ 6 [Configure Interface, PC, And VPC]ダイアログボックスの [vSwitch Policy]フィールドで、目的の
チェックボックスをオンにして、CDPまたはLLDPを有効にします。[Save]をクリックし、[Submit]
をクリックします。

ステップ 7 次の手順に従って、新しいドメインとプロファイルを確認します。

a) メニューバーで、[VM Networking] > [Inventory]を選択します。
b) [Navigation]ペインで、[VMware] > [Domain_name] > [vCenter_name]の順に展開します。

[Work]ペインの [Properties]に VMMドメイン名を表示して、コントローラがオンラインであるこ
とを確認します。[Work]ペインに、vCenterのプロパティが動作ステータスとともに表示されま
す。表示される情報によって、APICコントローラから vCenter Serverへの接続が確立され、イン
ベントリが使用できることを確認します。

拡張 GUI を使用した vCenter および vShield ドメインプロファイルの作
成

vCenterおよび vShieldドメインの作成時に行う作業の概要は次のとおりです（詳細は下のステッ
プで説明します）。

•スイッチプロファイルの作成/選択

•インターフェイスプロファイルの作成/選択

•インターフェイスポリシーグループの作成/選択

• VLANプールの作成/選択

• vCenterおよび vShieldドメインの作成

• vCenterおよび vShieldクレデンシャルの作成
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Access Policies]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Switch Policies]をクリックします。

ステップ 3 [Switch Policies]を右クリックし、[Configured Interfaces, PC, and VPC]をクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [Configured Switch Interfaces]領域で [Switch Profile]を展開し、次の操作を実行し
ます。

図 11：[Configure Interface, PC, and VPC] ダイアログボックスの典型的なスクリーンショット

a) [Select Switches to Configure Interfaces]フィールドで、[Quick]オプションボタンが自動的にオ
ンになります。

b) [Switches]フィールドのドロップダウンリストから、適切なリーフ IDを選択します。
c) [Switch Profile Name]フィールドに、スイッチプロファイル名が自動的に入力されます。
d) スイッチインターフェイスを設定するために [+]アイコンをクリックします。
e) [Interface Type]フィールドで、適切なオプションボタンをオンにします。
f) [Interfaces]フィールドに、目的のインターフェイス範囲を入力します。
g) [Interface Selector Name]フィールドに、ESXポートを接続するセレクタ名を入力します。
h) [Link Level Policy]ドロップダウンリストから、目的のリンクレベルポリシーを選択します。
i) [CDP Policy]ドロップダウンリストから、目的の CDPポリシーを選択します。

同様に、利用可能なポリシーフィールドから目的のインターフェイスポリシーを選

択します。

（注）
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j) [Attached Device Type]ドロップダウンリストから、適切なデバイスタイプを選択します。
k) [Domain Name]フィールドに、ドメイン名を入力します。
l) [VLAN Range]フィールドに、必要に応じて VLANの範囲を入力します。

少なくとも 200の VLAN番号の範囲を推奨します。インフラストラクチャネット
ワーク用に予約された VLANは内部使用が目的のため、この VLAN IDを含む範囲
を定義しないでください。

（注）

m) [vCenter Login Name]フィールドに、ログイン名を入力します。
n) [Password]フィールドに、パスワードを入力します。
o) [Confirm Password]フィールドにパスワードを再入力します。
p) [vCenter/vShield]を展開します。

ステップ 5 [Create vCenter/vShield Controller]ダイアログボックスに、適切な情報を入力します。

ステップ 6 [vSwitch Policy]フィールドで、目的の vSwitchポリシーのチェックボックスをオンにします。
[Save]をクリックします。

ステップ 7 [Configure Interface, PC, and vPC]ダイアログボックスの [vSwitch Policy]フィールドで、目的のチェッ
クボックスをオンにして、CDPまたは LLDPを有効にします。[Save]をクリックし、[Submit]を
クリックします。

ステップ 8 次の手順に従って、新しいドメインとプロファイルを確認します。

a) メニューバーで、[VM Networking] > [Inventory]を選択します。
b) [Navigation]ペインで、[VMware] > [Domain_name] > [vCenter_name]の順に展開し、クリックし
ます。

[Work]ペインの [Properties]に VMMドメイン名を表示して、コントローラがオンラインであるこ
とを確認します。[Work]ペインに、vCenterのプロパティが動作ステータスとともに表示されま
す。表示される情報によって、APICコントローラから vCenter Serverへの接続が確立され、イン
ベントリが使用できることを確認します。

テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

テナントの概要

•テナントには、承認されたユーザのドメインベースのアクセスコントロールをイネーブルに
するポリシーが含まれます。承認されたユーザは、テナント管理やネットワーキング管理な

どの権限にアクセスできます。

•ユーザは、ドメイン内のポリシーにアクセスしたりポリシーを設定するには読み取り/書き込
み権限が必要です。テナントユーザは、1つ以上のドメインに特定の権限を持つことができ
ます。
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•マルチテナント環境では、リソースがそれぞれ分離されるように、テナントによりグループ
ユーザのアクセス権限が提供されます（エンドポイントグループやネットワーキングなどの

ため）。これらの権限では、異なるユーザが異なるテナントを管理することもできます。

テナントの作成

テナントには、最初にテナントを作成した後に作成できるフィルタ、契約、ブリッジドメイン、

およびアプリケーションプロファイルなどのプライマリ要素が含まれます。

VRF およびブリッジドメイン
テナントの VRFおよびブリッジドメインを作成および指定できます。定義されたブリッジドメ
イン要素のサブネットは、対応するレイヤ 3コンテキストを参照します。

IPv6ネイバー探索の有効化の詳細については、関連 KB記事、「KB: Creating a Tenant, VRF, and
Bridge Domain with IPv6 Neighbor Discovery」を参照してください。

拡張 GUI を使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成
•このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。

•外部ルーテッドを設定するときにパブリックサブネットがある場合は、ブリッジドメイン
を外部設定と関連付ける必要があります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANT] > [Add Tenant]の順にクリックします。

ステップ 2 [Create Tenant]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Security Domains +]アイコンをクリックして [Create Security Domain]ダイアログボックスを開
きます。

c) [Name]フィールドに、セキュリティドメインの名前を入力します。[Submit]をクリックしま
す。

d) [Create Tenant]ダイアログボックスで、作成したセキュリティドメインのチェックボックスを
オンにし、[Submit]をクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Tenant-name] > [Networking]の順に展開し、[Work]ペインで、[VRF]アイ
コンをキャンバスにドラッグして [Create VRF]ダイアログボックスを開き、次のタスクを実行し
ます。

a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
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b) [Submit]をクリックして VRFの設定を完了します。

ステップ 4 [Networking]ペインで、[BD]アイコンを [VRF]アイコンにつなげながらキャンバスにドラッグし
ます。[Create Bridge Domain]ダイアログボックスが表示されたら、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [L3 Configurations]タブをクリックします。
c) [Subnets]を展開して [Create Subnet]ダイアログボックスを開き、[Gateway IP]フィールドにサ
ブネットマスクを入力し、[OK]をクリックします。

d) [Submit]をクリックしてブリッジドメインの設定を完了します。

ステップ 5 [Networks]ペインで、[L3]アイコンを [VRF]アイコンにつなげながらキャンバスにドラッグしま
す。[Create Routed Outside]ダイアログボックスが表示されたら、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Nodes And Interfaces Protocol Profiles]を展開して [Create Node Profile]ダイアログボックスを開
きます。

c) [Name]フィールドに、名前を入力します。
d) [Nodes]を展開して [Select Node]ダイアログボックスを開きます。
e) [Node ID]フィールドで、ドロップダウンリストからノードを選択します。
f) [Router ID]フィールドに、ルータ IDを入力します。
g) [Static Routes]を展開して [Create Static Route]ダイアログボックスを開きます。
h) [Prefix]フィールドに、IPv4アドレスまたは IPv6アドレスを入力します。
i) [Next Hop Addresses]を展開し、[Next Hop IP]フィールドに IPv4アドレスまたは IPv6アドレス
を入力します。

j) [Preference]フィールドに数値を入力し、[UPDATE]をクリックしてから [OK]をクリックしま
す。

k) [Select Node]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
l) [Create Node Profile]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
m) 必要に応じてチェックボックス [BGP]、[OSPF]、または [EIGRP]をオンにし、[NEXT]をクリッ
クします。[OK]をクリックしてレイヤ 3の設定を完了します。

L3設定を確認するには、[Navigation]ペインで、[Networking] > [VRFs]の順に展開します。

サーバまたはサービスポリシーの設定

DHCP リレーポリシーの設定
DHCPリレーポリシーは、DHCPクライアントとサーバが異なるサブネット上にある場合に使用
できます。クライアントが配置された vShieldドメインプロファイルとともに ESXハイパーバイ
ザ上にある場合は、DHCPリレーポリシー設定を使用することが必須です。
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vShieldコントローラが Virtual Extensible Local Area Network（VXLAN）を展開すると、ハイパー
バイザホストはカーネル（vmkN、仮想トンネルエンドポイント（VTEP））インターフェイスを
作成します。これらのインターフェイスは、DHCPを使用するインフラストラクチャテナントで
IPアドレスを必要とします。したがって、APICが DHCPサーバとして動作しこれらの IPアドレ
スを提供できるように、DHCPリレーポリシーを設定する必要があります。

ACI fabricは、DHCPリレーとして動作するときに、DHCPオプション 82（DHCP Relay Agent
InformationOption）を、クライアントの代わりに中継するDHCP要求に挿入します。応答（DHCP
オファー）がオプション 82なしで DHCPサーバから返された場合、その応答はファブリックに
よってサイレントにドロップされます。したがって、ACI fabricがDHCPリレーとして動作すると
きは、ACI fabricに接続されたノードを計算するために IPアドレスを提供している DHCPサーバ
はオプション 82をサポートする必要があります。

拡張 GUI を使用した APICインフラストラクチャの DHCP サーバポリシーの設定
•このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。

•アプリケーションEPGで使用されるポートおよびカプセル化は、物理またはVMマネージャ
（VMM）ドメインに属している必要があります。ドメインとのそのような関連付けが確立
されていないと、APICは EPGの展開を続行しますが、エラーを生成します。

• Cisco APICは、IPv4と IPv6の両方のテナントサブネットで DHCPリレーをサポートしま
す。DHCPサーバアドレスには IPv4または IPv6を使用できます。DHCPv6リレーは、ファ
ブリックインターフェイスで IPv6が有効になっており、1つ以上の DHCPv6リレーサーバ
が設定されている場合にのみ、発生します。

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [infra]を選択します。[Navigation]ペインの [Tenant infra]下で、
[Networking] > [Protocol Policies] > [DHCP] > [Relay Policies]を展開します。

ステップ 2 [Relay Policies]を右クリックし、[Create DHCP Relay Policy]をクリックします。

ステップ 3 [Create DHCP Relay Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、DHCPリレープロファイル名（DhcpRelayP）を入力します。
b) [Providers]を展開します。[Create DHCP Provider]ダイアログボックスの [EPG Type]フィールド
で、DHCPサーバがどこで接続されているかによって適切なオプションボタンをクリックしま
す。

c) [Application EPG]領域の [Tenant]フィールドで、ドロップダウンリストから、テナントを選択
します。（infra）

d) [Application Profile]フィールドで、ドロップダウンリストから、アプリケーションを選択しま
す。（access）

e) [EPG]フィールドで、ドロップダウンリストから、EPGを選択します。（デフォルト）
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f) [DHCP Server Address]フィールドに、インフラ DHCPサーバの IPアドレスを入力します。
[Update]をクリックします。

インフラDHCP IPアドレスは、インフラ IPアドレスAPIC1です。vShieldコントロー
ラ設定のために展開する場合は、デフォルトの IPアドレス 10.0.0.1を入力する必要
があります。

（注）

g) [Submit]をクリックします。

DHCPリレーポリシーが作成されます。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Networking] > [Bridge Domains] > [default] > [DHCP Relay Labels]を展開し
ます。

ステップ 5 [DHCP Relay Labels]を右クリックし、[Create DHCP Relay Label]をクリックします。

ステップ 6 [Create DHCP Relay Label]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Scope]フィールドで、テナントのオプションボタンをクリックします。
このアクションにより、[Name]フィールドのドロップダウンリストに、以前に作成したDHCP
リレーポリシーが表示されます。

b) [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、作成した DHCPポリシーの名前を選択し
ます（DhcpRelayP）。

c) [Submit]をクリックします。

DHCPサーバがブリッジドメインに関連付けられます。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Networking] > [Bridge Domains] > [default] > [DHCP Relay Labels]を展開し、
作成された DHCPサーバを表示します。

DNS サービスポリシーの設定
DNSポリシーは、ホスト名で外部サーバ（AAA、RADIUS、vCenter、サービスなど）に接続する
ために必要です。DNSサービスポリシーは共有ポリシーであるため、このサービスを使用するす
べてのテナントと VRFを特定の DNSプロファイルラベルで設定する必要があります。ACIファ
ブリックの DNSポリシーを設定するには、次のタスクを完了する必要があります。

•管理 EPGが DNSポリシー用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このポリシーはスイッチで有効になりません。

• DNSプロバイダーと DNSドメインに関する情報が含まれる DNSプロファイル（デフォル
ト）を作成します。

• DNSプロファイル（デフォルトまたは別の DNSプロファイル）の名前を必要なテナントで
DNSラベルに関連付けます。

テナントごと、VRFごとの DNSプロファイル設定を設定することができます。適切な DNSラベ
ルを使用して、追加の DNSプロファイルを作成して、特定のテナントの特定の VRFに適用でき
ます。たとえば、名前が acmeのDNSプロファイルを作成する場合、テナント設定で acmeのDNS
ラベルを適切な [Networking] > [VRF]ポリシー設定に追加できます。
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インバンド DNS サービスポリシーによる外部宛先の設定
次のように、サービスに対して外部宛先を設定します。

外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

IPアドレスまたは完全
修飾ドメイン名

（FQDN）

APIC

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレスリーフスイッチ

リーフスイッチに直接

接続されます

IPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレススパインスイッチ

次に示すのは、外部サーバのリストです。

• Call Home SMTPサーバ

• Syslogサーバ

• SNMPトラップの宛先

•統計情報のエクスポートの宛先

•エクスポートの設定の宛先

• Techsupportのエクスポートの宛先
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•コアエクスポートの宛先

推奨されるガイドラインは次のとおりです。

•外部サーバは、リーフアクセスポートに接続する必要があります。

•管理ポートの追加の配線を避けるために、リーフスイッチにはインバンド接続を使用しま
す。

•スパインスイッチにはアウトオブバンド管理接続を使用します。スパインスイッチとリー
フスイッチが外部サーバの同じセットに到達できるように、スパインスイッチのこのアウ

トオブバンドネットワークをインバンド管理の仮想ルーティングおよび転送（VRF）機能が
あるリーフポートの 1つに接続します。

•外部サーバには IPアドレスを使用します。

DNS プロファイルの IPv4 または IPv6 の優先順位のポリシー
DNSプロファイルは、IPv4と IPv6のバージョン優先順位の選択をサポートします。ユーザイン
ターフェイスを使用して、優先順位を有効にすることができます。IPv4がデフォルトです。

次の例は、Postman REST APIを使用したポリシーベースの設定を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8”?>
<!— api/node/mo/uni/fabric/dnsp-default.xml —>
<dnsProfile dn="uni/fabric/dnsp-default" IPVerPreference="IPv6" childAction="" descr="" >
</dnsProfile>

gai.confの設定は、宛先アドレス選択を制御します。ファイルには、ラベルテーブル、優先順位
テーブル、IPv4範囲テーブルが含まれます。IPv4または IPv6をもう一方よりも優先付けする変更
は、優先順位テーブルのエントリに含める必要があります。Linuxシステムで多数のフレーバーに
使用されている標準ファイルの内容例を下に示します。ファイルの precedenceラベルの一行でデ
フォルト設定を上書きします。

次の例は、IPv4を IPv6よりも優先させるための gai.confです。
# Generated by APIC
label ::1/128 0
label ::/0 1
label 2002::/16 2
label ::/96 3
label ::ffff:0:0/96 4
precedence ::1/128 50
precedence ::/0 40
precedence 2002::/16 30
precedence ::/96 20
# For APICs prefering IPv4 connections, change the value to 100.
precedence ::ffff:0:0/96 10

デュアルスタック IPv4 および IPv6 DNS サーバ

DNSサーバには、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）のプライマリ DNSレコー
ドがあります。AおよびAAAAレコードは、ドメイン名を特定の IPアドレス（IPv4または IPv6）
と関連付けます。
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ACIファブリックは、IPv4で実行する信頼できるパブリックDNSサーバを使用するように設定で
きます。これらのサーバは、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）で解決および応
答できます。

純粋な IPv6環境では、システム管理者は IPv6 DNSサーバを使用する必要があります。IPv6 DNS
サーバは、/etc/resolv.confに追加することによって有効化されます。

より一般的な環境では、デュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバを使用します。デュアル
スタックの場合、IPv4と IPv6の両方が /etc/resolv.confにリストされます。ただし、デュアルス
タック環境で、単純に IPv6 DNSサーバをリストに追加すると、DNS解決の大きな遅延を引き起
こす可能性があります。これは、デフォルトで IPv6プロトコルが優先されるため、IPv4DNSサー
バに接続できないためです（/etc/resolv.confで最初にリストされている場合）。この解決法は、
IPv4 DNSサーバの前に IPv6 DNSサーバをリストすることです。また、IPv4と IPv6両方のルック
アップで同一ソケットを使用できるようにするために、「options single-request-reopen」を追加し
ます。

IPv6 DNSサーバが最初にリストされているデュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバの
resolv.confの例を次に示します。「single-request-reopen」オプションにも注意してください。
options single-request-reopen
nameserver 2001:4860:4680::8888
nameserver 2001:4860:4680::8844
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

デュアルスタック IPv4 および IPv6 環境

ACIファブリックの管理ネットワークが IPv4と IPv6の両方をサポートする場合、Linuxシステム
アプリケーション（glibc）では、getaddrinfo()が IPv6を最初に返すため、IPv6ネットワークをデ
フォルトで使用します。

ただし、特定の条件下では IPv4アドレスが IPv6アドレスよりも推奨されることがあります。Linux
IPv6スタックには、IPv6にマッピングされた IPv4アドレス（::ffff/96）を使用して、IPv6アドレ
スとしてマッピングされた IPv4アドレスを有効にする機能があります。これは、IPv6対応アプリ
ケーションが IPv4と IPv6両方を受け入れまたは接続するためにシングルソケットのみ使用でき
るようにします。これは /etc/gai.confの getaddrinfo()の glibc IPv6選択項目によって制御されます。

/etc/hostsを使用する場合は glibcが複数のアドレスを返すようにするために、/etc/hostsファイルに
「multi on」を追加する必要があります。追加しないと、最初に一致したものだけを返す場合があ
ります。

アプリケーションが IPv4と IPv6の両方が存在するかどうかを認識していない場合、異なるアド
レスファミリを使用するフォールバック試行が実行されないことがあります。このようなアプリ

ケーションでは、フォールバックの実装が必要な場合があります。

拡張 GUI を使用した DNS プロバイダーと接続するための DNS サービスポリシーの
設定

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
150

拡張 GUI の使用
DNS サービスポリシーの設定

http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/products-configuration-examples-list.html


はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。[Navigation]ペインで、[Global Policies]
> [DNS Profiles]を展開し、デフォルトの DNSプロファイルをクリックします。

ステップ 2 [Work]ペインの [Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリストから、適切な管理 EPG
（デフォルト（Out-of-Band））を選択します。

ステップ 3 [DNS Providers]を展開し、次の操作を実行します。
a) [Address]フィールドに、プロバイダーアドレスを入力します。
b) [Preferred]カラムで、優先するプロバイダーとしてこのアドレスが必要な場合は、チェックボッ
クスをオンにします。

優先するプロバイダーは 1つだけ指定できます。
c) [Update]をクリックします。
d) （任意） セカンダリ DNSプロバイダーを追加するには、[DNS Providers]を展開し、[Address]
フィールドで、プロバイダーアドレスを入力します。[Update]をクリックします。

ステップ 4 [DNS Domains]を展開し、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、ドメイン名（cisco.com）を入力します。
b) [Default]カラムで、チェックボックスをオンにしてこのドメインをデフォルトドメインにしま
す。

デフォルトとして指定できるドメイン名は 1つだけです。
c) [Update]をクリックします。
d) （任意） セカンダリ DNSドメインを追加するには、[DNS Domains]を展開します。[Address]
フィールドに、セカンダリドメイン名を入力します。[Update]をクリックします。

ステップ 5 [Submit]をクリックします。
DNSサーバが設定されます。

ステップ 6 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]をクリックします。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Networking] > [VRF] > [oob]の順に展開し、[oob]をクリックします。

ステップ 8 [Work]ペインの [Properties]下で、[DNS labels]フィールドに、適切な DNSラベル（デフォルト）
を入力します。[Submit]をクリックします。
DNSプロファイルラベルがテナントおよび VRFで設定されました。
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CLI を使用して、DNS プロファイルが設定されファブリックコントローラスイッチ
に適用されているかを確認する

手順

ステップ 1 デフォルトの DNSプロファイルの設定を確認します。

例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/fabric-policies/global-policies/dns-profiles/default
admin@apic1:default> cat summary
# dns-profile
name : default
description : added via CLI by tdeleon@cisco.com
ownerkey :
ownertag :

dns-providers:
address preferred
-------------- ---------
10.44.124.122 no
10.70.168.183 no
10.37.87.157 no
10.102.6.247 yes
dns-domains:
name default description
--------- ------- -----------
cisco.com yes
management-epg : tenants/mgmt/node-management-epgs/default/out-of-band/default

ステップ 2 DNSラベルの設定を確認します。

例：
admin@apic1:default> cd
/aci/tenants/mgmt/networking/private-networks/oob/dns-profile-labels/default
admin@apic1:default> cat summary
# dns-lbl
name : default
description :
ownerkey :
ownertag :
tag : yellow-green

ステップ 3 適用された設定がファブリックコントローラで動作していることを確認します。

例：
admin@apic1:~> cat /etc/resolv.conf
# Generated by IFC
search cisco.com
nameserver 10.102.6.247
nameserver 10.44.124.122
nameserver 10.37.87.157
nameserver 10.70.168.183
admin@apic1:~> ping www.cisco.com
PING origin-www.cisco.com (72.163.4.161) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=1 ttl=238 time=35.4 ms
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=2 ttl=238 time=29.0 ms
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=3 ttl=238 time=29.2 ms

ステップ 4 適用された設定がリーフおよびスパインスイッチで動作していることを確認します。
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例：
leaf1# cat /etc/resolv.conf
search cisco.com
nameserver 10.102.6.247
nameserver 10.70.168.183
nameserver 10.44.124.122
nameserver 10.37.87.157
leaf1# cat /etc/dcos_resolv.conf
# DNS enabled
leaf1# ping www.cisco.com
PING origin-www.cisco.com (72.163.4.161): 56 data bytes
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=0 ttl=238 time=29.255 ms
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=1 ttl=238 time=29.212 ms
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=2 ttl=238 time=29.343 ms

テナントの外部接続の設定
スタティックルート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（ACI）ファブリッ
ク上の他のリーフスイッチに配布する前に、マルチプロトコル BGP（MP-BGP）プロセスが最初
に動作していて、スパインスイッチが BGPルートリフレクタとして設定されている必要があり
ます。

ACIファブリックを外部ルーテッドネットワークに統合するために、管理テナントのレイヤ 3接
続に対し Open Shortest Path First（OSPF）を設定できます。

拡張 GUI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [BGPRoute Reflector default]を展開し、[BGPRoute
Reflector default]を右クリックし、[Create Route Reflector Node Policy EP]をクリックします。

ステップ 3 [Create Route Reflector Node Policy EP]ダイアログボックスで、[Spine Node]ドロップダウンリスト
から、適切なスパインノードを選択します。[Submit]をクリックします。

必要に応じてスパインノードを追加するには、上記の手順を繰り返してくださ

い。

（注）

スパインスイッチがルートリフレクタノードとしてマークされます。

ステップ 4 [BGP Route Reflector default]プロパティ領域で、[Autonomous System Number]フィールドで、適切
な番号を選択します。[Submit]をクリックします。
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自律システム番号は、Border Gateway Protocol（BGP）がルータに設定されている場合
は、リーフが接続されたルータ設定に一致する必要があります。スタティックまたは

OpenShortest Path First（OSPF）を使用して学習されたルートを使用している場合は、自
律システム番号値を任意の有効な値にできます。

（注）

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Policy Groups]を展開して右クリックし、[Create POD Policy Group]をク
リックします。

ステップ 6 [Create POD Policy Group]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに、ポッドポリシーグルー
プの名前を入力します。

ステップ 7 [BGPRoute Reflector Policy]ドロップダウンリストで、適切なポリシー（デフォルト）を選択しま
す。[Submit]をクリックします。
BGPルートリフレクタのポリシーは、ルートリフレクタのポッドポリシーグループに関連付け
られ、BGPプロセスはリーフスイッチでイネーブルになります。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Profiles] > [default]の順に選択します。[Work]ペインで、
[Fabric PolicyGroup]ドロップダウンリストから、前に作成されたポッドポリシーを選択します。
[Submit]をクリックします。
ポッドポリシーグループが、ファブリックポリシーグループに適用されました。

MP-BGP ルートリフレクタ設定の確認

手順

ステップ 1 次の操作を実行して、設定を確認します。

a) セキュアシェル（SSH）を使用して、必要に応じて各リーフスイッチへの管理者としてログ
インします。

b) show processes | grep bgpコマンドを入力して、状態が Sであることを確認します。
状態が NR（実行していない）である場合は、設定が正常に行われませんでした。

ステップ 2 次の操作を実行して、自律システム番号がスパインスイッチで設定されていることを確認しま

す。

a) SSHを使用して、必要に応じて各スパインスイッチへの管理者としてログインします。
b) シェルウィンドウから次のコマンドを実行します。

例：
cd /mit/sys/bgp/inst

例：
grep asn summary

設定した自律システム番号が表示される必要があります。自律システム番号の値が 0と表示され
る場合は、設定が正常に行われませんでした。

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
154

拡張 GUI の使用
MP-BGP ルートリフレクタ設定の確認



拡張 GUI を使用した管理テナントの OSPF 外部ルーテッドネットワー
クを作成する

•ルータ IDと論理インターフェイスプロファイルの IPアドレスが異なっていて重複していな
いことを確認します。

•次の手順は、管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークを作成するためのもので
す。テナントのOSPF外部ルーテッドネットワークを作成するには、テナントを選択し、テ
ナント用の VRFを作成する必要があります。

•詳細については、トランジットルーティングに関する KB記事も参照してください。

このタスク例のビデオを視聴するには、Videos Webpageを参照してください。（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Networking] > [External Routed Networks]を展開します。

ステップ 3 [External Routed Networks]を右クリックし、[Create Routed Outside]をクリックします。

ステップ 4 [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、名前（RtdOut）を入力します。
b) [OSPF]チェックボックスをオンにします。
c) [OSPF Area ID]フィールドに、エリア IDを入力します。
d) [OSPF Area Control]フィールドで、適切なチェックボックスをオンにします。
e) [OSPF Area Type]フィールドで、適切なエリアタイプを選択します。
f) [OSPF Area Cost]フィールドで、適切な値を選択します。
g) [VRF]フィールドのドロップダウンリストから、VRF（inb）を選択します。

このステップでは、ルーテッド Outsideをインバンド VRFに関連付けま
す。

（注）

h) [External Routed Domain]ドロップダウンリストから、適切なドメインを選択します。
i) [Nodes and Interfaces Protocol Profiles]領域の [+]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [Create Node Profile]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、ノードプロファイルの名前を入力します（borderLeaf）。
b) [Nodes]フィールドで、[+]アイコンをクリックして [Select Node]ダイアログボックスを表示し
ます。

c) [Node ID]フィールドで、ドロップダウンリストから、最初のノードを選択します（leaf1）。
d) [Router ID]フィールドに、一意のルータ IDを入力します。
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e) [Use Router ID as Loopback Address]フィールドをオフにします。
デフォルトでは、ルータ IDがループバックアドレスとして使用されます。これらが
異なるようにする場合は、[Use Router ID as Loopback Address]チェックボックスをオ
フにします。

（注）

f) [LoopbackAddresses]を展開し、[IP]フィールドに IPアドレスを入力します。[Update]をクリッ
クし、[OK]をクリックします。
希望する IPv4または IPv6の IPアドレスを入力します。

g) [Nodes]フィールドで、[+]アイコンを展開して [Select Node]ダイアログボックスを表示しま
す。

2つ目のノード IDを追加しま
す。

（注）

h) [Node ID]フィールドで、ドロップダウンリストから、次のノードを選択します（leaf2）。
i) [Router ID]フィールドに、一意のルータ IDを入力します。
j) [Use Router ID as Loopback Address]フィールドをオフにします。

デフォルトでは、ルータ IDがループバックアドレスとして使用されます。これらが
異なるようにする場合は、[Use Router ID as Loopback Address]チェックボックスをオ
フにします。

（注）

k) [LoopbackAddresses]を展開し、[IP]フィールドに IPアドレスを入力します。[Update]をクリッ
クし、[OK]をクリックします。[OK]をクリックします。
希望する IPv4または IPv6の IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [Create Node Profile]ダイアログボックスで、[OSPF Interface Profiles]領域の [+]アイコンをクリッ
クします。

ステップ 7 [Create Interface Profile]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、プロファイルの名前（portProf）を入力します。
b) [Interfaces]領域で、[Routed Interfaces]タブをクリックし、[+]アイコンをクリックします。
c) [Select Routed Interfaces]ダイアログボックスの [Path]フィールドで、ドロップダウンリストか
ら、最初のポート（leaf1、ポート 1/40）を選択します。

d) [IP Address]フィールドに、IPアドレスとマスクを入力します。[OK]をクリックします。
e) [Interfaces]領域で、[Routed Interfaces]タブをクリックし、[+]アイコンをクリックします。
f) [Select Routed Interfaces]ダイアログボックスの [Path]フィールドで、ドロップダウンリストか
ら、2つ目のポート（leaf2、ポート 1/40）を選択します。

g) [IP Address]フィールドに、IPアドレスとマスクを入力します。[OK]をクリックします。
この IPアドレスは、前に leaf1に入力した IPアドレスと異なっている必要がありま
す。

（注）

h) [Create Interface Profile]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

インターフェイスが OSPFインターフェイスとともに設定されます。

ステップ 8 [Create Node Profile]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 9 [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、[Next]をクリックします。
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[Step 2 External EPG Networks]領域が表示されます。

ステップ 10 [External EPG Networks]領域で、[+]アイコンをクリックします。

ステップ 11 [Create External Network]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、外部ネットワークの名前（extMgmt）を入力します。
b) [Subnet]を展開し、[Create Subnet]ダイアログボックスの [IP address]フィールドに、サブネッ
トの IPアドレスとマスクを入力します。

c) [Scope]フィールドで、目的のチェックボックスをオンにします。[OK]をクリックします。
d) [Create External Network]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
e) [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、[Finish]をクリックします。

[Work]ペインで、[External Routed Networks]領域に、外部ルーテッドネットワーク
のアイコン（RtdOut）が表示されるようになりました。

（注）

アプリケーションポリシーの展開

Three-Tier アプリケーションの展開
フィルタは、フィルタを含む契約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。

契約には、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。

契約は、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。契約が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。

アプリケーションプロファイルでは、APICがその後ネットワークおよびデータセンターのイン
フラストラクチャで自動的にレンダリングするアプリケーション要件をモデル化することができ

ます。アプリケーションプロファイルでは、管理者がインフラストラクチャの構成要素ではなく

アプリケーションの観点から、リソースプールにアプローチすることができます。アプリケー

ションプロファイルは、互いに論理的に関連する EPGを保持するコンテナです。EPGは同じア
プリケーションプロファイル内の他の EPGおよび他のアプリケーションプロファイル内の EPG
と通信できます。

アプリケーションポリシーを展開するには、必要なアプリケーションプロファイル、フィルタ、

および契約を作成する必要があります。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契約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契約を消費して、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。

図 12：Three-Tier アプリケーションの図

http 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での http用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。

http のフィルタパラメータ名

http名前

2エントリの数

Dport-80

Dport-443
エントリ名

IPEthertype

tcp

tcp
プロトコル

http

https
宛先ポート
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rmi および sql 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での rmiおよび sql用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。

sql のフィルタrmi のフィルタパラメータ名

sqlrmi名前

11エントリの数

Dport-1521Dport-1099エントリ名

IPIPEthertype

tcptcpプロトコル

15211099宛先ポート

アプリケーションプロファイルデータベースの例

この例のアプリケーションプロファイルデータベースは次のとおりです。

消費される契約提供される契約EPG

rmiWebWeb

sqlrmiapp

--sqldb

GUI を使用したアプリケーションポリシーの展開

GUI を使用したフィルタの作成
3つの個別のフィルタを作成します。この例では、HTTP、RMI、SQLです。このタスクでは、
HTTPフィルタを作成する方法を示します。このタスクは、他のフィルタを作成するタスクと同
じです。

はじめる前に

テナント、ネットワーク、およびブリッジドメインが作成されていることを確認します。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS]を選択します。[Navigation]ペインで、[tenant] > [Security Policies]
を展開し、[Filters]を右クリックして、[Create Filter]をクリックします。

[Navigation]ペインで、フィルタを追加するテナントを展開しま
す。

（注）

ステップ 2 [Create Filter]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、フィルタ名（http）を入力します。
b) [Entries]を展開し、[Name]フィールドに、名前（Dport-80）を入力します。
c) [EtherType]ドロップダウンリストから、EtherType（IP）を選択します。
d) [IP Protocol]ドロップダウンリストから、プロトコル（tcp）を選択します。
e) [Destination Port/Range]ドロップダウンリストから、[From]フィールドと [To]フィールドで、

[http]を選択します。（http）
f) [Update]をクリックし、[Submit]をクリックします。
新しく追加されたフィルタが、[Navigation]ペインと [Work]ペインに表示されます。

ステップ 3 [Name]フィールドの [Entries]を展開します。同じプロセスを実行して、別のエントリを宛先ポー
トとして HTTPSで追加し、[Update]をクリックします。
この新しいフィルタルールが追加されます。

ステップ 4 さらに 2つのフィルタ（rmiおよび sql）を作成し、rmiおよび sql用のフィルタを作成するパラ
メータ, （61ページ）に示すパラメータを使用するには、上記手順の同じプロセスを実行しま
す。

GUI を使用した契約の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS]と実行するテナント名を選択します。[Navigation]ペインで、[tenant]
> [Security Policies]を展開します。

ステップ 2 [Contracts] > [Create Contract]を右クリックします。

ステップ 3 [Create Contract]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、契約名（web）を入力します。
b) [Subjects]の横の [+]記号をクリックし、新しいサブジェクトを追加します。
c) [Create Contract Subject]ダイアログボックスで、[Name]フィールドにサブジェクト名を入力し
ます。（web）

d) この手順では、契約のサブジェクトで前に作成されたフィルタを関連付けま

す。

（注）

[Filter Chain]領域で、[Filters]の横の [+]記号をクリックします。
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e) ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューから、フィルタ名（http）を選択し、[Update]
をクリックします。

ステップ 4 [Create Contract Subject]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 5 この手順と同じステップに従って、rmiと sql用の契約をさらに 2つ作成します。rmi契約の場合
は rmiサブジェクトを選択し、sqlの場合は sqlサブジェクトを選択します。

GUI を使用したアプリケーションプロファイルの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS]を選択します。[Navigation]ペインで、テナントを展開し、[Application
Profiles]を右クリックし、[Create Application Profile]をクリックします。

ステップ 2 [Create Application Profile]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに、アプリケーションプロ
ファイル名（OnlineStore）を追加します。

GUI を使用した EPG の作成
EPGが使用するポートは、VMマネージャ（VMM）ドメインまたは EPGに関連付けられた物理
ドメインのいずれか 1つに属している必要があります。

手順

ステップ 1 [EPGs]を展開します。[Create Application EPG]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、EPGの名前（db）を追加します。
b) [BridgeDomain]フィールドで、ドロップダウンリストからブリッジドメイン（bd1）を選択し
ます。

c) [Associate toVMDomainProfiles]チェックボックスをオンにします。[Next]をクリックします。
d) [Step 2 for Specify the VM Domains]領域で、[Associate VM Domain Profiles]を展開し、ドロップ
ダウンリストから目的のVMMドメインを選択します。[Update]をクリックし、[OK]をクリッ
クします。

ステップ 2 [Create Application Profile]ダイアログボックスで、EPGをさらに 2つ作成します。3つの EPGは、
同じブリッジドメインおよびデータセンター内の db、app、および webである必要があります。
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GUI を使用した契約の消費と提供
EPG間のポリシー関係を作成するために、前に作成した契約を関連付けることができます。

提供するコントラクトと使用するコントラクトに名前を付けるときは、提供するコントラクトと

使用するコントラクトの両方に同じ名前を付けてください。

手順

ステップ 1 db、app、および web EPGは、アイコンで表示されま
す。

（注）

APIC GUIウィンドウをクリックして db EPGから app EPGにドラッグします。
[Add Consumed Contract]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、sql契約を選択します。[OK]をクリックしま
す。

この手順により、db EPGは sql契約を提供でき、app EPGは sql契約を消費することができます。

ステップ 3 APIC GUI画面をクリックして、app ePGから web EPGにドラッグします。
[Add Consumed Contract]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、rmi契約を選択します。[OK]をクリックしま
す。

この手順により、app EPGは rmi契約を提供でき、web EPGは rmi契約を消費することができま
す。

ステップ 5 web EPGのアイコンをクリックし、[Provided Contracts]領域の [+]記号をクリックします。
[Add Provided Contract]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、web契約を選択します。[OK]をクリックし
ます。[Submit]をクリックします。
OnlineStoreと呼ばれる 3層アプリケーションプロファイルが作成されました。

ステップ 7 確認するには、[Navigation]ペインで、[Application Profiles]下の [OnlineStore]に移動してクリック
します。

[Work]ペインで、3つの EPG app、dbおよび webが表示されていることを確認できます。

ステップ 8 [Work]ペインで、[Operational] > [Contracts]を選択します。
消費/提供される順番で表示された EPGと契約を確認できます。
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第 6 章

REST API の使用

この章の内容は、次のとおりです。

• APICの準備の例について, 163 ページ

• APICによるスイッチ検出, 163 ページ

• ネットワークタイムプロトコルの設定, 167 ページ

• ユーザアカウントの作成, 170 ページ

• 管理アクセスの追加, 173 ページ

• VMMドメインの設定, 184 ページ

• テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成, 192 ページ

• サーバまたはサービスポリシーの設定, 193 ページ

• テナントの外部接続の設定, 199 ページ

• アプリケーションポリシーの展開, 202 ページ

APICの準備の例について
このマニュアルのいくつかの例の手順には、パラメータ名が含まれています。これらのパラメー

タ名は、便宜上理解しやすいように例として提供されるもので、それらを使用する必要はありま

せん。

APICによるスイッチ検出
APICは、ACIファブリックの一部であるすべてのスイッチに対する自動プロビジョニングおよび
管理の中心となるポイントです。単一のデータセンターには、複数の ACIファブリックを組み込
むことができます。各データセンターは、自身のAPICクラスタとファブリックの一部であるCisco
Nexus 9000シリーズスイッチを持つことができます。スイッチが単一の APICクラスタによって
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のみ管理されるようにするには、各スイッチがファブリックを管理するその特定の APICクラス
タに登録される必要があります。

APICは、現在管理している任意のスイッチに直接接続されている新規スイッチを検出します。ク
ラスタ内の各 APICインスタンスは、直接接続されているリーフスイッチのみを最初に検出しま
す。リーフスイッチが APICで登録されると、APICはリーフスイッチに直接接続されているす
べてのスパインスイッチを検出します。各スパインスイッチが登録されると、その APICはその
スパインスイッチに接続されているすべてのリーフスイッチを検出します。このカスケード化さ

れた検出により、APICは簡単なわずかな手順でファブリックトポロジ全体を検出することがで
きます。

APICクラスタによるスイッチ登録

スイッチを登録する前に、ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、適切な設

定で起動されていることを確認します。シャーシの設置については、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
products-installation-guides-list.htmlを参照してください。

（注）

スイッチが APICで登録されると、そのスイッチは APICで管理されるファブリックインベント
リの一部となります。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（ACI
ファブリック）を使用すると、APICはインフラストラクチャ内のスイッチのプロビジョニング、
管理、およびモニタリングのシングルポイントとなります。

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

REST API を使用した未登録スイッチの登録

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

手順

スイッチを登録します。

例：
POST: https://<apic-ip>/api/node/mo/uni/controller.xml
<fabricNodeIdentPol>
<fabricNodeIdentP serial="FGE173900ZD" name="leaf1" nodeId="101"/>
<fabricNodeIdentP serial="FGE1740010A" name="leaf2" nodeId="102"/>
<fabricNodeIdentP serial="FGE1740010H" name="spine1" nodeId="203"/>
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<fabricNodeIdentP serial="FGE1740011B" name="spine2" nodeId="204"/>
</fabricNodeIdentPol>

APICからのスイッチ検出の検証とスイッチ管理
スイッチが APICで登録された後、APICはファブリックトポロジディスカバリを自動的に実行
し、ネットワーク全体のビューを取得し、ファブリックトポロジ内のすべてのスイッチを管理し

ます。

各スイッチは、個々にアクセスせずに、APICから設定、モニタ、およびアップグレードできま
す。

REST API を使用した登録済みスイッチの検証

手順

REST APIを使用してスイッチの登録を検証します。

例：
GET: https://<apic-ip>/api/node/class/topSystem.xml?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata>

<topSystem address="10.0.0.1" dn="topology/pod-1/node-1/sys" fabricId="1" id="1"
name="apic1"

oobMgmtAddr="10.30.13.44" podId="1" role="apic" serial="" state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>

<topSystem address="10.0.0.2" dn="topology/pod-1/node-2/sys" fabricId="1" id="2"
name="apic2"

oobMgmtAddr="10.30.13.45" podId="1" role="apic" serial="" state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>

<topSystem address="10.0.0.3" dn="topology/pod-1/node-3/sys" fabricId="1" id="3"
name="apic3"

oobMgmtAddr="10.30.13.46" podId="1" role="apic" serial="" state="in-service"
systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>

<topSystem address="10.0.98.127" dn="topology/pod-1/node-101/sys" fabricId="1" id="101"

name="leaf1" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="leaf" serial="FOX-270308"
state="in-service"

systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.98.124" dn="topology/pod-1/node-102/sys" fabricId="1" id="102"

name="leaf2" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="leaf" serial="FOX-270308"
state="in-service"

systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.98.125" dn="topology/pod-1/node-203/sys" fabricId="1" id="203"

name="spine2" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="spine" serial="FOX-616689"
state="in-service"

systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
<topSystem address="10.0.98.126" dn="topology/pod-1/node-204/sys" fabricId="1" id="204"

name="spine1" oobMgmtAddr="0.0.0.0" podId="1" role="spine" serial="FOX-616689"
state="in-service"

systemUpTime="00:00:00:02.199" .../>
</imdata>
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ファブリックトポロジの検証

すべてのスイッチがAPICクラスタに登録された後、APICはファブリック内のすべてのリンクお
よび接続を自動的に検出し、その結果トポロジ全体を検出します。

REST API を使用したファブリックトポロジの検証

手順

REST APIを使用して、ファブリックトポロジを検証します。

例：

ユーザリファレンスの識別子は次のとおりです。

• n1 =最初のノードの識別子

• s1 =最初のノードのスロット

• p1 =スロット s1のポート

• n2 = 2番目のノードの識別子

• s2 = 2番目のノードのスロット

• p2 =スロット s2のポート

GET: https://<apic-ip>/api/node/class/fabricLink.xml?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata>

<fabricLink dn="topology/lnkcnt-19/lnk-18-1-50-to-19-5-2" n1="18" n2="19" p1="50" p2="2"
s1="1" s2="5" status="" .../>

<fabricLink dn="topology/lnkcnt-20/lnk-18-1-49-to-20-5-1" n1="18" n2="20" p1="49" p2="1"
s1="1" s2="5" status="" .../>

<fabricLink dn="topology/lnkcnt-3/lnk-18-1-1-to-3-1-1" n1="18" n2="3" p1="1" p2="1"
s1="1" s2="1" status="" .../>

<fabricLink dn="topology/lnkcnt-19/lnk-17-1-49-to-19-5-1" n1="17" n2="19" p1="49" p2="1"
s1="1" s2="5" status="" .../>

<fabricLink dn="topology/lnkcnt-20/lnk-17-1-50-to-20-5-2" n1="17" n2="20" p1="50" p2="2"
s1="1" s2="5" status="" .../>

<fabricLink dn="topology/lnkcnt-1/lnk-17-1-1-to-1-1-1" n1="17" n2="1" p1="1" p2="1"
s1="1" s2="1" status="" .../>

<fabricLink dn="topology/lnkcnt-2/lnk-17-1-2-to-2-1-1" n1="17" n2="2" p1="2" p2="1"
s1="1" s2="1" status="" .../>
</imdata>

VM 管理でのアンマネージドスイッチの接続
VMコントローラ（たとえば、vCenter）によって管理されているホストは、レイヤ 2スイッチを
介してリーフポートに接続できます。必要な唯一の前提条件は、レイヤ 2スイッチを管理アドレ
スで設定することです。この管理アドレスは、スイッチに接続されているポート上で Link Layer
Discovery Protocol（LLDP）または Cisco Discovery Protocol（CDP）によってアドバタイズされる
必要があります。レイヤ2スイッチは、APICによって自動的に検出され、管理アドレスで識別さ
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れます。次の図は、[Fabric] > [Inventory]ビューにアンマネージドスイッチを表示する APIC GUI
を示します。

図 13：APICファブリックインベントリのアンマネージドレイヤ 2 スイッチ

ネットワークタイムプロトコルの設定

時刻同期と NTP
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）ファブリックにおいて、時
刻の同期は、モニタリング、運用、トラブルシューティングなどの多数のタスクが依存している

重要な機能です。クロック同期は、トラフィックフローの適切な分析にとって重要であり、複数

のファブリックノード間でデバッグとフォールトのタイムスタンプを関連付けるためにも重要で

す。

1つ以上のデバイスでオフセットが生じると、多くの一般的な運用問題を適切に診断して解決す
る機能がブロックされる可能性があります。また、クロック同期によって、アプリケーションの

ヘルススコアが依存しているACIの内蔵アトミックカウンタ機能をフル活用できます。時刻同期
が存在しない場合や不適切に設定されている場合でも、エラーやヘルススコアの低下が引き起こ

されるわけではありません。これらの機能を適切に使用できるように、ファブリックやアプリケー

ションを完全に展開する前に、時刻同期を設定する必要があります。デバイスのクロックを同期

させる最も一般的な方法は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用することです。

NTPを設定する前に、どの管理 IPアドレススキームを ACIファブリックに配置するかを検討し
てください。すべての ACIノードと Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の管理を設
定するために、インバンド管理とアウトオブバンド管理の 2つのオプションがあります。ファブ
リックに対して選択した管理オプションに応じて、NTPの設定が異なります。時刻同期の展開に
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関するもう 1つの考慮事項は、時刻源の場所です。プライベート内部時刻または外部パブリック
時刻の使用を決定する際は、時刻源の信頼性について慎重に検討する必要があります。

インバンドおよびアウトオブバンドの管理 NTP

（注） •管理EPGがNTPサーバ用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このサーバはスイッチで設定されません。

•インバンド管理アクセスおよびアウトオブバンド管理アクセスについては、本書の「管
理アクセスの追加」という項を参照してください。

•アウトオブバンド管理NTP：ACIファブリックをアウトオブバンド管理とともに展開する場
合、ファブリックの各ノードは、スパイン、リーフ、および APICクラスタの全メンバーを
含めて、ACIファブリックの外部から管理されます。この IP到達可能性を活用することで、
各ノードは一貫した時刻源として同じ NTPサーバに個々に照会することができます。NTP
を設定するには、アウトオブバンド管理のエンドポイントグループを参照する日付時刻ポリ

シーを作成する必要があります。日付時刻ポリシーは 1つのポッドに限定され、ACIファブ
リック内のプロビジョニングされたすべてのポッドに展開する必要があります。現在は、ACI
ファブリックあたり 1つのポッドのみが許可されます。

•インバンド管理 NTP：ACIファブリックをインバンド管理とともに展開する場合は、ACIの
インバンド管理ネットワーク内から NTPサーバへの到達可能性を検討します。ACIファブ
リック内で使用されるインバンド IPアドレッシングには、ファブリックの外部から到達でき
ません。インバンド管理されているファブリックの外部のNTPサーバを使用するには、その
通信を可能にするポリシーを作成します。インバンド管理ポリシーの設定に使用される手順

は、アウトオブバンド管理ポリシーの確立に使用される手順と同じです。違いは、ファブ

リックが NTPサーバに接続できるようにする方法です。

NTP over IPv6
NTP over IPv6アドレスは、ホスト名とピアアドレスでサポートされます。gai.confも、IPv4アド
レスのプロバイダーまたはピアの IPv6アドレスが優先されるように設定できます。ユーザは、IP
アドレス（インストールまたは優先順位よって IPv4、IPv6、または両方）を提供することによっ
て解決できるホスト名を設定できます。

REST API を使用した NTP の設定

手順

ステップ 1 NTPを設定します。
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例：
POST url: https://APIC-IP/api/node/mo/uni/fabric/time-test.xml

<imdata totalCount="1">
<datetimePol adminSt="enabled" authSt="disabled" descr="" dn="uni/fabric/time-CiscoNTPPol"

name="CiscoNTPPol" ownerKey="" ownerTag="">
<datetimeNtpProv descr="" keyId="0" maxPoll="6" minPoll="4" name="10.10.10.11"

preferred="yes">
<datetimeRsNtpProvToEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-default"/>

</datetimeNtpProv>
</datetimePol>

</imdata>

ステップ 2 デフォルトの日付と時刻のポリシーをポッドポリシーグループに追加します。

例：

POST url: https://APIC-IP/api/node/mo/uni/fabric/funcprof/podpgrp-calo1/rsTimePol.xml

POST payload: <imdata totalCount="1">
<fabricRsTimePol tnDatetimePolName=“CiscoNTPPol”>
</fabricRsTimePol>
</imdata>

ステップ 3 ポッドポリシーグループをデフォルトのポッドプロファイルに追加します。

例：
POST url:
https://APIC-IP/api/node/mo/uni/fabric/podprof-default/pods-default-typ-ALL/rspodPGrp.xml

payload: <imdata totalCount="1">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-calo1" status="created">
</fabricRsPodPGrp>
</imdata>

GUI を使用した NTP の動作の確認

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [Date and Time] > [ntp_policy] > [server_name]の
順に選択します。

ntp_policyは前に作成したポリシーです。[Host Name]フィールドまたは [IP address]フィールドで
は IPv6アドレスがサポートされます。入力したホスト名に IPv6アドレスが設定されている場合、
IPv6アドレスが IPv4アドレスより優先されるように実装する必要があります。

ステップ 3 [Work]ペインで、サーバの詳細を確認します。
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CLI を使用した、各ノードに導入された NTP ポリシーの確認

手順

ステップ 1 ファブリックの APICに SSH接続します。

ステップ 2 attachコマンドを入力して Tabキーを 2回押し、使用可能なノードの名前をすべて表示します。

例：
admin@apic1:~> attach <Tab> <Tab>

ステップ 3 APICへのアクセスに使用したのと同じパスワードを使用して、ノードのいずれかにログインしま
す。

例：
admin@apic1:~> attach node_name

ステップ 4 NTPピアのステータスを表示します。

例：
leaf-1# show ntp peer-status

到達可能な NTPサーバの IPアドレスの前にはアスタリスク（*）が付き、遅延がゼロ以外の値に
なります。

ステップ 5 ステップ 3および 4を繰り返し、ファブリック内の各ノードを確認します。

ユーザアカウントの作成

ローカルユーザの設定

初期の設定スクリプトで、管理者アカウントが設定され、管理者はシステム起動時の唯一のユー

ザとなります。APICは、きめ細かなロールベースのアクセスコントロールシステムをサポート
しており、そのシステムでは、権限が少ない管理者以外のユーザを含め、ユーザアカウントをさ

まざまなロールで作成することができます。

リモートユーザの設定

ローカルユーザを設定する代わりに、APICを一元化された企業クレデンシャルのデータセンター
に向けることができます。APICは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、Active
Directory、RADIUS、および TACACS+をサポートしています。
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外部認証プロバイダーを通じて認証されたリモートユーザを設定するには、次の前提条件を満た

す必要があります。

• DNS設定は、RADIUSサーバのホスト名ですでに名前解決されている必要があります。

•管理サブネットを設定する必要があります。

REST API を使用したローカルユーザの設定

手順

ローカルユーザを作成します。

例：
URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni/userext.xml
POST CONTENT:

<aaaUser name="operations" phone="" pwd="<strong_password>" >
<aaaUserDomain childAction="" descr="" name="all" rn="userdomain-all" status="">

<aaaUserRole childAction="" descr="" name="Ops" privType="writePriv"/>
</aaaUserDomain>

</aaaUser>

外部認証サーバの AV ペア
Cisco属性/値（AV）ペアを既存のユーザレコードに追加して、ユーザ権限を APICコントローラ
に伝播することができます。Cisco AVペアは、APICユーザに対してロールベースアクセスコン
トロール（RBAC）のロールと権限を指定するために使用する単一の文字列です。オープンRADIUS
サーバ（/etc/raddb/users）の設定例は次のとおりです。
aaa-network-admin Cleartext-Password := "<password>"
Cisco-avpair = "shell:domains = all/aaa/read-all(16001)"

Cisco AV ペアが欠落しているか不良であるリモートユーザのデフォルトの動作の変
更

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]の順にクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインの [Properties]領域で、[Remote user login policy]ドロップダウンリストから、[Assign
Default Role]を選択します。
デフォルト値は [No Login]です。[Assign Default Role]オプションは、Cisco AVペアが欠落してい
るか不良であるユーザに最小限の読み取り専用権限を割り当てます。不正なAVペアは、解析ルー
ル適用時に問題があった AVペアです。
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AV ぺアを割り当てるためのベストプラクティス
ベストプラクティスとして、シスコは、bashシェルでユーザに割り当てられるAVペアには16000
～ 23999の範囲の一意の UNIXユーザ IDを割り当てることを推奨します（SSH、Telnetまたは
Serial/KVMのコンソールを使用）。Cisco AVペアが UNIXユーザ IDを提供しない状況が発生す
ると、そのユーザにはユーザ ID 23999または範囲内の類似した番号が割り当てられます。これに
より、そのユーザのホームディレクトリ、ファイル、およびプロセスに UNIX ID 23999を持つリ
モートユーザがアクセスできるようになってしまいます。

外部認証サーバの AV ペアの設定
属性/値（AV）のペア文字列のカッコ内の数字は、セキュアシェル（SSH）または Telnetを使用
してログインしたユーザの UNIXユーザ IDとして使用されます。

手順

外部認証サーバの AVペアを設定します。
Cisco AVペアの定義は次のとおりです（シスコは、UNIXユーザ IDが指定されているかどうかに
かかわらず AVペアをサポートします）。

例：
* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2

* shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2(8101)

These are the boost regexes supported by APIC:
uid_regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})(\\(\\d+\\))$");
regex("shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})$");

次に、例を示します。

shell:domains = coke/tenant-admin/read-all,pepsi//read-all(16001)

REST API を使用したリモートユーザの設定

手順

ステップ 1 RADIUSプロバイダーを作成します。

例：
URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni/userext/radiusext.xml
POST Content:
<aaaRadiusProvider name="radius-auth-server.org.com" key="test123" />

ステップ 2 ログインドメインを作成します。
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例：
URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni/userext.xml
POST Content:
<aaaLoginDomain name="rad"> <aaaDomainAuth realm="radius"/> </aaaLoginDomain>

管理アクセスの追加
APICコントローラには、管理ネットワークに到達するルートが 2つあります。1つはインバンド
管理インターフェイスを使用し、もう 1つはアウトオブバンド管理インターフェイスを使用しま
す。

•インバンド管理アクセス：APICおよび ACIファブリックへのインバンド管理接続を設定で
きます。APICがリーフスイッチと通信するときに APICによって使用される VLANを最初
に設定し、次に VMMサーバがリーフスイッチとの通信に使用する VLANを設定します。

•アウトオブバンド管理アクセス：APICおよび ACIファブリックへのアウトオブバンド管理
接続を設定できます。アウトオブバンドエンドポイントグループ（EPG）に関連付けられる
アウトオブバンド契約を設定し、外部ネットワークプロファイルにその契約を接続します。

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。（注）

APICコントローラは、インバンド管理インターフェイスが設定されている場合は、アウトオブバ
ンド管理インターフェイスを通してインバンド管理インターフェイスを常に選択します。アウト

オブバンド管理インターフェイスは、インバンド管理インターフェイスが設定されていない場合、

または宛先アドレスが APICのアウトオブバンド管理サブネットと同じサブネットにある場合に
のみ使用されます。この動作は、変更または再設定できません。

APIC管理インターフェイスは IPv6アドレスをサポートしないため、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。

インバンドまたはアウトオブバンドの管理テナントで外部管理インスタンスプロファイルを設定

しても、ファブリック全体の通信ポリシーで設定されているプロトコルには影響しません。外部

管理インスタンスプロファイルで指定されているサブネットおよびコントラクトは、HTTP/HTTPS
または SSH/Telnetには影響しません。

IPv4/IPv6 アドレスおよびインバンドポリシー
インバンド管理アドレスは、ポリシーによってのみ（Postman REST API、NX-OSスタイル CLI、
または GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、インバンド管理アドレス
は、各ノードに静的に設定する必要があります。
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アウトオブバンドポリシーの IPv4/IPv6 アドレス
アウトオブバンド管理アドレスは、ブートストラップ時に、またはポリシーを使用して（Postman
RESTAPI、NX-OSスタイルCLI、GUI）APICコントローラにプロビジョニングできます。また、
アウトオブバンド管理アドレスは、各ノードに静的にまたはクラスタ全体にアドレスの範囲

（IPv4/IPv6）を指定することによって設定する必要があります。IPアドレスは、範囲からクラス
タ内のノードにランダムに割り当てられます。

管理アクセスの設定

REST API を使用したインバンド管理アクセスの設定
インバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。スタティック
設定を使用した IPv6設定がサポートされます（インバンドとアウトバンドの両方）。IPv4および
IPv6のインバンドおよびアウトオブバンドのデュアル設定は、スタティック設定を使用する場合
にのみサポートされます。詳細については、「Configuring StaticManagement Access in Cisco APIC」
の KB記事を参照してください。

手順

ステップ 1 VLANネームスペースを作成します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/uni.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<!-- Static VLAN range -->
<fvnsVlanInstP name="inband" allocMode="static">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-10" to="vlan-11"/>

</fvnsVlanInstP>
</infraInfra>

</polUni>

ステップ 2 物理ドメインを作成します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/uni.xml -->
<polUni>
<physDomP name="inband">
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-inband-static"/>

</physDomP>
</polUni>

ステップ 3 インバンド管理用のセレクタを作成します。
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例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="vmmNodes">
<infraLeafS name="leafS" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-vmmPorts"/>

</infraNodeP>

<!-- Assumption is that VMM host is reachable via eth1/40. -->
<infraAccPortP name="vmmPorts">
<infraHPortS name="portS" type="range">
<infraPortBlk name="block1"

fromCard="1" toCard="1"
fromPort="40" toPort="40"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-inband" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraNodeP name="apicConnectedNodes">
<infraLeafS name="leafS" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="102"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-apicConnectedPorts"/>

</infraNodeP>

<!-- Assumption is that APIC is connected to eth1/1. -->
<infraAccPortP name="apicConnectedPorts">
<infraHPortS name="portS" type="range">
<infraPortBlk name="block1"

fromCard="1" toCard="1"
fromPort="1" toPort="3"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-inband" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="inband">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-inband"/>

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>

<infraAttEntityP name="inband">
<infraRsDomP tDn="uni/phys-inband"/>

</infraAttEntityP>
</infraInfra>

</polUni>

ステップ 4 インバンドブリッジドメインとエンドポイントグループ（EPG）を設定します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<!-- Configure the in-band management gateway address on the

in-band BD. -->
<fvBD name="inb">
<fvSubnet ip="10.13.1.254/24"/>
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</fvBD>

<mgmtMgmtP name="default">
<!-- Configure the encap on which APICs will communicate on the

in-band network. -->
<mgmtInB name="default" encap="vlan-10">
<fvRsProv tnVzBrCPName="default"/>

</mgmtInB>
</mgmtMgmtP>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 5 アドレスプールを作成します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<!-- Adresses for APIC in-band management network -->
<fvnsAddrInst name="apicInb" addr="10.13.1.254/24">
<fvnsUcastAddrBlk from="10.13.1.1" to="10.13.1.10"/>

</fvnsAddrInst>

<!-- Adresses for switch in-band management network -->
<fvnsAddrInst name="switchInb" addr="10.13.1.254/24">
<fvnsUcastAddrBlk from="10.13.1.101" to="10.13.1.120"/>

</fvnsAddrInst>
</fvTenant>

</polUni>

IPv6のダイナミックアドレスプールはサポートされていませ
ん。

（注）

ステップ 6 管理グループを作成します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<!-- Management node group for APICs -->
<mgmtNodeGrp name="apic">
<infraNodeBlk name="all" from_="1" to_="3"/>
<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-apic"/>

</mgmtNodeGrp>

<!-- Management node group for switches-->
<mgmtNodeGrp name="switch">
<infraNodeBlk name="all" from_="101" to_="104"/>
<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-switch"/>

</mgmtNodeGrp>

<!-- Functional profile -->
<infraFuncP>
<!-- Management group for APICs -->
<mgmtGrp name="apic">
<!-- In-band management zone -->
<mgmtInBZone name="default">
<mgmtRsInbEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-default"/>
<mgmtRsAddrInst tDn="uni/tn-mgmt/addrinst-apicInb"/>

</mgmtInBZone>
</mgmtGrp>
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<!-- Management group for switches -->
<mgmtGrp name="switch">
<!-- In-band management zone -->
<mgmtInBZone name="default">
<mgmtRsInbEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-default"/>
<mgmtRsAddrInst tDn="uni/tn-mgmt/addrinst-switchInb"/>

</mgmtInBZone>
</mgmtGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>

</polUni>

IPv6のダイナミックアドレスプールはサポートされていませ
ん。

（注）

REST API を使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定
アウトオブバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。

はじめる前に

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

ステップ 1 アウトオブバンド契約を作成します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<!-- Contract -->
<vzOOBBrCP name="oob-default">

<vzSubj name="oob-default">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="default" />

</vzSubj>
</vzOOBBrCP>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 2 アウトオブバンド契約をアウトオブバンド EPGに関連付けます。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<mgmtMgmtP name="default">
<mgmtOoB name="default">

<mgmtRsOoBProv tnVzOOBBrCPName="oob-default" />
</mgmtOoB>

</mgmtMgmtP>
</fvTenant>

</polUni>
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ステップ 3 アウトオブバンド契約を外部管理 EPGに関連付けます。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<mgmtExtMgmtEntity name="default">
<mgmtInstP name="oob-mgmt-ext">

<mgmtRsOoBCons tnVzOOBBrCPName="oob-default" />
<!-- SUBNET from where switches are managed -->
<mgmtSubnet ip="10.0.0.0/8" />

</mgmtInstP>
</mgmtExtMgmtEntity>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 4 管理アドレスプールを作成します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<fvnsAddrInst name="switchOoboobaddr" addr="172.23.48.1/21">
<fvnsUcastAddrBlk from="172.23.49.240" to="172.23.49.244"/>

</fvnsAddrInst>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 5 ノード管理グループを作成します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<polUni>
<infraInfra>

<infraFuncP>
<mgmtGrp name="switchOob">

<mgmtOoBZone name="default">
<mgmtRsAddrInst tDn="uni/tn-mgmt/addrinst-switchOoboobaddr" />
<mgmtRsOobEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default" />

</mgmtOoBZone>
</mgmtGrp>

</infraFuncP>
<mgmtNodeGrp name="switchOob">

<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-switchOob" />
<infraNodeBlk name="default" from_="101" to_="103" />

</mgmtNodeGrp>
</infraInfra>

</polUni>
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REST API を使用した APICコントローラの IP アドレスの変更

手順

APICコントローラの IPアドレスを変更します。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<infraFuncP>
<mgmtGrp name="mgmtGroupApic">
<mgmtOoBZone name="mgmtOobZoneApic">
<mgmtRsOobEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default"/>
<mgmtRsAddrInst tDn="uni/tn-mgmt/addrinst-oobAddrApic"/>

</mgmtOoBZone>
</mgmtGrp>

</infraFuncP>
<mgmtNodeGrp name="mgmtNodeGroupApic">
<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-mgmtGroupApic"/>
<infraNodeBlk name="default" from_="1" to_="1"/>

</mgmtNodeGrp>
</infraInfra>

</polUni>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<fvnsAddrInst name="oobAddrApic" addr="172.23.48.1/21">
<fvnsUcastAddrBlk from="172.23.48.16" to="172.23.48.16"/>

</fvnsAddrInst>
</fvTenant>

</polUni>

次の作業

• APICコントローラに再接続するには、新しい IPアドレスを使用する必要があります。

•新しい IPアドレスがコントローラに割り当てられたら、コントローラの古い IPアドレスを
削除する必要があります。

既存の IP tables 機能をミラーリングする IPv6 の変更
すべての IPv6は、ネットワークアドレス変換（NAT）を除いて、既存の IP tables機能をミラーリ
ングします。

既存の IP tables

1 以前は、IPv6テーブルのすべてのルールが一度に1つずつ実行され、すべてのルールの追加ま
たは削除に対してシステムコールが行われていました。
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2 新しいポリシーが追加されるたびに、ルールが既存の IP tablesファイルに追加され、ファイル
への追加変更は行われませんでした。

3 新しい送信元ポートがアウトオブバンドポリシーで設定されると、同じポート番号で送信元と

宛先のルールを追加しました。

IP tables への変更

1 IP tablesが作成されると、はじめにハッシュマップに書き込まれ、次に中間ファイル IP tables-new
に書き込まれてこれが復元されます。保存すると、新しい IP tablesファイルが /etc/sysconfig/
フォルダに作成されます。これら両方のファイルは同じ場所にあります。すべてのルールにシ

ステムコールを行う代わりに、ファイルを復元および保存している時にのみシステムコール

を行う必要があります。

2 ルールを追加する代わりに新しいポリシーがファイルに追加されると、hashmapsにデフォルト
ポリシーをロードし、新しいポリシーを確認し、hashmapsに追加することによって、IPテー
ブルがゼロから作成されます。その後、中間ファイル（/etc/sysconfig/iptables-new）に書き込ま
れて保存されます。

3 アウトオブバンドポリシーのルールの送信元ポートだけを設定することはできません。宛先

ポートまたは送信元ポートいずれかを宛先ポートとともにルールに追加できます。

4 新しいポリシーが追加されると、新しいルールが IP tablesファイルに追加されます。このルー
ルは、IP tablesデフォルトルールのアクセスフローを変更します。
-A INPUT -s <OOB Address Ipv4/Ipv6> -j apic-default

5 新しいルールが追加された場合、これは IP tables-newファイルに存在して IP tablesファイルに
は存在せず、IP tables-newファイルにエラーがあることを意味します。復元が正常な場合に限
り、ファイルが保存され、新しいルールを IP tablesファイルで確認できます。

（注） • IPv4のみ有効な場合、IPv6ポリシーを設定しないでください。

• IPv6のみ有効な場合、IPv4ポリシーを設定しないでください。

• IPv4と IPv6の両方が有効な場合にポリシーが追加されると、両方のバージョンに設定さ
れます。したがって、IPv4サブネットを追加すると IP tablesに追加され、同様に IPv6サ
ブネットは IPv6 tablesに追加されます。

管理接続モード

アウトオブバンドとインバンド管理接続が設定されているかどうかに応じて、アウトオブバンド

またはインバンドネットワークを使用する外部エンティティへの接続を確立します。vCenterServer
などの外部エンティティへの接続を確立するには次の 2つのモードを使用できます。
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•レイヤ 2管理接続：外部エンティティがレイヤ 2を使用してリーフノードに接続されている
場合は、このモードを使用します。

•レイヤ 3管理接続：外部エンティティがレイヤ 3を使用してルータを介してリーフノードに
接続されている場合は、このモードを使用します。リーフは、外部エンティティに到達可能

なルータに接続されます。

（注） •インバンド IPアドレス範囲は、リーフノードからファブリックの外への
レイヤ 3接続で使用される IPアドレス範囲から分離して異なっている必
要があります。

•レイヤ 3インバンド管理の設計では、トポロジ内のスパインファブリッ
クノードへのインバンド管理アクセスは提供されません。

次の図は、接続の確立に使用可能な 2つのモードを示します。

図 14：レイヤ 2 およびレイヤ 3 管理接続の例

REST API を使用したレイヤ 2 管理接続の設定

名前 vmmがこのタスクで文字列の例として使用されます。（注）

ポリシーは、Tenant-mgmt下で次のオブジェクトを作成します。

次のようにブリッジドメイン（vmm）および次の関連オブジェクトを作成します。
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•このブリッジドメイン内で、この IPプレフィクス（192.168.64.254/18）でサブネットオブ
ジェクトを作成します。この IPアドレス（192.168.64.254）は、従来のスイッチ設定でスイッ
チ仮想インターフェイス（SVI）として通常使用されるブリッジドメインに割り当てられま
す。

•インバンドネットワーク（ctx）への関連付けを作成します。

次のように関連オブジェクトを有するアプリケーションプロファイル（vmm）と管理 EPG
（vmmMgmt）を作成します。

•ブリッジドメイン（vmm）への関連付けを作成します。

•この EPGを leaf1に展開するポリシーを作成します。この EPGに使用されるカプセル化は
vlan-11です。

はじめる前に

vCenterドメインプロファイルを作成する前に、インバンド管理ネットワークを使用して外部ネッ
トワークを確立するための接続を確立する必要があります。

管理接続ポリシーの一部として設定された IPアドレス範囲がACIファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IPアドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順

リーフポートに接続されるルータを使用して、APICから外部ルートへの接続を確立できます。

例：
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<fvBD name="vmm">
<fvRsCtx tnFvCtxName="inb"/>
<fvSubnet ip='192.168.64.254/18'/>

</fvBD>

<fvAp name="vmm">
<fvAEPg name="vmmMgmt">
<fvRsBd tnFvBDName="vmm" />
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]" encap="vlan-11"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="default"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-inband"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

REST API を使用したレイヤ 3 管理接続の設定
名前 vmmがこのタスクで文字列の例として使用されます。

ポリシーは、Tenant-mgmt下で次のオブジェクトを作成します。
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•次の手順でルーテッド外部ポリシー（vmm）を作成します。

1 レイヤ 3外部ネットワークインスタンスプロファイルオブジェクト（vmmMgmt）を作
成します。

2 ネクストホップルータ 192.168.62.2の IPアドレスでリモートネットワーク
（192.168.64.0/18）のルートを作成します。

3 leaf1に接続されている論理ノードプロファイルオブジェクト（borderLeaf）を作成しま
す。

4 IPアドレス 192.168.62.1/30のルーテッドインターフェイス 1/40でポートプロファイル
（portProfile1）を作成します。

5 インバンドネットワーク（ctx）への関連付けを作成します。

はじめる前に

管理接続ポリシーの一部として設定された IPアドレス範囲がACIファブリックで使用されるイン
フラストラクチャの IPアドレス範囲と重複していないことを確認します。

手順

リーフポートに接続されるルータを使用して、APICから外部ルートへの接続を確立できます。

例：
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
POST
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<l3extOut name="vmm">
<l3extInstP name="vmmMgmt">

<l3extSubnet ip="192.168.0.0/16" />
<fvRsCons tnVzBrCPName="default" />

</l3extInstP>
<l3extLNodeP name="borderLeaf">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="1.2.3.4">
<ipRouteP ip="192.168.64.0/18">

<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2" />
</ipRouteP>

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="portProfile">

<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
ifInstT="l3-port" addr="192.168.62.1/30" />

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="inb" />

</l3extOut>
</fvTenant>

</polUni>

管理接続の検証

この検証プロセスは、レイヤ 2とレイヤ 3の両方のモードに適用され、APICGUI、RESTAPI、ま
たは CLIを使用して確立される接続を確認するために使用できます。
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管理接続を確立するための手順を完了したら、APICコンソールにログインします。到達可能な
vCenter Serverの IPアドレス（たとえば、192.168.81.2）に pingを送り、その pingが機能すること
を確認します。この操作は、ポリシーが正常に適用されたことを示します。

VMM ドメインの設定

仮想マシンネットワーキングポリシーの設定

APICは、サードパーティのVMマネージャ（VMM）（VMware vCenterおよび SCVMMなど）と
統合し、ACIの利点を仮想化されたインフラストラクチャに拡張します。APICによって、VMM
システム内の ACIポリシーをその管理者が使用できるようになります。

ここでは、VMware vCenterおよび vShieldを使用する VMM統合の例を示します。シスコ ACIと
VMM統合の異なるモードに関する詳細については、『ACI Virtualization Guide』を参照してくだ
さい。

VM マネージャについて

vCenterとの統合のために必要なAPICの設定に関する情報を次に示します。VMwareコンポー
ネントの設定手順については、VMwareのマニュアルを参照してください。

（注）

次は、VMマネージャの用語の詳細情報です。

• VMコントローラは、VMware vCenterや VMware vShieldなどの、外部仮想マシン管理エン
ティティです。APICは、コントローラと通信し、仮想ワークロードに適用されるネットワー
クポリシーを公開します。VMコントローラの管理者は、APIC管理者に VMコントローラ
の認証クレデンシャルを提供します。同じタイプの複数のコントローラが同じクレデンシャ

ルを使用できます。

•クレデンシャルは、VMコントローラと通信するための認証クレデンシャルを表します。複
数のコントローラが同じクレデンシャルを使用できます。

•仮想マシンのモビリティドメイン（vCenterのモビリティドメイン）は、同様のネットワー
キングポリシー要件を持つVMコントローラのグループです。この必須コンテナは、VLAN
プールなどのためのポリシー、サーバ/ネットワークMTUポリシー、またはサーバ/ネット
ワークアクセス LACPポリシーとともに 1つ以上のVMコントローラを保持します。エンド
ポイントグループがvCenterドメインに関連付けられると、ネットワークポリシーがvCenter
ドメイン内のすべての VMコントローラにプッシュされます。

•プールは、トラフィックのカプセル化 IDの範囲を表します（たとえば、VLAN ID、VNID、
マルチキャストアドレスなど）。プールは共有リソースで、VMMなどの複数のドメインお
よびレイヤ 4～レイヤ 7のサービスで消費できます。リーフスイッチは、重複した VLAN
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プールをサポートしていません。異なる重複したVLANプールをVMMドメインと関連付け
ることはできません。VLANベースのポートには、次の 2種類があります。

•ダイナミックプール：APICによって内部的に管理され、エンドポイントグループ
（EPG）の VLANを割り当てます。vCenterドメインはダイナミックプールのみに関連
付けることができます。

•スタティックプール：EPGにはドメインとの関係があり、ドメインにはプールとの関
係があります。プールには、さまざまなカプセル化された VLANおよび VXLANが含
まれます。スタティック EPG導入環境の場合、ユーザはインターフェイスとカプセル
化を定義します。カプセル化は、EPGが関連付けられているドメインに関連付けられた
プールの範囲内である必要があります。

•導入する VMware vCenterでは、VLANモードまたは VXLANモードで動作する必要があり
ます。VMMドメインは VLANプールに関連付け、vShieldは vCenterに関連付ける必要があ
ります。

接続可能エンティティプロファイルについて

接続エンティティプロファイル

ACIファブリックにより、リーフポートを通じて baremetalサーバ、ハイパーバイザ、レイヤ 2ス
イッチ（たとえば、Cisco UCSファブリックインターコネクト）、レイヤ 3ルータ（たとえば、
Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ）などのさまざまな外部エンティティに接続する複数の接続
ポイントが提供されます。 これらの接続ポイントは、リーフスイッチ上の物理ポート、ポート

チャネル、または仮想ポートチャネル（vPC）にすることができます。

接続可能エンティティプロファイル（AEP）は、同様のインフラストラクチャポリシー要件を持
つ外部エンティティのグループを表します。インフラストラクチャポリシーは、物理インター

フェイスポリシーで構成され、たとえば Cisco Discovery Protocol（CDP）、Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）、最大伝送単位（MTU）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）などがあ
ります。

VMマネージャ（VMM）ドメインは、AEPに関連付けられたインターフェイスポリシーグルー
プから物理インターフェイスポリシーを自動的に取得します。

• AEPでオーバーライドポリシーを VMMドメイン用の別の物理インターフェイスポリシー
を指定するために使用できます。このポリシーは、ハイパーバイザが中間レイヤ 2ノードを
介してリーフスイッチに接続され、異なるポリシーがリーフスイッチおよびハイパーバイ

ザの物理ポートで要求される場合に役立ちます。たとえば、リーフスイッチとレイヤ 2ノー
ド間で LACPを設定できます。同時に、AEPオーバーライドポリシーで LACPをディセー
ブルにすることで、ハイパーバイザとレイヤ 2スイッチ間の LACPをディセーブルにできま
す。

AEPは、リーフスイッチで VLANプールを展開するのに必要です。異なるリーフスイッチ間で
カプセル化プール（たとえば VLAN）を再利用することができます。AEPは、（ドメインに関連
付けられた）VLANプールの範囲を物理インフラストラクチャに暗黙的に提供します。
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（注） • AEPは、リーフ上で VLANプール（および関連 VLAN）をプロビジョニングします。
VLANはポートでは実際にイネーブルになっていません。EPGがポートに展開されてい
ない限り、トラフィックは流れません。

• AEPを使用して VLANプールを展開しないと、EPGがプロビジョニングされても VLAN
はリーフポートでイネーブルになりません。

◦リーフポートで静的にバインディングしている EPGイベントに基づいて、または
VMware vCenterなどの外部コントローラからの VMイベントに基づいて、特定の
VLANがリーフポート上でプロビジョニングされるかイネーブルになります。

◦ EPGで VMMカプセル化を静的に設定する場合は、スタティックプールを使用する
必要があります。静的割り当てと動的割り当てを組み合わせる場合は、ダイナミッ

クプールを作成し、スタティックモードでそのプール内にブロックを追加します。

•リーフスイッチは、重複した VLANプールをサポートしていません。異なる重複した
VLANプールをドメインを介して関連付けられる同一の AEPに関連付けることはできま
せん。

LLDPおよびCDPの設定の詳細については、本ガイドのブレードサーバとの連携に関する章を参
照してください。

VMM ドメインプロファイルを作成するための前提条件
VMMドメインプロファイルを設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。

•すべてのファブリックノードが検出され、設定されている。

•インバンド（inb）またはアウトオブバンド（oob）管理が APIC上で設定されている。

• Virtual Machine Manager（VMM）がインストールされ、設定されて、inb/oob管理ネットワー
ク（たとえば、vCenter）経由で到達可能である。

• VMMの管理者とルートのクレデンシャルがある（vCenterなど）。

vCenterの管理者とルートのクレデンシャルを使用しない場合は、必要な最小
アクセス許可を持つカスタムユーザアカウントを作成できます。必要なユー

ザ権限のリストについては、最小VMware vCenter権限を持つカスタムユーザ
アカウント, （43ページ）を参照してください。

（注）

• IPアドレスではなくホスト名で VMMを参照する予定がある場合は、APICの DNSポリシー
を設定する必要があります。

• VMware vShieldのドメインプロファイルを作成している場合は、DHCPサーバとリレーポ
リシーを設定する必要があります。
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最小 VMware vCenter 権限を持つカスタムユーザアカウント
CiscoAPICからvCenterを設定するには、vCenterで次の最小権限セットが許可されるクレデンシャ
ルである必要があります。

•アラーム

•分散スイッチ

• dvPortグループ

•フォルダ

•ホスト

◦詳細設定

◦ローカル操作.再構成済み仮想マシン

◦ネットワーク設定

•ネットワーク

•仮想マシン

◦仮想マシン.構成.デバイス設定の変更

◦仮想マシン.構成.設定

これにより、APICは vCenterに VMware APIコマンドを送信して、DVS/AVSの作成、VMKイン
ターフェイス（AVS）の作成、ポートグループの発行および必要なすべてのアラートのリレーを
行うことができます。

VMM ドメインプロファイルの作成
この項では、VMMドメインの例は、vCenterドメインまたは vCenterおよび vShieldドメインで
す。

REST API を使用した vCenter ドメインプロファイルの作成

手順

ステップ 1 VMMドメイン名、コントローラおよびユーザクレデンシャルを設定します。

例：
POST URL: https://<api-ip>/api/node/mo/.xml
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<polUni>
<vmmProvP vendor="VMware">
<!-- VMM Domain -->
<vmmDomP name="productionDC">
<!-- Association to VLAN Namespace -->
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-VlanRange-dynamic"/>
<!-- Credentials for vCenter -->
<vmmUsrAccP name="admin" usr="administrator" pwd="admin" />
<!-- vCenter IP address -->
<vmmCtrlrP name="vcenter1" hostOrIp="<vcenter ip address>" rootContName="<Datacenter Name
in vCenter>">
<vmmRsAcc tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/usracc-admin"/>
</vmmCtrlrP>
</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 2 VLANネームスペースの導入用の接続可能エンティティプロファイルを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<infraInfra>
<infraAttEntityP name="profile1">
<infraRsDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 3 インターフェイスポリシーグループおよびセレクタを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<infraInfra>
<infraAccPortP name="swprofile1ifselector">

<infraHPortS name="selector1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="3">
</infraPortBlk>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-group1" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="group1">

<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-profile1" />
</infraAccPortGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>

ステップ 4 スイッチプロファイルを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<infraInfra>
<infraNodeP name="swprofile1">

<infraLeafS name="selectorswprofile11718" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="101"/>
<infraNodeBlk name="single1" from_="102" to_="102"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-swprofile1ifselector"/>

</infraNodeP>
</infraInfra>

ステップ 5 VLANプールを設定します。
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例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/node/mo/.xml

<polUni>
<infraInfra>
<fvnsVlanInstP name="VlanRange" allocMode="dynamic">

<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-100" to="vlan-400"/>
</fvnsVlanInstP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 6 設定されたすべてのコントローラとそれらの動作状態を検索します。

例：
GET:
https://<apic-ip>/api/node/class/compCtrlr.xml?
<imdata>
<compCtrlr apiVer="5.1" ctrlrPKey="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/ctrlr-vcenter1"
deployIssues="" descr="" dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1" domName="
productionDC"
hostOrIp="esx1" mode="default" model="VMware vCenter Server 5.1.0 build-756313"
name="vcenter1" operSt="online" port="0" pwd="" remoteOperIssues="" scope="vm"
usr="administrator" vendor="VMware, Inc." ... />
</imdata>

ステップ 7 「ProductionDC」という VMMドメイン下の「vcenter1」という名前の vCenterをハイパーバイザ
と VMで検索します。

例：
GET:
https://<apic-ip>/api/node/mo/comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1.xml?query-target=children

<imdata>
<compHv descr="" dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1/hv-host-4832" name="esx1"
state="poweredOn" type="hv" ... />
<compVm descr="" dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1/vm-vm-5531" name="AppVM1"
state="poweredOff" type="virt" .../>
<hvsLNode dn="comp/prov-VMware/ctrlr-productionDC-vcenter1/sw-dvs-5646" lacpEnable="yes"
lacpMode="passive" ldpConfigOperation="both" ldpConfigProtocol="lldp" maxMtu="1500"
mode="default" name="apicVswitch" .../>
</imdata>

REST API を使用した vCenter および vShield ドメインプロファイルの作
成

手順

ステップ 1 VLANプールを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<polUni>
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<infraInfra>
<fvnsVlanInstP name="vlan1" allocMode="dynamic">

<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-100" to="vlan-400"/>
</fvnsVlanInstP>

</infraInfra>
</polUni>

ステップ 2 vCenterドメインを作成し、VLANプールを割り当てます。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml
<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">
<vmmDomP name="productionDC">
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-vlan1-dynamic"/>
</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 3 インフラストラクチャ VLANの導入用の接続可能エンティティプロファイルを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<infraInfra>
<infraAttEntityP name="profile1">

<infraRsDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC"/>
<infraProvAcc name="provfunc"/>

</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 4 インターフェイスポリシーグループおよびセレクタを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<infraInfra>
<infraAccPortP name="swprofile1ifselector">

<infraHPortS name="selector1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="3">
</infraPortBlk>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-group1" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="group1">

<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-profile1" />
</infraAccPortGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>

ステップ 5 スイッチプロファイルを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<infraInfra>
<infraNodeP name="swprofile1">

<infraLeafS name="selectorswprofile11718" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="101"/>
<infraNodeBlk name="single1" from_="102" to_="102"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-swprofile1ifselector"/>

</infraNodeP>
</infraInfra>

ステップ 6 コントローラのクレデンシャルを作成します。
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例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">
<vmmDomP name="productionDC">

<vmmUsrAccP name="vcenter_user" usr="administrator" pwd="default"/>
<vmmUsrAccP name="vshield_user" usr="admin" pwd="default"/>

</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 7 vCenterコントローラを作成します。

例：
<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">

<vmmDomP name="productionDC">
<vmmCtrlrP name="vcenter1" hostOrIp="172.23.50.85" rootContName="Datacenter1">

<vmmRsAcc tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/usracc-vcenter_user"/>
</vmmCtrlrP>

</vmmDomP>
</vmmProvP>

ステップ 8 VXLANプールおよびマルチキャストアドレス範囲を作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<infraInfra>
<fvnsVxlanInstP name="vxlan1">

<fvnsEncapBlk name="encap" from="vxlan-6000" to="vxlan-6200"/>
</fvnsVxlanInstP>
<fvnsMcastAddrInstP name="multicast1">

<fvnsMcastAddrBlk name="mcast" from="224.0.0.1" to="224.0.0.20"/>
</fvnsMcastAddrInstP>

</infraInfra>

ステップ 9 vShieldコントローラを作成します。

例：
POST URL: https://<apic-ip>/api/policymgr/mo/uni.xml

<vmmProvP dn="uni/vmmp-VMware">
<vmmDomP name="productionDC">

<vmmCtrlrP name="vshield1" hostOrIp="172.23.54.62" scope="iaas">
<vmmRsAcc tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/usracc-vshield_user"/>
<vmmRsVmmCtrlrP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-productionDC/ctrlr-vcenter1"/>
<vmmRsVxlanNs tDn="uni/infra/vxlanns-vxlan1"/>
<vmmRsMcastAddrNs tDn="uni/infra/maddrns-multicast1"/>

</vmmCtrlrP>
</vmmDomP>

</vmmProvP>
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テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

テナントの概要

•テナントには、承認されたユーザのドメインベースのアクセスコントロールをイネーブルに
するポリシーが含まれます。承認されたユーザは、テナント管理やネットワーキング管理な

どの権限にアクセスできます。

•ユーザは、ドメイン内のポリシーにアクセスしたりポリシーを設定するには読み取り/書き込
み権限が必要です。テナントユーザは、1つ以上のドメインに特定の権限を持つことができ
ます。

•マルチテナント環境では、リソースがそれぞれ分離されるように、テナントによりグループ
ユーザのアクセス権限が提供されます（エンドポイントグループやネットワーキングなどの

ため）。これらの権限では、異なるユーザが異なるテナントを管理することもできます。

テナントの作成

テナントには、最初にテナントを作成した後に作成できるフィルタ、契約、ブリッジドメイン、

およびアプリケーションプロファイルなどのプライマリ要素が含まれます。

VRF およびブリッジドメイン
テナントの VRFおよびブリッジドメインを作成および指定できます。定義されたブリッジドメ
イン要素のサブネットは、対応するレイヤ 3コンテキストを参照します。

IPv6ネイバー探索の有効化の詳細については、関連 KB記事、「KB: Creating a Tenant, VRF, and
Bridge Domain with IPv6 Neighbor Discovery」を参照してください。

REST API を使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

手順

ステップ 1 テナントを作成します。

例：
POST <IP>/api/mo/uni.xml
<fvTenant name="ExampleCorp"/>

POSTが成功すると、出力に作成したオブジェクトが表示されます。

ステップ 2 VRFおよびブリッジドメインを作成します。
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ゲートウェイアドレスは、IPv4または IPv6アドレスにすることができます。IPv6ゲー
トウェイアドレスの詳細については、関連する KB記事「KB: Creating a Tenant, VRF,
and Bridge Domain with IPv6 Neighbor Discovery」を参照してください。

（注）

例：
URL for POST: https://<apic-ip>/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

<fvTenant name="ExampleCorp">
<fvCtx name="pvn1"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="pvn1"/>
<fvSubnet ip="10.10.100.1/24"/>

</fvBD>
</fvTenant>

外部ルーテッドを設定するときにパブリックサブネットがある場合は、ブリッジドメ

インを外部設定と関連付ける必要があります。

（注）

サーバまたはサービスポリシーの設定

DHCP リレーポリシーの設定
DHCPリレーポリシーは、DHCPクライアントとサーバが異なるサブネット上にある場合に使用
できます。クライアントが配置された vShieldドメインプロファイルとともに ESXハイパーバイ
ザ上にある場合は、DHCPリレーポリシー設定を使用することが必須です。

vShieldコントローラが Virtual Extensible Local Area Network（VXLAN）を展開すると、ハイパー
バイザホストはカーネル（vmkN、仮想トンネルエンドポイント（VTEP））インターフェイスを
作成します。これらのインターフェイスは、DHCPを使用するインフラストラクチャテナントで
IPアドレスを必要とします。したがって、APICが DHCPサーバとして動作しこれらの IPアドレ
スを提供できるように、DHCPリレーポリシーを設定する必要があります。

ACI fabricは、DHCPリレーとして動作するときに、DHCPオプション 82（DHCP Relay Agent
InformationOption）を、クライアントの代わりに中継するDHCP要求に挿入します。応答（DHCP
オファー）がオプション 82なしで DHCPサーバから返された場合、その応答はファブリックに
よってサイレントにドロップされます。したがって、ACI fabricがDHCPリレーとして動作すると
きは、ACI fabricに接続されたノードを計算するために IPアドレスを提供している DHCPサーバ
はオプション 82をサポートする必要があります。

REST API を使用した APICインフラストラクチャの DHCP サーバポリシーの設定
•このタスクは、vShieldドメインプロファイルを作成するユーザの前提条件です。

•アプリケーションEPGで使用されるポートおよびカプセル化は、物理またはVMマネージャ
（VMM）ドメインに属している必要があります。ドメインとのそのような関連付けが確立
されていないと、APICは EPGの展開を続行しますが、エラーを生成します。
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• Cisco APICは、IPv4と IPv6の両方のテナントサブネットで DHCPリレーをサポートしま
す。DHCPサーバアドレスには IPv4または IPv6を使用できます。DHCPv6リレーは、ファ
ブリックインターフェイスで IPv6が有効になっており、1つ以上の DHCPv6リレーサーバ
が設定されている場合にのみ、発生します。

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

インフラストラクチャテナントの DHCPサーバポリシーとして APICを設定します。
このリレーポリシーは、接続エンティティプロファイルの設定を使用した接続された

ハイパーバイザであるすべてのリーフポートにプッシュされます。接続エンティティ

プロファイルによる設定の詳細については、VMMドメインプロファイルの作成に関連
する例を参照してください。

（注）

例：
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

POST URL:
https://APIC-IP/api/mo/uni.xml

<fvTenant name="infra">

<dhcpRelayP name="DhcpRelayP" owner="tenant">
<dhcpRsProv tDn="uni/tn-infra/ap-access/epg-default" addr="10.0.0.1" />

</dhcpRelayP>

<fvBD name="default">
<dhcpLbl name="DhcpRelayP" owner="tenant"/>

</fvBD>

</fvTenant>
</polUni>

DNS サービスポリシーの設定
DNSポリシーは、ホスト名で外部サーバ（AAA、RADIUS、vCenter、サービスなど）に接続する
ために必要です。DNSサービスポリシーは共有ポリシーであるため、このサービスを使用するす
べてのテナントと VRFを特定の DNSプロファイルラベルで設定する必要があります。ACIファ
ブリックの DNSポリシーを設定するには、次のタスクを完了する必要があります。

•管理 EPGが DNSポリシー用に設定されていることを確認してください。設定されていない
場合、このポリシーはスイッチで有効になりません。

• DNSプロバイダーと DNSドメインに関する情報が含まれる DNSプロファイル（デフォル
ト）を作成します。

• DNSプロファイル（デフォルトまたは別の DNSプロファイル）の名前を必要なテナントで
DNSラベルに関連付けます。
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テナントごと、VRFごとの DNSプロファイル設定を設定することができます。適切な DNSラベ
ルを使用して、追加の DNSプロファイルを作成して、特定のテナントの特定の VRFに適用でき
ます。たとえば、名前が acmeのDNSプロファイルを作成する場合、テナント設定で acmeのDNS
ラベルを適切な [Networking] > [VRF]ポリシー設定に追加できます。

インバンド DNS サービスポリシーによる外部宛先の設定
次のように、サービスに対して外部宛先を設定します。

外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

IPアドレスまたは完全
修飾ドメイン名

（FQDN）

APIC

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレスリーフスイッチ

リーフスイッチに直接

接続されます

IPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレススパインスイッチ

次に示すのは、外部サーバのリストです。

• Call Home SMTPサーバ

• Syslogサーバ

• SNMPトラップの宛先

Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)    
195

REST API の使用
DNS サービスポリシーの設定



•統計情報のエクスポートの宛先

•エクスポートの設定の宛先

• Techsupportのエクスポートの宛先

•コアエクスポートの宛先

推奨されるガイドラインは次のとおりです。

•外部サーバは、リーフアクセスポートに接続する必要があります。

•管理ポートの追加の配線を避けるために、リーフスイッチにはインバンド接続を使用しま
す。

•スパインスイッチにはアウトオブバンド管理接続を使用します。スパインスイッチとリー
フスイッチが外部サーバの同じセットに到達できるように、スパインスイッチのこのアウ

トオブバンドネットワークをインバンド管理の仮想ルーティングおよび転送（VRF）機能が
あるリーフポートの 1つに接続します。

•外部サーバには IPアドレスを使用します。

DNS プロファイルの IPv4 または IPv6 の優先順位のポリシー
DNSプロファイルは、IPv4と IPv6のバージョン優先順位の選択をサポートします。ユーザイン
ターフェイスを使用して、優先順位を有効にすることができます。IPv4がデフォルトです。

次の例は、Postman REST APIを使用したポリシーベースの設定を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8”?>
<!— api/node/mo/uni/fabric/dnsp-default.xml —>
<dnsProfile dn="uni/fabric/dnsp-default" IPVerPreference="IPv6" childAction="" descr="" >
</dnsProfile>

gai.confの設定は、宛先アドレス選択を制御します。ファイルには、ラベルテーブル、優先順位
テーブル、IPv4範囲テーブルが含まれます。IPv4または IPv6をもう一方よりも優先付けする変更
は、優先順位テーブルのエントリに含める必要があります。Linuxシステムで多数のフレーバーに
使用されている標準ファイルの内容例を下に示します。ファイルの precedenceラベルの一行でデ
フォルト設定を上書きします。

次の例は、IPv4を IPv6よりも優先させるための gai.confです。
# Generated by APIC
label ::1/128 0
label ::/0 1
label 2002::/16 2
label ::/96 3
label ::ffff:0:0/96 4
precedence ::1/128 50
precedence ::/0 40
precedence 2002::/16 30
precedence ::/96 20
# For APICs prefering IPv4 connections, change the value to 100.
precedence ::ffff:0:0/96 10
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デュアルスタック IPv4 および IPv6 DNS サーバ

DNSサーバには、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）のプライマリ DNSレコー
ドがあります。AおよびAAAAレコードは、ドメイン名を特定の IPアドレス（IPv4または IPv6）
と関連付けます。

ACIファブリックは、IPv4で実行する信頼できるパブリックDNSサーバを使用するように設定で
きます。これらのサーバは、Aレコード（IPv4）または AAAAレコード（IPv6）で解決および応
答できます。

純粋な IPv6環境では、システム管理者は IPv6 DNSサーバを使用する必要があります。IPv6 DNS
サーバは、/etc/resolv.confに追加することによって有効化されます。

より一般的な環境では、デュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバを使用します。デュアル
スタックの場合、IPv4と IPv6の両方が /etc/resolv.confにリストされます。ただし、デュアルス
タック環境で、単純に IPv6 DNSサーバをリストに追加すると、DNS解決の大きな遅延を引き起
こす可能性があります。これは、デフォルトで IPv6プロトコルが優先されるため、IPv4DNSサー
バに接続できないためです（/etc/resolv.confで最初にリストされている場合）。この解決法は、
IPv4 DNSサーバの前に IPv6 DNSサーバをリストすることです。また、IPv4と IPv6両方のルック
アップで同一ソケットを使用できるようにするために、「options single-request-reopen」を追加し
ます。

IPv6 DNSサーバが最初にリストされているデュアルスタック IPv4および IPv6 DNSサーバの
resolv.confの例を次に示します。「single-request-reopen」オプションにも注意してください。
options single-request-reopen
nameserver 2001:4860:4680::8888
nameserver 2001:4860:4680::8844
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

デュアルスタック IPv4 および IPv6 環境

ACIファブリックの管理ネットワークが IPv4と IPv6の両方をサポートする場合、Linuxシステム
アプリケーション（glibc）では、getaddrinfo()が IPv6を最初に返すため、IPv6ネットワークをデ
フォルトで使用します。

ただし、特定の条件下では IPv4アドレスが IPv6アドレスよりも推奨されることがあります。Linux
IPv6スタックには、IPv6にマッピングされた IPv4アドレス（::ffff/96）を使用して、IPv6アドレ
スとしてマッピングされた IPv4アドレスを有効にする機能があります。これは、IPv6対応アプリ
ケーションが IPv4と IPv6両方を受け入れまたは接続するためにシングルソケットのみ使用でき
るようにします。これは /etc/gai.confの getaddrinfo()の glibc IPv6選択項目によって制御されます。

/etc/hostsを使用する場合は glibcが複数のアドレスを返すようにするために、/etc/hostsファイルに
「multi on」を追加する必要があります。追加しないと、最初に一致したものだけを返す場合があ
ります。

アプリケーションが IPv4と IPv6の両方が存在するかどうかを認識していない場合、異なるアド
レスファミリを使用するフォールバック試行が実行されないことがあります。このようなアプリ

ケーションでは、フォールバックの実装が必要な場合があります。
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REST API を使用した DNS プロバイダーと接続するための DNS サービスポリシーの
設定

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 DNSサービスポリシーを設定します。

例：
POST URL :
https://apic-IP/api/node/mo/uni/fabric.xml

<dnsProfile name="default">

<dnsProv addr="172.21.157.5" preferred="yes"/>
<dnsProv addr="172.21.157.6"/>

<dnsDomain name="cisco.com" isDefault="yes"/>

<dnsRsProfileToEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default"/>

</dnsProfile>

ステップ 2 アウトオブバンド管理テナント下で DNSラベルを設定します。

例：
POST URL: https://apic-IP/api/node/mo/uni/tn-mgmt/ctx-oob.xml
<dnsLbl name="default" tag="yellow-green"/>

CLI を使用して、DNS プロファイルが設定されファブリックコントローラスイッチ
に適用されているかを確認する

手順

ステップ 1 デフォルトの DNSプロファイルの設定を確認します。

例：
admin@apic1:~> cd /aci/fabric/fabric-policies/global-policies/dns-profiles/default
admin@apic1:default> cat summary
# dns-profile
name : default
description : added via CLI by tdeleon@cisco.com
ownerkey :
ownertag :

dns-providers:
address preferred
-------------- ---------
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10.44.124.122 no
10.70.168.183 no
10.37.87.157 no
10.102.6.247 yes
dns-domains:
name default description
--------- ------- -----------
cisco.com yes
management-epg : tenants/mgmt/node-management-epgs/default/out-of-band/default

ステップ 2 DNSラベルの設定を確認します。

例：
admin@apic1:default> cd
/aci/tenants/mgmt/networking/private-networks/oob/dns-profile-labels/default
admin@apic1:default> cat summary
# dns-lbl
name : default
description :
ownerkey :
ownertag :
tag : yellow-green

ステップ 3 適用された設定がファブリックコントローラで動作していることを確認します。

例：
admin@apic1:~> cat /etc/resolv.conf
# Generated by IFC
search cisco.com
nameserver 10.102.6.247
nameserver 10.44.124.122
nameserver 10.37.87.157
nameserver 10.70.168.183
admin@apic1:~> ping www.cisco.com
PING origin-www.cisco.com (72.163.4.161) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=1 ttl=238 time=35.4 ms
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=2 ttl=238 time=29.0 ms
64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=3 ttl=238 time=29.2 ms

ステップ 4 適用された設定がリーフおよびスパインスイッチで動作していることを確認します。

例：
leaf1# cat /etc/resolv.conf
search cisco.com
nameserver 10.102.6.247
nameserver 10.70.168.183
nameserver 10.44.124.122
nameserver 10.37.87.157
leaf1# cat /etc/dcos_resolv.conf
# DNS enabled
leaf1# ping www.cisco.com
PING origin-www.cisco.com (72.163.4.161): 56 data bytes
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=0 ttl=238 time=29.255 ms
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=1 ttl=238 time=29.212 ms
64 bytes from 72.163.4.161: icmp_seq=2 ttl=238 time=29.343 ms

テナントの外部接続の設定
スタティックルート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（ACI）ファブリッ
ク上の他のリーフスイッチに配布する前に、マルチプロトコル BGP（MP-BGP）プロセスが最初
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に動作していて、スパインスイッチが BGPルートリフレクタとして設定されている必要があり
ます。

ACIファブリックを外部ルーテッドネットワークに統合するために、管理テナントのレイヤ 3接
続に対し Open Shortest Path First（OSPF）を設定できます。

REST API を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

手順

ステップ 1 スパインスイッチをルートリフレクタとしてマークします。

例：
POST URL: https://apic-ip/api/policymgr/mo/uni/fabric.xml

<bgpInstPol name="default">
<bgpAsP asn="1" />
<bgpRRP>

<bgpRRNodePEp id=“<spine_id1>”/>
<bgpRRNodePEp id=“<spine_id2>”/>

</bgpRRP>
</bgpInstPol>

ステップ 2 次のポストを使用してポッドセレクタをセットアップします。

例：

FuncPセットアップの場合：
POST URL:
https://APIC-IP/api/policymgr/mo/uni.xml

<fabricFuncP>
<fabricPodPGrp name="bgpRRPodGrp”>
<fabricRsPodPGrpBGPRRP tnBgpInstPolName="default" />

</fabricPodPGrp>
</fabricFuncP>

例：

PodPセットアップの場合：
POST URL:
https://APIC-IP/api/policymgr/mo/uni.xml

<fabricPodP name="default">
<fabricPodS name="default" type="ALL">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-bgpRRPodGrp"/>

</fabricPodS>
</fabricPodP>
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MP-BGP ルートリフレクタ設定の確認

手順

ステップ 1 次の操作を実行して、設定を確認します。

a) セキュアシェル（SSH）を使用して、必要に応じて各リーフスイッチへの管理者としてログ
インします。

b) show processes | grep bgpコマンドを入力して、状態が Sであることを確認します。
状態が NR（実行していない）である場合は、設定が正常に行われませんでした。

ステップ 2 次の操作を実行して、自律システム番号がスパインスイッチで設定されていることを確認しま

す。

a) SSHを使用して、必要に応じて各スパインスイッチへの管理者としてログインします。
b) シェルウィンドウから次のコマンドを実行します。

例：
cd /mit/sys/bgp/inst

例：
grep asn summary

設定した自律システム番号が表示される必要があります。自律システム番号の値が 0と表示され
る場合は、設定が正常に行われませんでした。

REST API を使用した管理テナントの OSPF 外部ルーテッドネットワー
クの作成

•ルータ IDと論理インターフェイスプロファイルの IPアドレスが異なっていて重複していな
いことを確認します。

•次の手順は、管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークを作成するためのもので
す。テナントのOSPF外部ルーテッドネットワークを作成するには、テナントを選択し、テ
ナント用の VRFを作成する必要があります。

•詳細については、トランジットルーティングに関する KB記事も参照してください。

手順

管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークを作成します。
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例：
POST: https://192.0.20.123/api/mo/uni/tn-mgmt.xml

<fvTenant name="mgmt">
<fvBD name="bd1">

<fvRsBDToOut tnL3extOutName="RtdOut" />
<fvSubnet ip="1.1.1.1/16" />
<fvSubnet ip="1.2.1.1/16" />
<fvSubnet ip="40.1.1.1/24" scope="public" />
<fvRsCtx tnFvCtxName="inb" />

</fvBD>
<fvCtx name="inb" />

<l3extOut name="RtdOut">
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-extdom"/>
<l3extInstP name="extMgmt">
</l3extInstP>
<l3extLNodeP name="borderLeaf">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="10.10.10.10"/>
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-102" rtrId="10.10.10.11"/>
<l3extLIfP name='portProfile'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"

ifInstT='l3-port' addr="192.168.62.1/24"/>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/40]"

ifInstT='l3-port' addr="192.168.62.5/24"/>
<ospfIfP/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="inb"/>
<ospfExtP areaId="57" />

</l3extOut>
</fvTenant>

アプリケーションポリシーの展開

Three-Tier アプリケーションの展開
フィルタは、フィルタを含む契約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。

契約には、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。

契約は、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。契約が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。

アプリケーションプロファイルでは、APICがその後ネットワークおよびデータセンターのイン
フラストラクチャで自動的にレンダリングするアプリケーション要件をモデル化することができ

ます。アプリケーションプロファイルでは、管理者がインフラストラクチャの構成要素ではなく

アプリケーションの観点から、リソースプールにアプローチすることができます。アプリケー

ションプロファイルは、互いに論理的に関連する EPGを保持するコンテナです。EPGは同じア
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プリケーションプロファイル内の他の EPGおよび他のアプリケーションプロファイル内の EPG
と通信できます。

アプリケーションポリシーを展開するには、必要なアプリケーションプロファイル、フィルタ、

および契約を作成する必要があります。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。

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契約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契約を消費して、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。

図 15：Three-Tier アプリケーションの図

http 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での http用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。

http のフィルタパラメータ名

http名前

2エントリの数

Dport-80

Dport-443
エントリ名

IPEthertype
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http のフィルタパラメータ名

tcp

tcp
プロトコル

http

https
宛先ポート

rmi および sql 用のフィルタを作成するパラメータ
この例での rmiおよび sql用のフィルタを作成するパラメータは次のとおりです。

sql のフィルタrmi のフィルタパラメータ名

sqlrmi名前

11エントリの数

Dport-1521Dport-1099エントリ名

IPIPEthertype

tcptcpプロトコル

15211099宛先ポート

アプリケーションプロファイルデータベースの例

この例のアプリケーションプロファイルデータベースは次のとおりです。

消費される契約提供される契約EPG

rmiWebWeb

sqlrmiapp

--sqldb
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REST API を使用したアプリケーションポリシーの展開
EPGが使用するポートは、VMマネージャ（VMM）ドメインまたは EPGに関連付けられた物理
ドメインのいずれか 1つに属している必要があります。

手順

ステップ 1 XML APIを使用してアプリケーションを展開するには、次の HTTP POSTメッセージを送信しま
す。

例：
POST
https://192.0.20.123/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

ステップ 2 次の XML構造を POSTメッセージの本文に含めます。

例：

<fvTenant name="ExampleCorp">

<fvAp name="OnlineStore">
<fvAEPg name="web">

<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>

</fvAEPg>

<fvAEPg name="db">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="sql"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>

</fvAEPg>

<fvAEPg name="app">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="sql"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

<vzFilter name="http" >
<vzEntry dFromPort="80" name="DPort-80" prot="tcp" etherT="ip"/>
<vzEntry dFromPort="443" name="DPort-443" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>
<vzFilter name="rmi" >
<vzEntry dFromPort="1099" name="DPort-1099" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>
<vzFilter name="sql">
<vzEntry dFromPort="1521" name="DPort-1521" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>

<vzBrCP name="web">
<vzSubj name="web">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>

<vzBrCP name="rmi">
<vzSubj name="rmi">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="rmi"/>
</vzSubj>
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</vzBrCP>

<vzBrCP name="sql">
<vzSubj name="sql">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="sql"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>
</fvTenant>

XML構造の最初の行は、ExampleCorpという名前のテナントを変更するかまたは必要に応じて作
成します。

<fvTenant name="ExampleCorp">

次の行は、OnlineStoreという名前のアプリケーションネットワークプロファイルを作成します。

<fvAp name="OnlineStore">

アプリケーションネットワークプロファイル内の要素は、3つのエンドポイントグループを作成
します（3台のサーバそれぞれに1つずつ）。次の行は、webという名前のエンドポイントグルー
プを作成し、bd1という名前の既存のブリッジドメインに関連付けます。このエンドポイントグ
ループは、rmiという名前のバイナリ契約で許可されたトラフィックのコンシューマまたは宛先で
あり、webという名前のバイナリ契約で許可されたトラフィックのプロバイダーまたは送信元で
す。エンドポイントグループは、datacenterという名前の VMMドメインに関連付けられます。

<fvAEPg name="web">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>

</fvAEPg>

残りの 2つのエンドポイントグループは、アプリケーションサーバとデータベースサーバに対
し、同様の方法で作成されます。

次の行は、TCPトラフィックのタイプ HTTP（ポート 80）および HTTPS（ポート 443）を指定す
る httpという名前のトラフィックフィルタを定義します。

<vzFilter name="http" >
<vzEntry dFromPort="80" name="DPort-80" prot="tcp" etherT="ip"/>
<vzEntry dFromPort="443" name="DPort-443" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>

残りの2つのフィルタは、アプリケーションのデータおよびデータベース（sql）のデータに対し、
同様の方法で作成されます。

次の行は、httpという名前のフィルタを組み込む webという名前のバイナリ契約を作成します。

<vzBrCP name="web">
<vzSubj name="web">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>

残りの 2つの契約は、rmiおよび sqlのデータプロトコルに対し、同様の方法で作成されます。

   Cisco APIC Getting Started Guide、リリース 1.2(x) およびリリース 1.3(x)
206

REST API の使用
REST API を使用したアプリケーションポリシーの展開



最後の行は、構造を閉じます。

</fvTenant>
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