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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 （xi ページ）
• 表記法 （xi ページ）
• 関連資料 （xiii ページ）
• マニュアルに関するフィードバック （xiv 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 （xiv 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。
表記法

説明

bold

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。

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲ん
で示しています。
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表記法

説明

[x | y]

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、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角かっこまたは波かっこ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。角かっこ内の波かっこと縦棒は、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。

variable

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。

string

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。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーン
フォントで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーン
フォントで示しています。

イタリック体の screen フォン ユーザが値を指定する引数は、イタリック体のスクリーンフォ
ト
ントで示しています。
<>

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。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）

「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。
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関連資料

注意

「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。

警告

安全上の重要な注意事項
「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。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated
safety warnings that accompanied this device.
これらの注意事項を保存しておいてください

関連資料
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のマニュアル
次のガイドでは、APIC のドキュメントを提供します。
• 『Cisco APIC Getting Started Guide』
• 『Cisco APIC Basic Configuration Guide』
• Cisco ACI の基礎
• Cisco APIC レイヤ 2 ネットワーク設定ガイド
• Cisco APIC Layer 3 ネットワーキング設定ガイド
• 『Cisco APIC NX-OS Style Command-Line Interface Configuration Guide』
• Cisco APIC REST API 設定ガイド
• 『Cisco APIC レイヤ 4 ～ レイヤ 7 サービス導入ガイド』
• 『Cisco ACI Virtualization Guide』
• Cisco アプリケーション セントリック インフラストラクチャ：ベスト プラクティス ガイ
ド
これらすべてのドキュメントは、次の URL で入手できます。 http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html
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はじめに
マニュアルに関するフィードバック

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）のマニュアル
ACI の各種マニュアルは、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
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
Cisco ACI Simulator 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 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
マニュアルの入手方法、Cisco バグ検索ツール（BST）の使用法、テクニカル サポートの依頼
方法、および追加情報の収集方法については、『What's New in Cisco Product Documentation』
（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html）を参照してください。
『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
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て、コンテンツをデスクトップに直接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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章

新機能および変更された機能
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、現行リリースに至るまでにガイドの章に加えられた主な変更点の概要を示していま
す。ただし、今リリースまでのトピックへの変更点や新機能の一部は表に記載されていませ
ん。
表 1 : Cisco APIC 3.2(1x) の新機能および変更点に関する情報

機能

説明

参照先

N9K-C93180YC-FX スイッチで
プロファイリングされ QSFP
ポートで拡張ブレイク アウト
サポート

100 ギガビット (Gb) (4X25Gb) ダイナミック ブレイクアウト
ポート
のサポートが追加し、(ACI
モード) ではスイッチのダイナ
ミック ブレーク アウト N9K
C93180YC FX でプロファイリ
ングされ QSFP ポートで 40 Gb
(4X10Gb)。

N9K-C93180YC-FX スイッチで サポートが追加された
拡張ポート プロファイルのサ N9K-C93180YC-FX スイッチ
ポート
ポートをアップリンクからダ
ウンリンクまたはアップリン
クをダウンリンクに変更する
ポート プロファイルの。

ダウンリンクまたはアップリ
ンクをダウンリンクへのアッ
プリンク ポートの変更をポー
ト プロファイルの設定

ファイバ チャネル NPV

ファイバ チャネル接続

ファブリック over FC トラ
フィックのサポート
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

参照先

ポート構成の複製

ポート設定を複製のサポート アクセス インターフェイス
が追加されました。リーフ ス
イッチ ポートを設定すると、
設定をコピーし、他のポート
に適用できます。

カプセル化の拡張機能でフ
ラッドします。

プロトコルのサポートに関す ブリッジング
る情報を追加、 カプセル化で
フラッド ブリッジ ドメインま
たは Epg のオプション。

表 2 : 新機能および変更された Cisco APIC 3.1(2m) について

機能

説明

参照先

N9K-C9336C-FX2 スイッチで
プロファイリングされ QSFP
ポートで拡張ブレイク アウト
サポート

100 Gb (4X25Gb) のサポートが ダイナミック ブレイクアウト
追加し、N9K C9336C FX2 で ポート
プロファイリングされ QSFP
ポートで 40Gb(4X10Gb) ダイ
ナミック ブレークが (ACI モー
ド) でスイッチします。

表 3 : 新機能および変更された Cisco APIC 3.1 (1) について

機能または変更

説明

参照先

ブリッジ ドメインごとの IP 学 2 つのホストが Cisco ACI ス ブリッジ ドメイン オプション
習の無効化
イッチにアクティブおよびス
タンバイのホストとして接続
されている場合、ブリッジ ド
メインごとの IP 学習は無効に
なります。MAC 学習は引き続
きハードウェアで発生します
が、IP 学習は ARP/GARP/ND
プロセスからのみ発生しま
す。この拡張は、柔軟な導入
は、たとえば、ファイア
ウォールまたはローカル ゲー
トウェイできます。
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機能または変更

説明

参照先

MACsec

MACsec は、暗号化キーにア MACsec
ウトオブバンド方式を使用し
て、有線ネットワーク上で
MAC レイヤの暗号化を提供し
ます。MACsec Key Agreement
（MKA）プロトコルでは、必
要なセッション キーを提供
し、必要な暗号化キーを管理
します。

カプセル化でフラッド

Cisco ACI スイッチの次世代 カプセル化でフラッド
Asic 以降と Cisco ACI リリー
ス 3.1 (1) 以降では、すべての
プロトコルはカプセル化にフ
ラッディングされます。複数
の Epg が外部のスイッチでサ
ポートされている 1 つのブ
リッジ ドメインします。2 個
の EPG が同じ BD を共有し、
カプセル化のフラッディング
オプションがオンになってい
る場合、EPG フラッディング
トラフィックは他の EPG に達
しません。Virtual Connect (VC)
トンネル ネットワークを Cisco
ACI スイッチを使用しての課
題を克服します。
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機能または変更

説明

参照先

基本的な GUI トピックが削除 GUI の基本的な手順はサポー 次のトピックが削除されまし
されます。
トされなくなりました
た。
• 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
• 基本 GUI を使用した適用
済みブリッジ ドメインの
構成
• 基本 GUI を使用したFCoE
vFC ポートの展開
• APIC 基本 GUI を使用した
VSAN ドメインの作成
• トンネル インターフェイ
ス 802.1 q の設定、基本的
な GUI を使用して
• 基本的な GUI を使用した
ダイナミック ブレイク ア
ウト ポートの設定
N9K-C93180LC-EX スイッチ上 N9K C93180LC EX のブレーク ダイナミック ブレイクアウト
で 100 Gb (4X25Gb) ポートの が (ACI モード) ではスイッチ ポート
ブレイク アウト サポート
のダイナミック 100 Gb
(4X25Gb) のサポートが追加さ
れます。
表 4 : Cisco APIC 3.0(x) の新機能および変更点に関する情報

機能または変更

説明

Epg の Q-で-Q カプセル化の
マッピング

このリリースでは、通常のイ Epg の Q-で-Q カプセル化の
ンターフェイス、または、PC マッピング
または VPC での VLAN トラ
フィック ingressing の二重に
付きます、EPG にマッピング
できます。
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機能または変更

説明

参照先

ブリッジ ドメインの適用

サブジェクト エンドポイント ブリッジ ドメインを適用 で
グループ (EPG) で、エンドポ ブリッジング
イントに ping できるの関連付
けられているブリッジ ドメイ
ン内のサブネット ゲートウェ
イのみ enforced ブリッジ ドメ
インをサポートします。
この設定を有効にすると、そ
のサブネット ゲートウェイに
ping を実行できる IP アドレス
のグローバル例外リストを作
成できます。

ポートのアソシエーションを GUI の手順を使用して、ここ ポート アソシエーションを使
用してリーフ スイッチ物理
使用してリーフ スイッチの設 で、ポートを選択し、ポリ
ポートを構成する
定
シーを適用できます。
表 5 : Cisco APIC 2.3(1e) リリースの新機能および変更点に関する情報

機能または変更

説明

参照先

802.1 q さの改善点をトンネル 使用するためのコア スイッチ 802.1 q トンネリング
のポートを設定するようにな
りました Dot1q トンネル 複
数のお客様にします。アクセ
ス VLAN を定義して、
corePorts を消費する顧客を区
別できます。MAC ラーニング
を無効にすることもできます
Dot1q トンネル 。
対称ハッシュ

ポート チャネル
ポート チャネルでは、対称
ハッシュ化はサポートされて
います。
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機能または変更

説明

参照先

リフレクティブ リレー
(802.1Qbg)

リフレクティブ リレーは、外 アクセス インターフェイス
部ネットワーク スイッチへの
ホスト サーバから仮想マシン
のスイッチングを転送しま
す。同じ物理サーバ上の Vm
と、ネットワークの残りの部
分間の接続を提供します。こ
れにより、同じサーバ上のVm
の間のトラフィックに適用す
る Cisco APIC で設定するポリ
シーができます。

マルチキャスト/ユニキャスト トラフィックのタイプごとに トラフィック ストーム制御
差別化トラフィック ストーム ストーム制御を個別に設定で
制御
きます。
表 6 : Cisco APIC リリース2.2(2e) の新機能および変更点に関する情報

機能または変更

説明

ドキュメントの再編成

このガイドのトピックにから Cisco APIC Layer 2
収集された Cisco APIC の基本 Configuration Guide
的なコンフィギュレーション
ガイド し、次の APIC 記事。
• Cisco ACI と 802.1 q トン
ネリング
• ドメインを使用して特定
のポートを Cisco APIC
EPG の導入を添付エン
ティティ プロファイル、
および Vlan
• Cisco APIC とトラフィッ
ク ストーム制御
• Cisco APIC とダイナミッ
ク ブレイク アウト ポート
• Cisco APIC and Proxy ARP
• Deploying an EPG on a
Specific Port Using Cisco
APIC
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表 7 : Cisco APIC 2.2(1n) リリースの新機能と変更された動作

機能

説明

参照先

FCoE over FEX

FCoE over FEX ポートを設定で FCoE 接続
きるようになりました。

CDP FEX デバイスへのイン
このリリースでは、サポート アクセス インターフェイス
ターフェイスでのポリシーで はインターフェイスの CDP の
はサポート
FEX のデバイスに追加されま
した。
802.1 q トンネリング

802.1 q トンネリング
802.1 q をここで設定できる
QoS (QoS) の優先順位の設定
と、ファブリックにイーサ
ネット フレームのトンネリン
グをポイントするマルチ ポイ
ントの有効化するエッジ ポー
トでトンネル。

ダイナミック ブレイクアウト (4 X 10 ギガビット ブレイク ダイナミック ブレイクアウト
ポート
アウト ケーブルを Cisco 40 ギ ポート。
ガビットで接続されている)
4-10 ギガ ビット対応 (ダウン
リンク) デバイスに接続するに
は、40 ギガビット イーサネッ
ト (GE) リーフ スイッチ ポー
トを有効にするのには、4-10
ギガ ビット ポートには、(分
割) ブレイク アウトを 40GE
ポートを設定します。
表 8 : Cisco APIC 2.1(x) リリースの新機能および変更点に関する情報

「CLI を使用したトラフィッ トピックは、NX-OS スタイル
ク ストーム制御ポリシーの設 CLI を使用する新しい」のト
定」のトピックの改訂
ピックに置き換えられまし
た。

参照してください NX-OS スタ
イル CLI を使用してトラ
フィック ストーム制御ポリ
シーの設定 で トラフィック
ストーム制御 。
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表 9 : Cisco APIC 2.0(2x) リリースの新機能および変更点に関する情報

機能または変更

説明

参照先

」のトピックをリビジョン の
設定、トラフィック ストーム
制御ポリシーを使用して、高
度な GUI 。

高度な GUI リビジョンがへの トラフィック ストーム制御
ナビゲーション パスに変更
が、 ストーム制御インター
フェイス ポリシー 作業ウィン
ドウ。

『Proxy ARP』

Cisco ACI のプロキシ ARP は、 『Proxy ARP』
ネットワークまたはサブネッ
ト内のエンドポイントが、別
のエンドポイントの MAC アド
レスを知らなくても、そのエ
ンドポイントと通信できるよ
うにします。プロキシ ARP は
トラフィックの宛先場所を
知っており、代わりに、最終
的な宛先として自身の MAC ア
ドレスを提供します。

表 10 : Cisco APICCisco APIC リリース 2.0(1m) の新機能と変更された動作

機能または変更

説明

参照先

Fibre Channel over Ethernet ACIファブリックを介 FCoE 接続
（FCoE）サポート
した FCoE 接続の実装
に関する概要と設定
のトピック。
表 11 : Cisco APICCisco APIC リリース 1.3(1g) の新機能と変更された動作

機能または変更

説明

参照先

-

削除されたオブジェクトは、
CLI の手順をモデル化し、NX
OS スタイル CLI の手順に置き
換えられます。

NX-OS の CLI を使用して EPG
を特定のポートに導入するた
めの AEP、ドメイン、および
VLAN の作成
NX-OS スタイルの CLI を使用
した、APIC を持つ特定のポー
トへの EPG の導入
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章

Cisco ACI 転送
この章の内容は、次のとおりです。
• ACI ファブリックは現代のデータ センター トラフィック フローを最適化する （9 ペー
ジ）
• ACI で VXLAN （10 ページ）
• サブネット間のテナント トラフィックの転送を促進するレイヤ 3 VNID （12 ページ）

ACI ファブリックは現代のデータ センター トラフィック
フローを最適化する
Cisco ACI アーキテクチャは、従来のデータセンター設計から来る制限を解放して、最新のデー
タセンターで増大する East-West トラフィックの需要に対応します。
今日のアプリケーション設計は、データセンターのアクセスレイヤを通る、サーバ間のEast-West
トラフィックを増大させています。このシフトを促進しているアプリケーションには、Hadoop
のようなビッグデータの分散処理の設計 、VMware vMotion のようなライブの仮想マシンまた
はワークロードの移行、サーバのクラスタ リング、および多層アプリケーションなどが含まれ
ます。
North-South トラフィックは、コア、集約、およびアクセス レイヤ、またはコラプスト コアと
アクセス レイヤが重要となる、従来型のデータセンター設計を推進します。クライアント デー
タはWAN またはインターネットで受信され、サーバの処理を受けた後、データセンターを出
ます。このような方式のため、WAN またはインターネットの帯域幅の制限により、デーセン
ターのハードウェアは過剰設備になりがちです。ただし、スパニング ツリー プロトコルが、
ループをブロックするために要求されます。これは、ブロックされたリンクにより利用可能な
帯域幅を制限し、トラフィックが準最適なパスを通るように強制する可能性があります。
従来のデータセンター設計においては、、IEEE 802.1Q VLAN がレイヤ 2 境界の論理セグメン
テーションまたはまたはブロードキャスト ドメインを提供します。ただし、ネットワーク リ
ンクの VLAN の使用は効率的ではありません。データセンター ネットワークでデバイスの配
置要件は柔軟性に欠け、VLAN の最大値である 4094 の VLAN が制限となり得ます。IT 部門と
クラウド プロバイダが大規模なマルチ テナント データセンターを構築するようになるにつれ、
VLAN の制限は問題となりつつあります。
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Cisco ACI 転送
ACI で VXLAN

スパイン リーフ アーキテクチャは、これらの制限に対処します。ACI ファブリックは、外界
からは、ブリッジングとルーティングが可能な単一のスイッチに見えます。レイヤ 3 のルー
ティングをアクセス レイヤに移動すると、最新のアプリケーションが必要としている、レイヤ
2 の到達可能性が制限されます。仮想マシン ワークロード モビリティや一部のクラスタ リン
グのソフトウェアのようなアプリケーションは、送信元と宛先のサーバ間がレイヤ 2 で隣接し
ていることを必要とします。アクセス レイヤでルーティングを行えば、トランク ダウンされ
た同じ VLAN の同じアクセス スイッチに接続したサーバだけが、レイヤ 2 で隣接します。ACI
では、VXLAN が、基盤となるレイヤ 3 ネットワーク インフラストラクチャからレイヤ 2 のド
メインを切り離すことにより、このジレンマを解決します。
図 1 : ACI ファブリック

トラフィックがファブリックに入ると、 ACI がカプセル化してポリシーを適用し、必要に応じ
てスパイン スイッチ (最大 2 ホップ) によってファブリックを通過させ、ファブリックを出る
ときにカプセル化を解除します。ファブリック内では、 ACI はエンドポイント間通信でのすべ
ての転送について、Intermediate System-to-Intermediate System プロトコル (IS-IS) および Council
of Oracle Protocol (COOP) を使用します。これにより、すべての ACI リンクがアクティブで、
ファブリック内での等コスト マルチパス (ECMP) 転送と高速再コンバージョンが可能になりま
す。ファブリック内と、ファブリックの外部のルータ内でのソフトウェア定義ネットワーク間
のルーティング情報を伝播するために、 ACI はマルチプロトコル Border Gateway Protocol
(MP-BGP) を使用します。

ACI で VXLAN
VXLAN は、レイヤ 2 オーバーレイの論理ネットワークを構築するレイヤ 3 のインフラストラ
クチャ上でレイヤ 2 のセグメントを拡張する業界標準プロトコルです。ACIインフラストラク
チャ レイヤ 2 ドメインが隔離ブロードキャストと障害ブリッジ ドメインをオーバーレイ内に
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存在します。このアプローチは大きすぎる、障害ドメインの作成のリスクなしで大きくなる
データセンター ネットワークを使用できます。
すべてのトラフィック、 ACI ファブリックは VXLAN パケットとして正規化されます。入力で
ACI VXLAN パケットで外部 VLAN、VXLAN、および NVGRE パケットをカプセル化します。
次の図は、ACIカプセル化の正規化を示します。
図 2 : ACI カプセル化の正規化

ACI ファブリックでの転送は、カプセル化のタイプまたはカプセル化のオーバーレイ ネット
ワークによって制限または制約されません。ACI ブリッジ ドメインのフォワーディング ポリ
シーは、必要な場合に標準の VLAN 動作を提供するために定義できます。
ファブリック内のすべてのパケットに ACI ポリシー属性が含まれているため、ACI は完全に分
散された方法でポリシーを一貫して適用できます。ACI により、アプリケーション ポリシーの
EPG ID が転送から分離されます。次の図に示すように、 ACI VXLAN ヘッダーは、ファブリッ
ク内のアプリケーション ポリシーを特定します。
図 3 : ACI VXLAN のパケット形式

ACIVXLAN パケットには、レイヤ 2 の MAC アドレスとレイヤ 3 IP アドレスの送信元と宛先
フィールド、ファブリック内の効率的なと拡張性の転送を有効にします。ACIVXLAN パケッ
ト ヘッダーの送信元グループ フィールドは、パケットが属するアプリケーション ポリシー エ
ンドポイント グループ (EPG) を特定します。VXLAN インスタンス ID (VNID) は、テナントの
仮想ルーティングおよび転送 (VRF) ドメイン ファブリック内で、パケットの転送を有効にし
ます。VXLAN ヘッダーで 24 ビット VNID フィールドでは、同じネットワークで一意レイヤ 2
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のセグメントを最大 16 個の拡張アドレス空間を提供します。この拡張アドレス空間は、大規
模なマルチ テナント データセンターを構築する柔軟性 IT 部門とクラウド プロバイダーを提供
します。
VXLAN を有効に ACI ファブリック全体にわたってスケールでの仮想ネットワーク インフラス
トラクチャのレイヤ 3 のアンダーレイ レイヤ 2 を展開します。アプリケーション エンドポイ
ント ホスト柔軟に配置できます、アンダーレイ インフラストラクチャのレイヤ 3 バウンダリ
のリスクなしでデータセンター ネットワーク間をオーバーレイ ネットワーク、VXLAN でレイ
ヤ 2 の隣接関係を維持します。

サブネット間のテナントトラフィックの転送を促進する
レイヤ 3 VNID
ACI ファブリックは、ACI ファブリック VXLAN ネットワーク間のルーティングを実行するテ
ナントのデフォルト ゲートウェイ機能を備えています。各テナントに対して、ファブリックは
テナントに割り当てられたすべてのリーフ スイッチにまたがる仮想デフォルト ゲートウェイ
を提供します。これは、エンドポイントに接続された最初のリーフ スイッチの入力インター
フェイスで提供されます。各入力インターフェイスはデフォルト ゲートウェイ インターフェ
イスをサポートします。ファブリック全体のすべての入力インターフェイスは、特定のテナン
ト サブネットに対して同一のルータの IP アドレスと MAC アドレスを共有します。
ACI ファブリックは、エンドポイントのロケータまたは VXLAN トンネル エンドポイント
(VTEP) アドレスで定義された場所から、テナント エンドポイント アドレスとその識別子を切
り離します。ファブリック内の転送は VTEP 間で行われます。次の図は、ACI で切り離された
ID と場所を示します。
図 4 : ACI によって切り離された ID と場所

VXLAN は VTEP デバイスを使用してテナントのエンド デバイスを VXLAN セグメントにマッ
ピングし、VXLAN のカプセル化およびカプセル化解除を実行します。各 VTEP 機能には、次
の 2 つのインターフェイスがあります。
• ブリッジングを介したローカル エンドポイント通信をサポートするローカル LAN セグメ
ントのスイッチ インターフェイス
• 転送 IP ネットワークへの IP インターフェイス
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IP インターフェイスには一意の IP アドレスがあります。これは、インフラストラクチャ VLAN
として知られる、転送 IP ネットワーク上の VTEP を識別します。VTEP デバイスはこの IP ア
ドレスを使用してイーサネット フレームをカプセル化し、カプセル化されたパケットを、IP
インターフェイスを介して転送ネットワークへ送信します。また、VTEP デバイスはリモート
VTEP で VXLAN セグメントを検出し、IP インターフェイスを介してリモートの MAC
Address-to-VTEP マッピングについて学習します。
ACI の VTEP は分散マッピング データベースを使用して、内部テナントの MAC アドレスまた
は IP アドレスを特定の場所にマッピングします。VTEP はルックアップの完了後に、宛先リー
フ スイッチ上の VTEP を宛先アドレスとして、VXLAN 内でカプセル化された元のデータ パ
ケットを送信します。宛先リーフ スイッチはパケットをカプセル化解除して受信ホストに送信
します。このモデルにより、ACI はスパニングツリー プロトコルを使用することなく、フル
メッシュでシングル ホップのループフリー トポロジを使用してループを回避します。
VXLAN セグメントは基盤となるネットワーク トポロジに依存しません。逆に、VTEP 間の基
盤となる IP ネットワークは、VXLAN オーバーレイに依存しません。これは発信元 IP アドレ
スとして開始 VTEP を持ち、宛先 IP アドレスとして終端 VTEP を持っており、外部 IP アドレ
ス ヘッダーに基づいてパケットをカプセル化します。
次の図は、テナント内のルーティングがどのように行われるかを示します。
図 5 : ACI のサブネット間のテナント トラフィックを転送するレイヤ 3 VNID

ACI はファブリックの各テナント VRF に単一の L3 VNID を割り当てます。ACI は、L3 VNID
に従ってファブリック全体にトラフィックを転送します。出力リーフ スイッチでは、ACI に
よって L3 VNID からのパケットが出力サブネットの VNID にルーティングされます。
ACI のファブリック デフォルト ゲートウェイに送信されてファブリック入力に到達したトラ
フィックは、レイヤ 3 VNID にルーティングされます。これにより、テナント内でルーティン
グされるトラフィックはファブリックで非常に効率的に転送されます。このモデルを使用する
と、たとえば同じ物理ホスト上の同じテナントに属し、サブネットが異なる 2 つの VM 間で
は、トラフィックが (最小パス コストを使用して) 正しい宛先にルーティングされる際に経由
する必要があるは入力スイッチ インターフェイスのみです。
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ACIルート リフレクタは、ファブリック内での外部ルートの配布にマルチプロトコル BGP
（MP-BGP）を使用します。ファブリック管理者は自律システム (AS) 番号を提供し、ルート
リフレクタにするスパイン スイッチを指定します。
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レイヤ 2 ネットワーク設定の前提条件
• レイヤ 2 の前提条件 （15 ページ）

レイヤ 2 の前提条件
このガイドで説明するタスクを実行する前に、以下の事柄を完了しておいてください。
• ACI ファブリックをインストールして、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いて健全な状態であることを確認します。詳細については、
『Cisco APIC Getting Started Guide, Release 2.x』を参照してください。
• レイヤ 2 ネットワークを設定する管理者のために、ファブリックの管理者アカウントを作
成します。 詳細については、『Cisco APIC Basic Configuration Guide』の「User Access,
Authentication, and Accounting」および「Management」の章を参照してください。
• ACI ファブリックにターゲット リーフ スイッチをインストールし、登録します。詳細に
ついては、『Cisco APIC Getting Started Guide, Release 2.x』を参照してください。
仮想スイッチのインストールと登録の詳細については、『Cisco ACI Virtualization Guide』
を参照してください。
• レイヤ 2 ネットワークを利用するテナント、VRF、および EPG を (アプリケーション プロ
ファイルやコントラクトとともに) 設定します。詳細については、『Cisco APIC Basic
Configuration Guide』の「Basic User Tenant Configuration」の章を参照してください。

注意

ファブリックのリーフ スイッチとスパイン スイッチの間に 1 ギガビット イーサネット (GE) ま
たは 10GE リンクを設置すると、帯域幅が不十分なために、パケットが転送されずにドロップ
される可能性があります。これを避けるためには、リーフ スイッチとスパイン スイッチの間
で 40GE または 100GE リンクを使用してください。
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章

ネットワーク ドメイン
この章の内容は、次のとおりです。
• ネットワーク ドメイン （17 ページ）
• ブリッジ ドメイン （18 ページ）
• VMM ドメイン （18 ページ）
• 物理ドメイン設定 （20 ページ）

ネットワーク ドメイン
ファブリック管理者は、ポート、プロトコル、VLAN プール、およびカプセル化を設定するド
メイン ポリシーを作成します。これらのポリシーは、単一テナント専用にすることも、共有す
ることもできます。ファブリック管理者が ACI ファブリック内にドメインを設定すると、テナ
ント管理者はテナント エンドポイント グループ（EPG）をドメインに関連付けることができ
ます。
以下のネットワーク ドメイン プロファイルを設定できます。
• VMM ドメイン プロファイル（vmmDomP）は、仮想マシンのハイパーバイザ統合のために
必要です。
• 物理ドメイン プロファイル（physDomP）は、ベア メタル サーバ接続と管理アクセスに使
用します。
• ブリッジド外部ネットワーク ドメイン プロファイル（l2extDomP）は通常、ACI ファブ
リックのリーフ スイッチにブリッジド外部ネットワーク トランク スイッチを接続するた
めに使用されます。
• ルーテッド外部ネットワーク ドメイン プロファイル（l3extDomP）は、ACI ファブリック
のリーフ スイッチにルータを接続するために使用されます。
• ファイバ チャネル ドメイン プロファイル(fcDomP)は、ファイバ チャネルの VLAN と VSAN
を接続するために使用されます。
ドメインは VLAN プールに関連付けられるように設定されます。その後、EPG は、ドメイン
に関連付けられている VLAN を使用するように設定されます。
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（注）

EPG ポートと VLAN の設定は、EPG が関連付けられているドメイン インフラストラクチャ設
定で指定されている設定に一致する必要があります。一致しない場合、APIC でエラーが発生
します。そのようなエラーが発生した場合は、ドメイン インフラストラクチャ設定が EPG ポー
トと VLAN の設定に一致していることを確認してください。

関連資料
レイヤ 3 のネットワー キングの詳細については、『Cisco APIC Layer 3 Networking Configuration
Guide』 を参照してください。
VMM ドメインの設定の詳細については、『Cisco ACI Virtualization Guide』の「Cisco ACI Virtual
Machine Networking」を参照してください。

ブリッジ ドメイン
ブリッジ ドメインについて
ブリッジ ドメイン (BD) はファブリック内のレイヤ 2 フォワーディングの構造を表します。1
つ以上のエンドポイント グループ（EPG）を 1 つのブリッジ ドメインまたはサブネットと関
連付けることができます。ブリッジ ドメインには 1 つまたは複数のサブネットを関連付けるこ
とができます。1 つまたは複数のブリッジ ドメインの組み合わせによってテナント ネットワー
クを形成します。2 つの EPG の間でのサービス機能を挿入するときには、それらの EPG は個
別 BD の中になければなりません。2 つの EPG の間でのサービス機能を使用するには、これら
の EPG は分離している必要があります。このことは、レイヤ 2 およびレイヤ 3 に基づく、レ
ガシー サービス 挿入に従います。

VMM ドメイン
Virtual Machine Manager ドメインの主要コンポーネント
ACI ファブリック Virtual Machine Manager（VMM）ドメインにより、管理者は仮想マシン コ
ントローラの接続ポリシーを設定できます。ACI VMM ドメイン ポリシーの基本的なコンポー
ネントは次のとおりです。
• Virtual Machine Manager ドメイン プロファイル：同様のネットワーキング ポリシー要件
を持つ VM コントローラをグループ化します。たとえば、VM コントローラは VLAN プー
ルとアプリケーション エンドポイント グループ（EPG）を共有できます。APIC はコント
ローラと通信し、のちに仮想ワークロードに適用されるポート グループなどのネットワー
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ク設定を公開します。VMM ドメイン プロファイルには、次の基本コンポーネントが含ま
れます。
• クレデンシャル：有効な VM コントローラ ユーザ クレデンシャルを APIC VMM ドメ
インと関連付けます。
• コントローラ：ポリシーの適用ドメインの一部である VM コントローラへの接続方法
を指定します。たとえば、コントローラは VMM ドメインの一部である VMware vCenter
への接続を指定します。

（注）

1 つのドメインに VM コントローラの複数のインスタンスを含め
ることができますが、それらは同じベンダーのものである必要が
あります（VMware または Microsoft など）。

• EPG の関連付け：エンドポイント グループにより、エンドポイント間の接続と可視性が
VMM ドメイン ポリシーの範囲内に規制されます。VMM ドメイン EPG は次のように動作
します。
• APIC は、これらの EPG をポート グループとして VM コントローラにプッシュしま
す。
• 1 つの EPG は、複数の VMM ドメインをカバーでき、1 つの VMM ドメインには複数
の EPG を含めることができます。
• 接続可能エンティティ プロファイルの関連付け：VMM ドメインを物理ネットワーク イン
フラストラクチャと関連付けます。接続可能エンティティ プロファイル（AEP）は、多数
のリーフ スイッチ ポートで VM コントローラ ポリシーを展開するための、ネットワーク
インターフェイス テンプレートです。AEP は、使用できるスイッチやポートおよびその
設定方法を指定します。
• VLAN プールの関連付け：VLAN プールは、VMM ドメインが消費する VLAN カプセル化
に使用する VLAN ID または範囲を指定します。

Virtual Machine Manager のドメイン
APIC VMM ドメイン プロファイルは、VMM ドメインを定義するポリシーです。VMM ドメイ
ン ポリシーは APIC で作成され、リーフ スイッチにプッシュされます。
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図 6 : ACI VMM ドメイン VM コントローラの統合

VMM ドメインは以下を提供します。
• 複数の VM コントローラ プラットフォームに対してスケーラブルな耐障害性サポートを
可能にする、ACI ファブリックの共通レイヤ
• ACI ファブリック内の複数のテナントに対する VMM サポート
VMM ドメインには、VMware vCenter や Microsoft SCVMM Manager などの VM コントローラ
と、VM コントローラと対話するための ACI API に必要なクレデンシャルが含まれます。VMM
ドメインはドメイン内の VM モビリティを実現できますが、ドメイン間は実現できません。単
一の VMM ドメイン コントローラに VM コントローラの複数のインスタンスを含めることは
できますが、同じタイプである必要があります。たとえば、1 つの VMM ドメインに、それぞ
れが複数の VM を実行する複数のコントローラを管理する多くの VMware vCenter を含めるこ
とができますが、SCVMM Manager も含めることはできません。VMM ドメインはコントロー
ラ要素（pNIC、vNIC、VM 名など）をインベントリに含め、コントローラにポリシーをプッ
シュして、ポート グループなどの必要な要素を作成します。ACI VMM ドメインは VM モビリ
ティなどのコントローラ イベントを監視し、状況に応じて応答します。

物理ドメイン設定
物理ドメインの設定
物理ドメインは、特定の VLAN ネームスペースが使用される範囲を制御します。物理ドメイ
ンと関連付けられた VLAN のネームスペースは、仮想サーバからのポート グループのスタ
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ティック マッピングに使用できますが、非仮想サーバを対象としています。物理デバイス タ
イプの物理ドメインを設定できます。
始める前に
• テナントを設定します。
手順

ステップ 1 メニュー バーで [Fabric] をクリックします。
ステップ 2 サブメニュー バーで [External Access Policies] をクリックします。
ステップ 3 [Navigation] ウィンドウで、[Physical and External Domains] を展開し、[Physical Domains] をク
リックします。
ステップ 4 [Actions] ドロップダウン リストで [Create Physical Domain] を選択します。[Create Physical Domain]
ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 5 次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name]

物理ドメイン プロファイルの名前。

Associate Attachable
Entity Profiles

このドメインに関連付けられる、アタッチ可能なエンティティ プロ
ファイルを選択します。

VLAN Pool

物理ドメインが使用する VLAN プール。VLAN プールは、APIC に
よってこの物理ドメインを使用しているサービス グループ テンプ
レートに対して割り当てられる VLAN のプールの範囲を指定しま
す。[Dynamic] または [Static] の割り当てをクリックします。

ステップ 6 （任意） AAA のセキュリティ ドメインを追加し、[Select] チェック ボックスをオンにします。
ステップ 7 [送信（Submit）] をクリックします。

REST API を使用した物理ドメインの設定
物理ドメインは、VLAN プールとアクセス エンティティ プロファイル（AEP）間のリンクと
して動作します。ドメインはファブリックの設定をテナントの設定に結びつけます。ドメイン
を EPG に関連付けるのはテナント管理者であり、ドメインが作成されるのは [Fabric] タブだか
らです。この順序で設定すると、プロファイル名と VLAN プールのみが設定されます。
手順

次の例のような XML を POST を送信することによって物理ドメインを設定します。
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例：
<physDomP dn="uni/phys-bsprint-PHY" lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:21.906-08:00"
monPolDn="uni/fabric/monfab-default" name="bsprint-PHY" ownerKey="" ownerTag=""
status="" uid="8131">
<infraRsVlanNs childAction="" forceResolve="no" lcOwn="local"
modTs="2015-02-23T16:13:22.065-08:00"
monPolDn="uni/fabric/monfab-default" rType="mo" rn="rsvlanNs" state="formed"
stateQual="none"
status="" tCl="fvnsVlanInstP" tDn="uni/infra/vlanns-[bsprint-vlan-pool]-static"
tType="mo" uid="8131"/>
<infraRsVlanNsDef forceResolve="no" lcOwn="local"
modTs="2015-02-23T16:13:22.065-08:00" rType="mo"
rn="rsvlanNsDef" state="formed" stateQual="none" status="" tCl="fvnsAInstP"
tDn="uni/infra/vlanns-[bsprint-vlan-pool]-static" tType="mo"/>
<infraRtDomP lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:52.945-08:00"
rn="rtdomP-[uni/infra/attentp-bsprint-AEP]"
status="" tCl="infraAttEntityP" tDn="uni/infra/attentp-bsprint-AEP"/>
</physDomP>
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5

章

ブリッジング
この章の内容は、次のとおりです。
• 外部ルータへのブリッジド インターフェイス （23 ページ）
• ブリッジ ドメインとサブネット （24 ページ）
• 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 （28 ページ）
• NX-OS 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 （30 ページ）
• 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 （31 ページ）
• 適用されるブリッジ ドメインの設定 （32 ページ）
• カプセル化によるすべてのプロトコルおよびプロキシ ARP のカプセル化のフラッディン
グを設定する （35 ページ）

外部ルータへのブリッジド インターフェイス
次の図に示すように、リーフ スイッチのインターフェイスがブリッジド インターフェイスと
して設定されている場合、テナント VNID のデフォルト ゲートウェイが外部ルータとなりま
す。
図 7 : ブリッジド外部ルータ
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ACI ファブリックは、外部ルータの存在を認識せず、APIC はリーフ スイッチのインターフェ
イスを EPG に静的に割り当てます。

ブリッジ ドメインとサブネット
ブリッジ ドメイン（fvBD）は、ファブリック内のレイヤ 2 フォワーディングの構造を表しま
す。次の図は、管理情報ツリー（MIT）内のブリッジ ドメイン (BD) の場所とテナントの他の
オブジェクトとの関係を示します。
図 8 : ブリッジ ドメイン

BD は、VRF (コンテキストまたはプライベート ネットワークとも呼ばれる) にリンクする必要
があります。少なくとも 1 つのサブネット ( fvSubnet ) が関連付けられている必要がありま
す。BDは、このようなフラッディングが有効の場合に、一意のレイヤ 2 MAC アドレス空間お
よびレイヤ 2 フラッド ドメインを定義します。VRF が一意の IP アドレス空間を定義する一方
で、そのアドレス空間は複数のサブネットで構成できます。これらのサブネットは、対応する
VRF を参照する 1 つ以上のブリッジ ドメインで定義されます。
BD下または EPG 下のサブネットのオプションは次のとおりです:
• Public：サブネットをルーテッド接続にエクスポートできます。
• Private：サブネットはテナント内にのみ適用されます。
• Shared：共有サービスの一部として、同じテナントまたは他のテナントにわたる複数の
VRF に対してサブネットの共有やエクスポートを行うことができます。共有サービスの例
としては、異なるテナントの別の VRF に存在する EPG へのルーテッド接続などがありま
す。これにより、トラフィックが VRF 間で双方向に移動することが可能になります。共
有サービスを提供する EPG のサブネットは （BD 下ではなく） その EPG 下で設定する必
要があり、そのスコープは外部的にアドバタイズされ、VRF 間共有されるのように設定す
る必要があります。
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（注）

共有サブネットは、通信に含まれる VRF 全体で一意でなければな
りません。EPG 下のサブネットがレイヤ 3 外部ネットワーク共有
サービスを提供する場合、このようなサブネットは、ACI ファブ
リック内全体でグローバルに一意である必要があります。

BD パケットの動作は次の方法で制御できます:
パケット タイプ

モード

ARP

ARP フラッディング は有効または無効にでき
ます。フラッディングを行わない場合、ARP
パケットはユニキャストで送信されます。
（注）

未知のユニキャスト

を fvBD で設
定すると、BD の設定済みサブネッ
ト内または共有サービス プロバイ
ダーである EPG サブネット内に IP
アドレスが存在する場合のみ、エン
ドポイントの学習が BD に限定され
ます。
limitIpLearnToSubnets

L2 Unknown Unicast は、Flood または
Hardware Proxy になり得ます。
（注）

BD が L2 Unknown Unicast を持って
おり、それが Flood に設定されてい
る場合、エンドポイントが削除され
ると、システムはそれを両方のロー
カル リーフ スイッチから削除しま
す。そして、Clear Remote MAC
Entries を選択すると、BD が展開さ
れているリモートのリーフ スイッチ
からも削除されます。この機能を使
用しない場合、リモート リーフは、
タイマーが時間切れになるまで、学
習したこのエンドポイントの情報を
保持します。

L2 Unknown Unicast の設定を変更すると、こ
のブリッジ ドメインに関連付けられた EPG に
アタッチされているデバイスのインターフェ
イス上で、トラフィックがバウンスします
(アップ ダウンします)。
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パケット タイプ

モード

未知の IP マルチキャスト

L3 の不明なマルチキャスト フラッディング
Flood — パケットは入力および境界リーフ ス
イッチノードでのみフラッディングされます。
N9K-93180YC-EX では、パケットは、ブリッ
ジ ドメインが導入されているすべてのノード
でフラッディングされます。
Optimized — 1 リーフあたり 50 のブリッジ ド
メインのみサポートされます。この制限は
N9K-93180YC-EX には該当しません。

L2 マルチキャスト、ブロードキャスト、ユニ マルチ宛先フラッディング、次のいずれかに
キャスト
なり得ます。
• Flood in BD — ブリッジ ドメインにフラッ
ドします。
• Flood in Encapsulation — カプセル化でフ
ラッドします。
• Drop — パケットをドロップします。

（注）

Cisco APIC リリース 3.1(1) 以降では、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで (EX と FX で終わ
る名前を持つものとそれ以降)、次のプロトコルのカプセル化のフラッディングまたはブリッ
ジ ドメインにフラッディングが可能です。OSPF/OSPFv3、BGP、EIGRP、CDP、LACP、LLDP、
ISIS、IGMP、PIM、ST-BPDU、ARP/GARP、RARP、ND。
ブリッジ ドメインは複数のスイッチにまたがることができます。ブリッジ ドメインには複数
のサブネットを含めることができますが、サブネットは単一のブリッジ ドメイン内に含まれま
す。ブリッジ ドメイン（fvBD）の limitIPLearnToSubnets プロパティが yes に設定されている
と、ブリッジ ドメインの設定済みサブネットのいずれかの中に IP アドレスがあるとき、また
は EPG が共有サービス プロバイダーである場合には EPG サブネット内に IP アドレスがある
ときのみ、ブリッジ ドメイン内でエンドポイントの学習が行われます。サブネットは複数の
EPG にまたがることができ、1 つ以上の EPG を 1 つのブリッジ ドメインまたはサブネットに
関連付けることができます。ハードウェアのプロキシ モードでは、異なるブリッジ ドメイン
のエンドポイントがレイヤ 3 のルックアップ動作の一部として学習されると、そのエンドポイ
ントに ARP トラフィックが転送されます。
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（注）

ブリッジ ドメイン レガシー モードでは、ブリッジ ドメインごとに 1 つの VLAN のみ許可さ
れます。ブリッジ ドメイン レガシー モードを指定すると、ブリッジ ドメインを参照するすべ
ての EPG にブリッジ ドメインのカプセル化が使用されます。EPG のカプセル化が定義されて
いても、それは無視されます。ユニキャスト ルーティングはブリッジ ドメイン レガシー モー
ドには適用されません。レガシーまたは通常モードを組み合わせて操作する複数のブリッジ ド
メインをリーフ スイッチに設定することができます。ただし、一度ブリッジ ドメインを設定
すると、そのモードを切り替えることはできません。

ブリッジ ドメイン オプション
ブリッジ ドメインは、不明なユニキャスト フレームのフラッド モードで、またはこれらのフ
レームのフラッディングを排除する最適化されたモードで動作するように設定できます。フ
ラッディング モードで使用する場合、レイヤ 2 の不明なユニキャスト トラフィックはブリッ
ジ ドメイン（GIP）のマルチキャスト ツリーでフラッディングされます。最適化されたモード
でブリッジ ドメインを動作するようにするには、ハードウェア プロキシに設定する必要があ
ります。この状況では、レイヤ 2 の不明なユニキャスト フレームはスパイン プロキシ エニー
キャスト VTEP アドレスに送信されます。

注意

不明なユニキャスト フラッディング モードから hw プロキシ モードに変更すると、ブリッジ
ドメイン内のトラフィックが停止します。
ブリッジ ドメインで IP ルーティングが有効になっている場合、マッピング データベースは、
MAC アドレスだけでなく、エンドポイントの IP アドレスを学習します。
レイヤ 3 の設定 ブリッジ ドメイン ()] パネルのタブには次のパラメータを設定するには、管理
者が使用できます。
• ユニキャスト ルーティング : この設定が有効になっているサブネット アドレスが設定さ
れている場合は、ファブリックはデフォルト ゲートウェイの機能を提供して、トラフィッ
クをルーティングします。ユニキャスト ルーティングもの有効化するように指示マッピン
グ データベースをこのブリッジ ドメインのエンドポイントの IP-VTEP にマッピングを参
照してください。IP ラーニングはブリッジ ドメインで設定されているサブネットを含む
に依存ではありません。
• サブネット アドレス : このオプションは、ブリッジ ドメインの SVI IP アドレス (デフォ
ルト ゲートウェイ) を設定します。
• 制限のサブネット IP ラーニング : このオプションは、ユニキャスト リバース転送パス
チェックに似ています。このオプションを選択すると、ファブリックはブリッジ ドメイン
に設定されている 1 以外のサブネットから IP アドレスを学習されません。
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注意

有効化 サブネットに制限 IP ラーニング がブリッジ ドメイン内のトラフィックを停止します。
ブリッジ ドメインごとの IP 学習の無効化
2 つのホストが Cisco ACI スイッチにアクティブおよびスタンバイのホストとして接続されて
いる場合、ブリッジ ドメインごとの IP 学習は無効になります。MAC 学習は引き続きハード
ウェアで発生しますが、IP 学習は ARP/GARP/ND プロセスからのみ発生します。この機能は、
ファイアウォールまたはローカル ゲートウェイのような、柔軟な導入を可能にします。
ブリッジ ドメインごとに IP 学習を無効化するには、次の注意事項と制限事項を参照してくだ
さい。
• remote top-of-rack（ToR）スイッチで送信元 IP アドレスが S,G 情報を入力するように学習
していないため、レイヤ 3 マルチキャストはサポートされていません。
• DL ビットが iVXLAN ヘッダーで設定されているため、MAC アドレスはリモート TOR の
データ パスから学習されません。BD が展開されているファブリックで、リモート TOR
からすべての TOR に不明なユニキャスト トラフィックをフラッディングします。エンド
ポイント データプレーン ラーニングが無効になっている場合は、この状況を克服するよ
うにプロキシ モードで BD を設定することをお勧めします。
• ARP がフラッド モードであり、GARP ベースの検出を有効にする必要があります。
• IP ラーニングを無効にすると、対応する VRF でレイヤ 3 エンドポイントがフラッシュさ
れません。同じ TOR を永遠に指すエンドポイントになる可能性があります。この問題を
解決するには、すべての TOR のこの VRF 内ですべてのリモート IP エンドポイントをフ
ラッシュします。
• Application Leaf Engine（ALE）を持つ Cisco ACI スイッチでは、内部 MAC アドレスは
VXLAN パケットから学習されません。
• BD でデータプレーン ラーニングを無効にすると、BD がフラッシュされていないデータ
プレーンを経由して、既存のローカル エンドポイントが学習されます。データ トラフィッ
クがフローしている場合は、既存のローカル エンドポイントはエージ アウトしません。
IP ラーニングが無効な場合、オンライン ヘルプの [System] > [System Settings] > [Fabric Wide
Setting] > [Enforce Subnet Check] の [Global Subnet Prefix] チェック オプションを有効にする必要
があります。

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
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。
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手順

ステップ 1 メニュー バーで [Tenants] > [Add Tenant] の順に選択します。
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。

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。
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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。

NX-OS 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。

（注）

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。

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-domain member」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。
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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。
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

（注）

この場合、VRF は「exampleCorp_v1」です。

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
apic1(config-tenant-interface)#
apic1(config-tenant-interface)#
apic1(config-tenant-interface)#

bridge-domain exampleCorp_b1
ip address 172.1.1.1/24
ipv6 address 2001:1:1::1/64
exit

次のタスク
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 スタイルの CLI を使用した VLAN ドメインの設定

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：
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POST https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<fvTenant name="ExampleCorp"/>

POST が成功すると、作成したオブジェクトが出力に表示されます。
ステップ 2 VRF およびブリッジ ドメインを作成します。
（注）

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。

例：
URL for POST: https://apic-ip-address/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>

（注）

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。

適用されるブリッジ ドメインの設定
適用されるブリッジ ドメイン（BD）設定では、関連付けられているブリッジ ドメイン内のサ
ブネット ゲートウェイを ping できるサブジェクト エンドポイント グループ（EPG）で、エン
ドポイントを作成する必要があります。
この設定では、任意のサブネット ゲートウェイに ping を送信できる IP アドレスのグローバル
例外リストを作成できます。
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図 9 : 適用されるブリッジ ドメイン

（注）

• 例外の IP アドレスは、すべての VRF 上ですべての BD ゲートウェイの ping を実行できま
す。
• L3 アウトに設定されているループバック インターフェイスは、対象とするループバック
インターフェイスに設定されている IP アドレスへの到達可能性を強制しません。
• eBGP ピア IP アドレスが、L3out インターフェイスのサブネットとは異なるサブネットに
存在している場合、許容される例外サブネットにピア サブネットを追加する必要がありま
す。
そうしないと、送信元 IP アドレスが L3out インターフェイスのサブネットとは異なるサ
ブネットに存在するため、eBGP トラフィックがブロックされます。

NX-OS スタイル CLI を使用した適用されるブリッジ ドメインの設定
このセクションでは、NX-OS スタイル コマンドライン インターフェイス (CLI) を使用して、
適用されるブリッジ ドメインを設定する方法について説明します。
手順

ステップ 1 テナントを作成し有効にします。
例：
次の例 (「cokeVrf」) が作成され有効になっています。
apic1(config-tenant)# vrf context cokeVrf
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apic1(config-tenant-vrf)# bd-enforce enable
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)#exit

ステップ 2 例外リストに、サブネットを追加します。
例：
apic1(config)#bd-enf-exp-ip add1.2.3.4/24
apic1(config)#exit

適用されるブリッジ ドメインは次のようなコマンドを使用して動作可能かどうかを確認できま
す。
apic1# show running-config all | grep bd-enf
bd-enforce enable
bd-enf-exp-ip add 1.2.3.4/24

例
次のコマンドでは、除外リストからサブネットを削除します。
apic1(config)# no bd-enf-exp-ip 1.2.3.4/24
apic1(config)#tenant coke
apic1(config-tenant)#vrf context cokeVrf

次のタスク
適用されるブリッジ ドメインを無効にするには、次のコマンドを実行します。
apic1(config-tenant-vrf)# no bd-enforce enable

REST API を使用した、適用されるブリッジ ドメインの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 テナントを作成します。
例：
POST
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<fvTenant name="ExampleCorp"/>
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 VRF およびブリッジ ドメインを作成し （注）
ます。
例：
URL for POST:
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml
<fvTenant name="ExampleCorp">
<fvCtx name="pvn1"/>
<fvBD name="bd1">
<fvRsCtx tnFvCtxName="pvn1"
bdEnforceEnable="yes"/>
<fvSubnet ip="10.10.100.1/24"/>
</fvBD>
</fvTenant>

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。

例外 IP を追加するには、次の POST 送
信を使用します:
https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/infra.xml
<bdEnforceExceptionCont>
<bdEnforceExceptIp ip="11.0.1.0/24"/>
</bdEnforceExceptionCont>

（注）

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。

カプセル化によるすべてのプロトコルおよびプロキシ
ARP のカプセル化のフラッディングを設定する
ACI ではレイヤ 2 ブロードキャストの境界としてブリッジ ドメイン (BD) を使用して、各 BD
で複数のエンドポイント グループ (EPG) を含めることができます。希望の EPG に VLAN のカ
プセル化をバインドし、ユーザ トラフィックを伝送できます。一部の設計のシナリオで、EPG
が同じ BD にある場合、別のユーザ VLAN (EPG) でフラッディングをクロスできます。
トンネル モードで複数の VLAN を使用すると、いくつかの課題を導入できます。次の図に示
すように、1 つのトンネル ACI を使用した一般的な導入では、1 つの BD に複数の EPG があり
ます。場合により特定のトラフィックは、BD 内 (そのためすべての EPG で) フラッディングさ
れ、転送エラーを引き起こす可能性のある MAC 学習があいまいになるリスクがあります。
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図 10 : VLAN トンネル モードの ACI の課題

このトポロジで、ファブリックには、1 つのアップリンクを使用して ACI リーフ ノードに接続
すると定義される、単一のトンネル ネットワークがあります。このリンクでは、2 人のユーザ
の VLAN、VLAN 10 と VLAN 11 が行われます。BD ドメインは、サーバのゲートウェイが ACI
クラウドの外にあるためフラッディング モードで設定されます。次のプロセスで ARP 交渉が
発生します。
• サーバは、VLAN 10 ネットワーク経由で 1 つの ARP ブロードキャスト要求を送信します。
• ARP パケットは、外部のサーバに向かってトンネル ネットワークを通過し、そのダウン
リンクから学習した送信元 MAC アドレスを記録します。
• サーバはそのアップリンク ACI リーフ スイッチにパケットを転送します。
• ACI ファブリックにより ARP ブロードキャスト パケットが VLAN 10 にアクセスし、EPG1
にマッピングすることを確認します。
• BD が ARP パケットをフラッディングするよう設定されているため、パケットは BD 内で
フラッディングします、同じ BD にあるため両方の EPG にあるポートにもフラッディン
グします。
• 同じ ARP ブロードキャスト パケットは、同じアップリンクで復帰します。
• 外部サーバは、このアップリンクから元の送信元 MAC アドレスを確認できます。
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結果：外部デバイスは、単一 MAC 転送表内のダウンリンク ポートおよびアップリンク ポー
トの両方から同じ MAC デバイスを入手し、トラフィックの中断の原因となります。
推奨される解決策
[Flood in Encapsulation] オプションは 1 つのカプセル化内部で、トラフィックのフラッディング
を制限するために使用されます。2 つの EPG が同じ BD を共有し、[Flood in Encapsulation] が有
効になっている時、EPG フラッディング トラフィックは他の EPG に到達しません。
Cisco APIC リリース 3.1 (1) より、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ（EX および FX、それ以
降で終わる名前を持つ）では、すべてのプロトコルがカプセル化フラッディングされます。
VLAN 内部トラフィックに [Flood in Encapsulation] を有効にすると、プロキシ ARP で MAC フ
ラップの問題が発生しておらず、カプセル化に対してすべてのフラッディング (ARP、GARP、
BUNM) を制限します。これが有効になっていると、ブリッジ ドメインの下のすべての EPG に
適用されます。

（注）

Cisco APIC リリース 3.1 (1) より前のリリースでは、これらの機能はサポートされていません
（カプセル内でフラッディングするとき、含まれるプロキシ ARP およびすべてのプロトコ
ル）。以前の Cisco APIC リリースまたは以前の世代のスイッチ (名前に EX または FX が付い
ていない) で、[Flood in Encapsulation] を有効にしても機能せず、情報障害は生成されません
が、 APIC で 1 ずつ健全性スコアが減少します。
推奨される解決策は、外部スイッチを追加して 1 つの BD 下で複数の EPG をサポートするこ
とです。外部のスイッチがある 1 つのブリッジ ドメイン下で複数の EPG を持つこの設計は、
次の図に示されています。
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図 11 : 外部のスイッチがある 1 つのブリッジ ドメイン下で複数の EPG を持つ設計

同じ BD 内では、一部の EPG はサービス ノードとなり、他の EPG では設定されているカプセ
ル化でフラッディングすることができます。ロード バランサは、別の EPG 上にあります。ロー
ド バランサは EPG からパケットを受信し、その他の EPG に送信します（プロキシ ARP はな
く、カプセル内のフラッディングは発生しません）。
NX-OS スタイル CLI を使用して選択した EPG のみに対してカプセル化でフラッディングを追
加する場合は、EPG 下で flood-on-encapsulation enable コマンドを入力します。
すべての EPG に対してカプセル化でフラッディングを追加する場合、ブリッジ ドメイン下で
multi-destination encap-flood CLI コマンドを使用できます。
CLI を使用して、EPG に設定されるカプセルのフラッドが、ブリッジ ドメインに設定されてい
るカプセルのフラッディングより優先されるようにします。
BD と EPG の両方を設定すると、動作は次に説明したようになります。
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表 12 : BD と EPG の両方が設定されているときの動作

設定

動作

EPG でのカプセルのフラッディングとブリッ カプセルのフラッディングは、ブリッジ ドメ
ジ ドメインでのカプセルのフラッディング
イン内のすべての VLAN のトラフィックに行
われます。
EPG でのカプセルのフラッディングが発生せ カプセルのフラッディングは、ブリッジ ドメ
ずブリッジドメインでのカプセルのフラッディ イン内のすべての VLAN のトラフィックに行
ングが発生する
われます。
EPG でのカプセルのフラッディングが発生し カプセルのフラッディングは、ブリッジ ドメ
ブリッジ ドメインでのカプセルのフラッディ インの EPG 内のすべての VLAN のトラフィッ
ングが発生しない
クに行われます。
EPG でのカプセルのフラッディングが発生せ ブリッジ ドメイン全体でフラッディングしま
ずブリッジドメインでのカプセルのフラッディ す。
ングも発生しない
マルチ宛先プロトコル トラフィック
EPG/BD レベルのブロードキャスト セグメンテーションは、次のネットワーク制御プロトコル
にサポートされています。
• OSPF
• EIGRP
• CDP
• LACP
• LLDP
• IS-IS
• BGP
• IGMP
• PIM
• STP BPDU（EPG 内フラッディング）
• ARP/GARP（ARP プロキシによって制御）
• ND
制限事項
すべてのプロトコルのカプセル化でフラッディングを使用するために制限があります。
• カプセルのフラッディングは、ARP ユニキャスト モードでは機能しません。
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• ネイバー要請（NS/ND）は、このリリースではサポートされていません。
• カプセルのフラッディングでポートごとに CoPP を有効にする必要があります。
• カプセルのフラッディングは、フラッディング モードの BD およびフラッディング モー
ドの ARP でのみサポートされます。BD スパイン プロキシ モードはサポートされていま
せん。
• Ipv4 L3 マルチキャストはサポートされていません。
• IPv6 はサポートされていません。
• 別の VLAN への VM の移行は、時間的な問題（60 秒）があります。
• ゲートウェイとして動作するロード バランサはサポートされており、たとえば、非プロキ
シ モードの VM とロード バランサ間の 1 対 1 の通信などです。レイヤ 3 通信はサポート
されません。VM とロード バランサ間のトラフィックは、レイヤ 2 です。ただし、内部
EPG 通信がロード バランサを通過する場合、ロード バランサが SIP および SMPC を変更
します。さもなければ、 MAC フラップが発生する可能性があります。したがって、ダイ
ナミック ソース ルーティング（DSR）モードは、ロード バランサでサポートされていま
せん。
• ゲートウェイしてファイアウォールを経由した VM 間の通信のセットアップは、VM IP ア
ドレスがファイアウォール IP アドレスではなくゲートウェイ IP アドレスを変更する場
合、ファイアウォールがバイパスされる可能性があるため推奨されません。
• 以前のリリースではサポートされていません（以前と現在のリリース間の相互運用もサ
ポートされていません）。
• VXLAN カプセル化では、プロキシ ARP および機能のカプセルのフラッディングはサポー
トされていません。
• アプリケーション リーフ エンジン（ALE）とアプリケーション スパイン エンジン（ASE）
で混合モードのトポロジは推奨されておらず、カプセル化でフラッディングではサポート
されていません。同時に有効にすると、QoS の優先順位が適用されるのを防ぐことができ
ます。
• カプセルのフラッディングはリモート リーフ スイッチと Cisco ACI マルチサイトではサ
ポートされていません。
• カプセルのフラッディングは、一般的な拡散型ゲートウェイ（CPGW） ではサポートされ
ていません。
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章

EPG
この章の内容は、次のとおりです。
• エンドポイント グループについて （41 ページ）
• 特定のポートに EPG を導入する （48 ページ）
• 特定のポートに EPG を導入するためのドメイン、接続エンティティ プロファイル、およ
び VLAN の作成 （51 ページ）
• 添付されているエンティティ プロファイルで複数のインターフェイスに EPG を導入する
（56 ページ）
• EPG 内の分離 （60 ページ）

エンドポイント グループについて
エンドポイント グループ
エンドポイント グループ（EPG）は、ポリシー モデルの最も重要なオブジェクトです。次の
図は、管理情報ツリー（MIT）内のアプリケーション EPG の場所とテナント内の他のオブジェ
クトとの関係を示します。
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図 12 : エンドポイント グループ

EPG は、エンドポイントの集合を含む名前付き論理エンティティである管理対象オブジェクト
です。エンドポイントは、ネットワークに直接的または間接的に接続されるデバイスです。エ
ンドポイントには、アドレス（ID）、ロケーション、属性（バージョンやパッチ レベルなど）
があり、物理または仮想にできます。エンドポイントのアドレスを知ることで、他のすべての
ID の詳細にアクセスすることもできます。EPG は、物理および論理トポロジから完全に分離
されます。エンドポイントの例には、インターネット上のサーバ、仮想マシン、ネットワーク
接続ストレージ、またはクライアントが含まれます。EPG 内のエンドポイント メンバシップ
は、ダイナミックまたはスタティックにできます。
ACI ファブリックには、次のタイプの EPG を含めることができます。
• アプリケーション エンドポイント グループ（fvAEPg）
• レイヤ 2 外部外側ネットワーク インスタンスのエンドポイント グループ（l2extInstP）
• レイヤ 3 外部外側ネットワーク インスタンスのエンドポイント グループ（l3extInstP）
• アウトオブバンド（mgmtOoB）またはインバンド（mgmtInB）アクセス用の管理エンドポイ
ント グループ。
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EPG には、セキュリティ、仮想マシンのモビリティ（VMM）、QoS、レイヤ 4 ～レイヤ 7 サー
ビスなどの共通のポリシー要件を持つエンドポイントが含まれます。エンドポイントは個別に
設定および管理されるのではなく、EPG 内に配置され、グループとして管理されます。
ポリシーは EPG に適用されます。個々のエンドポイントに適用されることは絶対にありませ
ん。EPG は、APIC において管理者により静的に設定されるか、vCenter または OpenStack など
の自動システムによって動的に設定されます。

（注）

EPG がスタティック バインディング パスを使用する場合、この EPG に関連付けられるカプセ
ル化 VLAN はスタティック VLAN プールの一部である必要があります。IPv4/IPv6 デュアルス
タック設定の場合、IP アドレスのプロパティは fvStCEp MO の fvStIp 子プロパティに含まれま
す。IPv4 および IPv6 アドレスをサポートする複数の fvStIp を 1 つの fvStCEp オブジェクト下
に追加できます。ACI を、IPv4 のみのファームウェアから、IPv6 をサポートするバージョンの
ファームウェアにアップグレードすると、既存の IP プロパティが fvStIp MO にコピーされま
す。
EPG の設定内容にかかわらず、含まれるエンドポイントに EPG ポリシーが適用されます。
ファブリックへの WAN ルータ接続は、スタティック EPG を使用する設定の 1 つの例です。
ファブリックへの WAN ルータ接続を設定するには、関連付けられている WAN サブネット内
のエンドポイントを含む l3extInstP EPG を管理者が設定します。ファブリックは、エンドポ
イントの接続ライフサイクルが経過する間に、検出プロセスを通して EPG のエンドポイント
について学習します。エンドポイントを学習すると、ファブリックは、それに基づいて
l3extInstP EPG ポリシーを適用します。たとえば、WAN 接続クライアントがアプリケーショ
ン（fvAEPg）EPG 内でサーバとの TCP セッションを開始すると、l3extInstP EPG は、fvAEPg
EPG Web サーバとの通信が始まる前に、そのクライアント エンドポイントにポリシーを適用
します。クライアント サーバ TCP セッションが終わり、クライアントとサーバの間の通信が
終了すると、そのエンドポイントはもうファブリック内に存在しません。

（注）

リーフ スイッチが EPG 下の static binding (leaf switches) 用に設定されている場合は、次の制限
が適用されます。
• スタティック バインディングをスタティック パスで上書きすることはできません。
• そのスイッチのインターフェイスをルーテッド外部ネットワーク（L3out）設定に使用す
ることはできません。
• そのスイッチのインターフェイスに IP アドレスを割り当てることはできません。
VMware vCenter への仮想マシン管理接続は、ダイナミック EPG を使用する設定の 1 つの例で
す。ファブリックで仮想マシン管理ドメインが設定されると、vCenter は、必要に応じて仮想
マシン エンドポイントを開始、移動、シャットダウンさせることのできる EPG の動的設定を
トリガーします。
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IP ベースの EPG
通常はカプセル化ベースの EPG が使用されますが、最長プレフィックス照合 （LPM） 分類に
よるサポートが不可能な多数の EPG が必要となるネットワークには、IP ベースの EPG が適し
ています。IP ベースの EPG は、LPM 分類とは異なり、各 EPG にネットワーク/マスク範囲を
割り当てる必要がありません。また、それぞれの IP ベースの EPG が固有のブリッジ ドメイン
を持つ必要もありません。IP ベースの EPG を設定する手順は、Cisco AVS vCenter 設定で使用
される仮想 IP ベースの EPG の設定手順に類似しています。
IP ベースの EPG に関する次のガイドラインと制約事項に従ってください:
• IP ベースの APIC EPG は、APIC 1.1(2x) および ACI スイッチ 11.1(2x) リリース以降で、以
下の Cisco Nexus N9K スイッチにおいてサポートされています:
• スイッチの名前の末尾に「E」が付くスイッチ。N9K-C9372PX-E など。
• スイッチの名前の末尾に「EX」が付くスイッチ。N9K-93108TC-EX など。
IP ベースの EPG をサポートしていない旧型のスイッチでその導入を試みると、APIC でエ
ラーが発生します。
• IP ベースの EPG は特定の IP アドレスまたはサブネットに対して設定できますが、IP アド
レス範囲には設定できません。
• IP ベースの EPG は、次のシナリオではサポートされません。
• スタティック EP 設定との組み合わせ。
• 外部、インフラストラクチャ テナント (インフラ) の設定はブロックされませんが、
有効にはなりません。この場合、レイヤ 3 学習が行われないためです。
• レイヤ 2 のみブリッジ ドメインでは、IP ベースの EPG は有効になりません。この場
合には、ルーティングされたトラフィックが存在しないためです。プロキシ ARP が
レイヤ3ブリッジドメインを有効になっている場合、エンドポイントが同じサブネッ
トである場合も、トラフィックはルーティングされます。この場合は IP ベースの EPG
が動作します。
• プレフィックスによる設定は、共有サービスと、IP ベース EPG の両方で使用されま
す。

アクセス ポリシーによる VLAN から EPG への自動割り当て
テナント ネットワーク ポリシーがファブリックのアクセス ポリシーと別に設定される一方で、
テナント ポリシーの基盤となるアクセス ポリシーが整わないとテナント ポリシーはアクティ
ブ化されません。ファブリック アクセス外向きインターフェイスは、仮想マシン コントロー
ラなどの外部デバイス、ハイパーバイザ、ホスト、ルータ、またはファブリック エクステンダ
(FEX) と接続します。アクセス ポリシーにより、管理者はポート チャネルおよび仮想ポート
チャネル、LLDP、CDP、LACP などのプロトコル、モニタリングや診断などの機能を設定する
ことができます。
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図 13 : アクセス ポリシーとエンドポイント グループの関連付け

ポリシー モデルでは、vlan の Epg 緊密に結合されています。トラフィック フローをするには、
物理的なで VLAN をリーフ ポートで、EPG を展開する必要がある VMM、L2out、L3out、また
はファイバ チャネルのドメイン。詳細については、ネットワーク ドメイン （17 ページ）を参
照してください。
ポリシー モデルでは、EPG に関連付けられているドメイン プロファイルには、VLAN インス
タンス プロファイルが含まれています。ドメイン プロファイルには、両方の VLAN インスタ
ンス プロファイル (VLAN プール) および attacheable アクセス エンティティ プロファイル (AEP)
アプリケーション Epg に直接と関連付けられているが含まれています。AEP は、すべてのポー
トの [接続されている、および Vlan の割り当てのタスクを自動化するに関連付けられているア
プリケーション Epg を展開します。大規模なデータセンター数千の Vlan の数百のプロビジョ
ニング仮想マシンのアクティブなは簡単に、中に ACI ファブリックは VLAN プールから、
VLAN Id を自動的に割り当てることができます。これは、膨大な従来データセンターで Vlan
をトランキングと比較して、時間を節約できます。
VLAN の注意事項
EPG トラフィックがフローは、Vlan の設定には次のガイドラインを使用します。
• 複数のドメインは、VLAN プールを共有できますが、1 つのドメインは、1 つの VLAN
プールにのみ使用できます。
• 1 つのリーフ スイッチで同じ VLAN のカプセル化を複数の Epg を展開するを参照してく
ださい。 ポート単位の VLAN （46 ページ） 。
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ポート単位の VLAN
v1.1 リリースより前の ACI バージョンでは、特定の VLAN カプセル化はリーフ スイッチ上の
単一の EPG だけにマッピングされます。同じリーフ スイッチ上に同じ VLAN カプセル化を持
つ第 2 の EPG があると、ACI でエラーが発生します。
v1.1 リリース以降では、次の図と同様、ポート単位の VLAN 設定で、特定のリーフ スイッチ
(または FEX) 上に複数の EPG を同じ VLAN カプセル化で展開することができます。

単一のリーフ スイッチ上で、同じカプセル化番号を使用する複数の EPG の展開を有効にする
には、次の注意事項に従ってください。
• EPG は、さまざまなブリッジ ドメインに関連付けられている必要があります。
• EPG は、さまざまなポートに展開する必要があります。
• ポートと EPG の両方が、VLAN 番号が含まれている VLAN プールに関連付けられている
同じドメインに関連付けられている必要があります。
• ポートは portLocal VLAN スコープで設定されている必要があります。
たとえば、上の図の ポート 3 と 9 上に展開されている EPG のポート単位の VLAN で、両方が
VLAN-5 を使用していれば、ポート 3 と EPG1 は Dom1 (プール 1) に、ポート 9 と EPG2 は
Dom2 (プール 2) に関連付けられます。
ポート 3 からのトラフィックは EPG1 に関連付けられ、ポート 9 からのトラフィックは EPG2
に関連付けられます。
これは、外部レイヤ 3 外部接続用に設定されたポートには適用されません。
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（注）

トラフィックの転送に関連した問題のリスクを避けるため、ポートに EPG を展開するために
使用されている AEP に複数のドメインを 追加することは避けてください。
入力および出力の両方向で個別の（ポート、VLAN）変換エントリの割り当てが可能なのは、
vlanScope が portlocal に設定されているポートだけです。特定のポートで vlanScope が
portGlobal (デフォルト) に設定されている場合には、EPG で使用される各 VLAN は、特定の
リーフ スイッチ上で一意のものである必要があります。

（注）

マルチ スパニング ツリー (MST) で設定されているインターフェイス上では、ポート単位の
VLAN はサポートされていません。このツリーでは、VLAN ID が 1 つのリーフ スイッチ上で
一意であること、そして VLAN の範囲がグローバルであることを必要とするからです。
同じリーフ スイッチで EPG に使用されていた VLAN 番号の再利用
以前に、リーフ スイッチのポートに展開されている EPG 用に VLAN を設定していて、同じ
VLAN 番号を同じリーフ スイッチの異なるポートの異なる EPG で再利用する場合には、中断
なしでセットアップできるようにするため、次の例に示すようなプロセスに従ってください。
この例では、EPGは以前、9 ～ 100 の範囲の VLAN プールを含むドメインに関連付けられてい
たポートに展開されていました。ここで、9 ～ 20 からの VLAN カプセル化を使用する EPG を
設定したいとします。
1.

異なるポート (たとえば、9 ～ 20 の範囲) で新しい VLAN プールを設定します。

2.

ファイアウォールに接続されているリーフ ポートを含む新しい物理的なドメインを設定し
ます。

3.

ステップ 1 で設定した VLAN プールに物理的なドメインを関連付けます。

4.

リーフ ポートの VLAN の範囲を

5.

新しい EPG (この例ではファイアウォールが使用するもの) を、ステップ 2 で作成した物理
ドメインに関連付けます。

6.

リーフ ポートで EPG を展開します。

portLocal

として設定します。
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VPC に導入される EPG のための VLAN の注意事項
図 14 : VPC の 2 本のレッグの VLAN

EPG を VPC で展開するとき、VPC の 2 本のレッグ上のリーフ スイッチ ポートに割り当てら
れている同じドメインに関連付ける必要があります（同じ VLAN プール）。
この図では EPG A はリーフ スイッチ 1 およびリーフ スイッチ 2 上のポートで展開されている
VPC に展開されます。2 本のリーフ スイッチ ポートおよび EPG は、すべて同じ VLAN プール
が含まれている同じドメインに関連付けられています。

特定のポートに EPG を導入する
GUI を使用して特定のノードまたはポートへ EPG を導入する
始める前に
特定のノードまたはノードの特定のポートで、EPG を作成することができます。
手順

ステップ 1

Cisco APIC にログインします。

ステップ 2

[Tenants[ > [tenant] を選択します。

ステップ 3

左側のナビゲーション ウィンドウで、 tenant、 Application Profiles、および application profile
を展開します。

ステップ 4

Application EPGs を右クリックし、Create Application EPG を選択します。

ステップ 5

Create Application EPG STEP 1 > Identity 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 の名前を入力します。

b) Bridge Domain ドロップダウンリストから、ブリッジ ドメインを選択します。
c)

[Statically Link with Leaves/Paths] チェックボックスをオンにします。
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このチェック ボックスを使用して、どのポートに EPG を導入するかを指定できます。
d) [Next] をクリックします。
e)
f)

[Path] ドロップダウンリストから、宛先 EPG への静的パスを選択します。

ステップ 6

Create Application EPG STEP 2 > Leaves/Paths ダイアログボックスで、Physical Domain ドロッ
プダウンリストから物理ドメインを選択します。

ステップ 7

次のいずれかの手順を実行します。
オプション

説明

次のものに EPG を 次を実行します。
展開する場合、
ノード

1.

Leaves エリアを展開します。

2.

[Node] ドロップダウン リストから、ノードを選択します。

3.

Encap フィールドで、適切な VLAN を入力します。

4.

(オプション) Deployment Immediacy ドロップダウンリストで、デフォ
ルトの On Demand のままにするか、Immediateを選択します。

5.

(オプション) [Mode] ドロップダウンリストで、デフォルトの [Trunk]
のままにするか、別のモードを選択します。

ノード上のポート 1.

Paths エリアを展開します。

2.

Path ドロップダウンリストから、適切なノードおよびポートを選択
します。

3.

(オプション) Deployment Immediacy フィールドのドロップダウンリ
ストで、デフォルトの On Demand のままにするか、Immediate を選
択します。

4.

(オプション) [Mode] ドロップダウンリストで、デフォルトの [Trunk]
のままにするか、別のモードを選択します。

5.

Port Encap フィールドに、導入するセカンダリ VLAN を入力します。

6.

(オプション) Primary Encap フィールドで、展開するプライマリ VLAN
を入力します。

ステップ 8

Update をクリックし、Finish をクリックします。

ステップ 9

左側のナビゲーション ウィンドウで、作成した EPG を展開します。

ステップ 10

次のいずれかの操作を実行します:
• ノードで EPG を作成した場合は、Static Leafs をクリックし、作業ウィンドウで、静的バ
インド パスの詳細を表示します。
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• ノードのポートで EPG を作成した場合は、Static Ports をクリックし、作業ウィンドウで、
静的バインド パスの詳細を表示します。

NX-OS スタイルの CLI を使用した APIC の特定のポートへの EPG の導入
手順

ステップ 1 VLAN ドメインを設定します。
例：
apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 10-100

ステップ 2 テナントを作成します。
例：
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1

ステップ 3 プライベート ネットワーク/VRF を作成します。
例：
apic1(config-tenant)# vrf context ctx1
apic1(config-tenant-vrf)# exit

ステップ 4 ブリッジ ドメインを作成します。
例：
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member ctx1
apic1(config-tenant-bd)# exit

ステップ 5 アプリケーション プロファイルおよびアプリケーション EPG を作成します。
例：
apic1(config-tenant)# application AP1
apic1(config-tenant-app)# epg EPG1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 6 EPG を特定のポートに関連付けます。
例：
apic1(config)# leaf 1017

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
50

EPG
REST API を使用した APIC の特定のポートへの EPG の導入

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/13
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 20 tenant t1 application AP1 epg
EPG1

（注）

上の例に示した vlan-domain コマンドと vlan-domain member コマンドは、ポートに
EPG を導入するための前提条件です。

REST API を使用した APIC の特定のポートへの EPG の導入
始める前に
EPG を導入するテナントが作成されていること。
手順

特定のポート上に EPG を導入します。
例：
<fvTenant name="<tenant_name>" dn="uni/tn-test1" >
<fvCtx name="<network_name>" pcEnfPref="enforced" knwMcastAct="permit"/>
<fvBD name="<bridge_domain_name>" unkMcastAct="flood" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="<network_name>"/>
</fvBD>
<fvAp name="<application_profile>" >
<fvAEPg name="<epg_name>" >
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-1017/pathep-[eth1/13]" mode="regular"
instrImedcy="immediate" encap="vlan-20"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

特定のポートに EPG を導入するためのドメイン、接続エ
ンティティ プロファイル、および VLAN の作成
特定のポートにEPGを導入するためのドメイン、接続エンティティプ
ロファイル、および VLAN の作成
このトピックでは、特定のポートに EPG を導入する場合に必須である物理ドメイン、接続エ
ンティティ プロファイル（AEP）、および VLAN を作成する方法の典型的な例を示します。
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（注）

すべてのエンドポイント グループ（EPG）にドメインが必要です。また、インターフェイス
ポリシー グループを接続エンティティ プロファイル（AEP）に関連付ける必要があり、AEP
と EPG が同じドメインに存在する必要がある場合は、AEP をドメインに関連付ける必要があ
ります。EPG とドメイン、およびインターフェイス ポリシー グループとドメインの関連付け
に基づいて、EPG が使用するポートと VLAN が検証されます。以下のドメイン タイプが EPG
に関連付けられます。
• アプリケーション EPG
• レイヤ 3 Outside 外部ネットワーク インスタンス EPG
• レイヤ 2 Outside 外部ネットワーク インスタンス EPG
• アウトオブバンドおよびインバンド アクセスの管理 EPG
APIC は、これらのドメイン タイプのうち 1 つまたは複数に EPG が関連付けられているかどう
かを確認します。EPG が関連付けられていない場合、システムは設定を受け入れますが、エ
ラーが発生します。ドメインの関連付けが有効でない場合、導入された設定が正しく機能しな
い可能性があります。たとえば、VLAN のカプセル化を EPG で使用することが有効でない場
合、導入された設定が正しく機能しない可能性があります。

GUI を使用した、EPG を特定のポートに導入するためのドメインおよ
び VLAN の作成
始める前に
• EPG を導入するテナントがすでに作成されていること。
• EPG は特定のポートに静的に導入されます。
手順

ステップ 1 メニュー バーで、Fabric > External Access Policies を選択します。
ステップ 2 Navigation ウィンドウで、Quick Start をクリックします。
ステップ 3 Work ウィンドウで、Configure an Interface, PC, and VPC をクリックします。
ステップ 4 Configure an Interface, PC, and VPC ダイアログボックスで、+ アイコンをクリックしてスイッ
チを選択し、次の操作を実行します:
a)

[Switches] ドロップダウン リストで、目的のスイッチのチェックボックスをオンにしま
す。

b)

[Switch Profile Name] フィールドに、スイッチ名が自動的に入力されます。
（注）

任意で、変更した名前を入力することができます。

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
52

EPG
GUI を使用した、EPG を特定のポートに導入するためのドメインおよび VLAN の作成

c)

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。

d)

[Interface Type] フィールドで、[Individual] オプション ボタンをクリックします。

e)

[Interfaces] フィールドに、目的のインターフェイスの範囲を入力します。

f)

[Interface Selector Name] フィールドに、インターフェイス名が自動的に入力されます。
（注）

任意で、変更した名前を入力することができます。

g)

[Interface Policy Group] フィールドで、[Create One] オプション ボタンを選択します。

h)

[Link Level Policy] ドロップダウン リストで、適切なリンク レベル ポリシーを選択しま
す。
（注）

必要に応じて追加のポリシーを作成します。または、デフォルトのポリシー設
定を使用できます。

i)

[Attached Device Type] フィールドから、適切なデバイス タイプを選択します。

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。

l)

[VLAN] フィールドで、[Create One] オプション ボタンをクリックします。

m)

[VLAN Range] フィールドに、目的の 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。

n)

[Submit] をクリックします。

ステップ 5 メニュー バーで、[テナント] をクリックします。Navigation ウィンドウで、適切な
Tenant_name > Application Profiles > Application EPGs > EPG_name を展開し、次の操作を実行
します:
a)

[Domains (VMs and Bare-Metals)] を右クリックし、[Add Physical Domain Association] をク
リックします。

b) [Add Physical Domain Association] ダイアログボックスで、[Physical Domain Profile] 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。
c)

[Submit] をクリックします。
AEP は、ノード上の特定のポート、およびドメインに関連付けられます。物理ドメインは
VLAN プールに関連付けられ、テナントはこの物理ドメインに関連付けられます。

スイッチ プロファイルとインターフェイス プロファイルが作成されます。インターフェイス
プロファイルのポート ブロックにポリシー グループが作成されます。AEP が自動的に作成さ
れ、ポート ブロックおよびドメインに関連付けられます。ドメインは VLAN プールに関連付
けられ、テナントはドメインに関連付けられます。
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NX-OS スタイルの CLI を使用した、EPG を特定のポートに導入するた
めの AEP、ドメイン、および VLAN の作成
始める前に
• EPG を導入するテナントがすでに作成されていること。
• EPG は特定のポートに静的に導入されます。
手順

ステップ 1 VLAN ドメインを作成し、VLAN 範囲を割り当てます。
例：
apic1(config)# vlan-domain domP
apic1(config-vlan)# vlan 10
apic1(config-vlan)# vlan 25
apic1(config-vlan)# vlan 50-60
apic1(config-vlan)# exit

ステップ 2 インターフェイス ポリシー グループを作成し、そのポリシー グループに VLAN ドメインを割
り当てます。
例：
apic1(config)# template policy-group PortGroup
apic1(config-pol-grp-if)# vlan-domain member domP

ステップ 3 リーフ インターフェイス プロファイルを作成し、そのプロファイルにインターフェイス ポリ
シー グループを割り当てて、そのプロファイルを適用するインターフェイス ID を割り当てま
す。
例：
apic1(config)# leaf-interface-profile InterfaceProfile1
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group range
apic1(config-leaf-if-group)# policy-group PortGroup
apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/11-13
apic1(config-leaf-if-profile)# exit

ステップ 4 リーフ プロファイルを作成し、そのリーフ プロファイルにリーフ インターフェイス プロファ
イルを割り当てて、そのプロファイルを適用するリーフ ID を割り当てます。
例：
apic1(config)# leaf-profile SwitchProfile-1019
apic1(config-leaf-profile)# leaf-interface-profile InterfaceProfile1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group range
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apic1(config-leaf-group)# leaf 1019
apic1(config-leaf-group)#

REST API を使用した、EPG を特定のポートに導入するための AEP、ド
メイン、および VLAN の作成
始める前に
• EPG を導入するテナントがすでに作成されていること。
• EPG は特定のポートに静的に導入されます。
手順

ステップ 1 インターフェイス プロファイル、スイッチ プロファイル、および接続エンティティ プロファ
イル（AEP）を作成します。
例：
<infraInfra>
<infraNodeP

name="<switch_profile_name>" dn="uni/infra/nprof-<switch_profile_name>"

>
<infraLeafS name="SwitchSeletor" descr="" type="range">
<infraNodeBlk name="nodeBlk1" descr="" to_="1019" from_="1019"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-<interface_profile_name>"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="<interface_profile_name>"
dn="uni/infra/accportprof-<interface_profile_name>" >
<infraHPortS name="portSelector" type="range">
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-<port_group_name>"
fexId="101"/>
<infraPortBlk name="block2" toPort="13" toCard="1" fromPort="11"
fromCard="1"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortGrp name="<port_group_name>"
dn="uni/infra/funcprof/accportgrp-<port_group_name>" >
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-<attach_entity_profile_name>"/>
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="1GHifPol"/>
</infraAccPortGrp>
<infraAttEntityP name="<attach_entity_profile_name>"
dn="uni/infra/attentp-<attach_entity_profile_name>" >
<infraRsDomP tDn="uni/phys-<physical_domain_name>"/>
</infraAttEntityP>
<infraInfra>

ステップ 2 ドメインを作成する。
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例：
<physDomP name="<physical_domain_name>" dn="uni/phys-<physical_domain_name>">
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[<vlan_pool_name>]-static"/>
</physDomP>

ステップ 3 VLAN 範囲を作成します。
例：
<fvnsVlanInstP name="<vlan_pool_name>" dn="uni/infra/vlanns-[<vlan_pool_name>]-static"
allocMode="static">
<fvnsEncapBlk name="" descr="" to="vlan-25" from="vlan-10"/>
</fvnsVlanInstP>

ステップ 4 ドメインに EPG を関連付けます。
例：
<fvTenant name="<tenant_name>" dn="uni/tn-" >
<fvAEPg prio="unspecified" name="<epg_name>" matchT="AtleastOne"
dn="uni/tn-test1/ap-AP1/epg-<epg_name>" descr="">
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-<physical_domain_name>" instrImedcy="immediate"
resImedcy="immediate"/>
</fvAEPg>
</fvTenant>

添付されているエンティティプロファイルで複数のイン
ターフェイスに EPG を導入する
AEPまたはインターフェイスポリシーグループを使用したアプリケー
ション EPG の複数のポートへの導入
APIC の拡張 GUI と REST API を使用して、接続エンティティ プロファイルをアプリケーショ
ン EPG に直接関連付けることができます。これにより、単一の構成の接続エンティティ プロ
ファイルに関連付けられたすべてのポートに、関連付けられたアプリケーション EPG を導入
します。
APIC REST API または NX-OS スタイルの CLI を使用し、インターフェイス ポリシー グループ
を介して複数のポートにアプリケーション EPG を導入できます。

APIC GUI を使用した AEP による複数のインターフェイスへの EPG の導
入
短時間でアプリケーションを接続エンティティ プロファイルに関連付けて、その接続エンティ
ティ プロファイルに関連付けられたすべてのポートに EPG を迅速に導入することができます。
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始める前に
• ターゲット アプリケーション EPG が作成されている。
• AEP での EPG 導入に使用する VLAN の範囲が含まれている VLAN プールが作成されてい
る。
• 物理ドメインが作成され、VLAN プールと AEP にリンクされている。
• ターゲットの接続エンティティ プロファイルが作成され、アプリケーション EPG を導入
するポートに関連付けられている。
手順

ステップ 1 ターゲットの接続エンティティ プロファイルに移動します。
a)

使用する接続エンティティ プロファイルのページを開きます。拡張 GUI で、 Fabric >
External Access Policies > Policies > Global > Attachable Access Entity Profiles をクリックし
ます。

b) ターゲットの接続エンティティ プロファイルをクリックして、[Attachable Access Entity
Profile] ウィンドウを開きます。
ステップ 2 [Show Usage] ボタンをクリックして、この接続エンティティ プロファイルに関連付けられた
リーフ スイッチとインターフェイスを表示します。
この接続エンティティ プロファイルに関連付けられたアプリケーション EPG が、この接続エ
ンティティ プロファイルに関連付けられたすべてのスイッチ上のすべてのポートに導入されま
す。
ステップ 3 [Application EPGs] テーブルを使用して、この接続エンティティ プロファイルにターゲット ア
プリケーション EPG を関連付けます。アプリケーション EPG エントリを追加するには、[+] を
クリックします。各エントリに次のフィールドがあります。
フィールド

Action

Application EPG

ドロップダウンを使用して、関連付けられたテナント、アプリケーショ
ン プロファイル、およびターゲット アプリケーション EPG を選択しま
す。

Encap

ターゲット アプリケーション EPG の通信に使用される VLAN の名前を
入力します。

Primary Encap

アプリケーション EPG にプライマリ VLAN が必要な場合は、プライマリ
VLAN の名前を入力します。

モード

ドロップダウンを使用して、データを送信するモードを指定します。
• [Trunk]：ホストからのトラフィックに VLAN ID がタグ付けされてい
る場合に選択します。
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フィールド

Action
• [Access]：ホストからのトラフィックに 802.1p タグがタグ付けされて
いる場合に選択します。
• [Access Untagged] ：ホストからのトラフィックがタグ付けされてい
ない場合に選択します。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。
この接続エンティティ プロファイルに関連付けられたアプリケーション EPG が、この接続エ
ンティティ プロファイルに関連付けられたすべてのスイッチ上のすべてのポートに導入されま
す。

NX-OS スタイルの CLI を使用したインターフェイス ポリシー グループ
による複数のインターフェイスへの EPG の導入
NX-OS CLI では、接続エンティティ プロファイルを EPG に関連付けることによる迅速な導入
が明示的に定義されていません。代わりにインターフェイス ポリシー グループが定義されて
ドメインが割り当てられます。このポリシー グループは、VLAN に関連付けられたすべての
ポートに適用され、その VLAN を介して導入されるアプリケーション EPG を含むように設定
されます。
始める前に
• ターゲット アプリケーション EPG が作成されている。
• AEP での EPG 導入に使用する VLAN の範囲が含まれている VLAN プールが作成されてい
る。
• 物理ドメインが作成され、VLAN プールと AEP にリンクされている。
• ターゲットの接続エンティティ プロファイルが作成され、アプリケーション EPG を導入
するポートに関連付けられている。
手順

ステップ 1 ターゲット EPG をインターフェイス ポリシー グループに関連付けます。
このコマンド シーケンスの例では、VLAN ドメイン domain1 と VLAN 1261 に関連付けられた
インターフェイス ポリシー グループ pg3 を指定します。このポリシー グループに関連付けら
れたすべてのインターフェイスに、アプリケーション EPG epg47 が導入されます。
例：
apic1# configure terminal
apic1(config)# template policy-group pg3
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apic1(config-pol-grp-if)# vlan-domain member domain1
apic1(config-pol-grp-if)# switchport trunk allowed vlan 1261 tenant tn10 application
pod1-AP
epg epg47

ステップ 2 ターゲット ポートで、アプリケーション EPG に関連付けられたインターフェイス ポリシー グ
ループのポリシーが導入されたことを確認します。
次の show コマンド シーケンスの出力例は、ポリシー グループ pg3 がリーフ スイッチ 1017 上
のイーサネット ポート 1/20 に導入されていることを示しています。
例：
apic1# show run leaf 1017 int eth 1/20
# Command: show running-config leaf 1017 int eth 1/20
# Time: Mon Jun 27 22:12:10 2016
leaf 1017
interface ethernet 1/20
policy-group pg3
exit
exit
ifav28-ifc1#

REST API を使用した AEP による複数のインターフェイスへの EPG の導
入
AEP のインターフェイス セレクタを使用して、AEPg の複数のパスを設定できます。以下を選
択できます。
1.

ノードまたはノード グループ

2.

インターフェイスまたはインターフェイス グループ
インターフェイスは、インターフェイス ポリシー グループ（および infra:AttEntityP）を
使用します。

3.

infra:AttEntityP を AEPg に関連付けることで、使用する VLAN を指定する。
infra:AttEntityP は、VLAN が異なる複数の AEPg に関連付けることができます。

3 のように infra:AttEntityP を AEPg に関連付けた場合、1 で選択したノード上の 2 のインター
フェイスに、3 で指定した VLAN を使用して AEPg が導入されます。
この例では、AEPg uni/tn-Coke/ap-AP/epg-EPG1 が、ノード 101 および 102 のインターフェイ
ス 1/10、1/11、および 1/12 に vlan-102 で導入されます。
始める前に
• ターゲット アプリケーション EPG（AEPg）を作成する。
• 接続エンティティ プロファイル（AEP）による EPG 導入に使用する VLAN の範囲が含ま
れている VLAN プールを作成する。

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
59

EPG
EPG 内の分離

• 物理ドメインを作成して VLAN プールおよび AEP にリンクさせる。
手順

選択したノードとインターフェイスに AEPg を導入するには、次の例のような XML を POST
送信します。
例：
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name=“NodeProfile">
<infraLeafS name=“NodeSelector" type="range">
<infraNodeBlk name=“NodeBlok" from_="101" to_=“102”/>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-InterfaceProfile"/>
</infraLeafS>
</<infraNodeP>
<infraAccPortP name="InterfaceProfile">
<infraHPortS name="InterfaceSelector" type="range">
<infraPortBlk name=“ InterfaceBlock" fromCard="1" toCard="1" fromPort="10"
toPort=“12"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-PortGrp" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="PortGrp”>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntityProfile"/>
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<infraAttEntityP name=“AttEntityProfile” >
<infraGeneric name=“default” >
<infraRsFuncToEpg tDn=“uni/tn-Coke/ap-AP/epg-EPG1” encap=“vlan-102"/>
</infraGeneric>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

EPG 内の分離
EPG 内エンドポイント分離
EPG 内エンドポイント分離ポリシーにより、仮想エンドポイントまたは物理エンドポイントが
完全に分離されます。分離を適用した状態で稼働している EPG 内のエンドポイント間の通信
は許可されません。分離を適用した EGP では、多くのクライアントが共通サービスにアクセ
スするときに必要な EPG カプセル化の数は低減しますが、相互間の通信は許可されません。
EPG は、すべての ACI ネットワーク ドメインに分離が適用されているか、またはどのドメイ
ンにも適用されていないかのいずれかです。ACI ファブリックは接続エンドポイントに直接分
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離を実装しますが、ファブリックに接続されているスイッチはプライマリ VLAN（PVLAN）
タグに従って分離規則を認識します。

（注）

EPG 内エンドポイント分離を適用して EPG を設定した場合は、次の制限が適用されます。
• 分離を適用した EPG 全体のすべてのレイヤ 2 エンドポイント通信がブリッジ ドメイン内
にドロップされます。
• 分離を適用した EPG 全体のすべてのレイヤ 3 エンドポイント通信が同じサブネット内に
ドロップされます。
• トラフィックが、分離が適用されている EPG から分離が適用されていない EPG に流れて
いる場合、QoS CoS の優先順位設定の保持はサポートされません。

ベア メタル サーバの EPG 内分離
ベア メタル サーバの EPG 内分離
EPG 内エンドポイント分離のポリシーは、ベア メタル サーバなどの直接接続されているエン
ドポイントに適用できます。
次のような使用例があります。
• バックアップ クライアントは、バックアップ サービスにアクセスするための通信要件は
同じですが、相互に通信する必要はありません。
• ロード バランサの背後にあるサーバの通信要件は同じですが、それらのサーバを相互に分
離すると、不正アクセスや感染のあるサーバに対して保護されます。
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図 15 : ベア メタル サーバの EPG 内分離

ベア メタル の EPG 分離はリーフ スイッチで適用されます。ベア メタル サーバは VLAN カプ
セル化を使用します。ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストのすべてのト
ラフィックが、分離が適用された EPG 内でドロップ（拒否）されます。ACI ブリッジ ドメイ
ンには、分離された EPG と通常の EPG を混在させることができます。分離された EPG それぞ
れには、VLAN 間トラフィックを拒否する複数の VLAN を指定できます。

GUI を使用したベア メタル サーバ の EPG 内分離の設定
EPG が使用するポートは、リーフ スイッチにベア メタル サーバを直接接続するために使用す
る物理ドメイン内のベア メタル サーバと関連付ける必要があります。
手順

ステップ 1 テナントで、[Application Profile] を右クリックし、[Create Application EPG] ダイアログ ボック
スを開いて次の操作を実行します。
a)

[Name] フィールドに、EPG の名前（intra_EPG-deny）を追加します。

b) [Intra EPG Isolation] で、[Enforced] をクリックします。
c)

[Bridge Domain] 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。

d) [Statically Link with Leaves/Paths] チェックボックスをオンにします。
e)

[Next] をクリックします。

ステップ 2 [Leaves/Paths] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a)

[Path] セクションで、ドロップダウン リストからトランク モードでのパス
（Node-107/eth1/16）を選択します。
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セカンダリ VLAN の [Port Encap]（vlan-102）を指定します。
（注）

ベア メタル サーバがリーフ スイッチに直接接続されている場合、Port Encap のセ
カンダリ VLAN のみが指定されます。

プライマリ VLAN の [Primary Encap]（vlan-103）を指定します。
b) [Update] をクリックします。
c)

[Finish] をクリックします。

NX-OS スタイルの CLI を使用したベア メタル サーバ の EPG 内分離の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 CLI で、EPG 内分離 EPG を作成します。
例：
以下に、VMM ケースを示します。
ifav19-ifc1(config)# tenant
Test_Isolation
ifav19-ifc1(config-tenant)# application
PVLAN
ifav19-ifc1(config-tenant-app)# epg
EPG1
ifav19-ifc1(config-tenant-app-epg)#
show running-config
# Command: show running-config
tenant Test_Isolation
application PVLAN epg EPG1
tenant Test_Isolation
application PVLAN
epg EPG1
bridge-domain member BD1
contract consumer bare-metal
contract consumer default
contract provider Isolate_EPG
isolation enforce
<---- This
enables EPG isolation mode.
exit
exit
ifav19-ifc1(config)# leaf ifav19-leaf3
ifav19-ifc1(config-leaf)# interface
ethernet 1/16
ifav19-ifc1(config-leaf-if)# show
running-config
ifav19-ifc1(config-leaf-if)# switchport
trunk native vlan 101 tenant
Test_Isolation application PVLAN epg
StaticEPG primary-vlan 100
exit

ステップ 2 設定を確認します。
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コマンドまたはアクション
例：
show epg StaticEPG detail
Application EPg Data:
Tenant
: Test_Isolation
Application
: PVLAN
AEPg
: StaticEPG
BD
: BD1
uSeg EPG
: no
Intra EPG Isolation : enforced
Vlan Domains
: phys
Consumed Contracts : bare-metal
Provided Contracts :
default,Isolate_EPG
Denied Contracts
:
Qos Class
: unspecified
Tag List
:
VMM Domains:
Domain
Type
Deployment Immediacy Resolution
Immediacy State
Encap
Primary
Encap
-------------------- ----------------------------------------------- ----------------------- ---------DVS1
VMware
On
Demand
immediate
formed
auto
auto

Static Leaves:
Node
Encap
Deployment Immediacy Mode
Modification Time
---------- --------------------------------------------------------------------------------Static Paths:
Node
Interface
Encap
Modification
Time
----------------------------------------------------------------------------------1018
eth101/1/1
vlan-100
2016-02-11T18:39:02.337-08:00
1019
eth1/16
vlan-101
2016-02-11T18:39:02.337-08:00
Static Endpoints:
Node
Interface
Encap
End Point MAC
End
Point IP Address
Modification
Time
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コマンドまたはアクション

目的

------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------

REST API を使用したベア メタル サーバのイントラ EPG 分離の設定
始める前に
EPG が使用するポートは、物理ドメイン内のベア メタル サーバ インターフェイスに関連付け
られ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://apic-ip-address/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="Tenant_BareMetal" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">
<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-Dom1" />
<!-- PATH ASSOCIATION -->
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-1017/pathep-[eth1/2]" encap="vlan-51"
primaryEncap="vlan-100" instrImedcy='immediate'/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

VMware vDS の EPG 内分離
VMware VDS または Microsoft vswitch の EPG 内の分離
EPG 内分離は、同じベース EPG または uSeg EPG 内の物理エンドポイント デバイスまたは仮
想エンドポイント デバイスが相互に通信しないようにするオプションです。デフォルトでは、

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
65

EPG
VMware VDS または Microsoft vswitch の EPG 内の分離

同じ EPG に含まれるエンドポイント デバイスは互いに通信することができます。しかし、EPG
内のエンドポイント デバイスの別のエンドポイント デバイスからの完全な分離が望ましい状
況が存在します。たとえば、同じ EPG 内のエンドポイント VM が複数のテナントに属してい
る場合、またはウイルスが広がるのを防ぐために、EPG 内の分離を実行することができます。
Cisco ACI 仮想マシン マネージャ（VMM）ドメインは、EPG 内分離が有効である EGP ごと
に、分離された PVLAN ポート グループを VMware VDS または Microsoft vSwitch に作成しま
す。ファブリック管理者がプライマリ カプセル化を指定するか、または EPG と VMM ドメイ
ンの関連付け時にファブリックが動的にプライマリ カプセル化を指定します。ファブリック管
理者が VLAN pri 値とVLAN-sec 値を静的に選択すると、VMM ドメインによって VLAN-pri と
VLAN-sec がドメイン プール内のスタティック ブロックの一部であることが検証されます。

（注）

イントラ EPG 隔離が強制されない場合、設定で指定されていても VLAN-pri 値は無視されま
す。
VMware VDS または Microsoft vSwitch の VLAN pri と VLAN-sec のペアは、EPG とドメインの
関連付け時に VMM 単位で選択されます。EPG 内隔離 EPG に作成されたポート グループは
PVLAN に設定されたタイプでタグ付けされた VLAN-sec を使用します。VMware VDS または
Microsoft vSwitch とファブリックは、VLAN-pri/VLAN-sec カプセル化を切り替えます。
• Cisco ACI ファブリックから VMware VDS または Microsoft vSwitch への通信では VLAN pri
を使用します。
• VMware VDS または Microsoft vSwitch から Cisco ACI ファブリックへの通信は VLAN-sec
を使用します。
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図 16 : VMware VDS または Microsoft vswitch の EPG 内の分離

この図に関する次の詳細に注意してください。
1.

EPG-DB は VLAN トラフィックを Cisco ACI リーフ スイッチに送信します。Cisco ACI の
出力リーフ スイッチは、プライマリ VLAN (PVLAN) タグでトラフィックをカプセル化し、
それを Web-EPG のエンドポイントに転送します。

2.

VMware VDS または Microsoft vSwitch は VLAN-sec を使用して Cisco ACI リーフ スイッチ
にトラフィックを送信します。Cisco ACI リーフ スイッチは、Web-EPG 内のすべての
VLAN-sec 内トラフィックに分離が適用されているため、すべての EPG 内トラフィックを
ドロップします。

3.

Cisco ACI リーフへの VMware VDS または Microsoft vSwitch VLAN-sec アップリンクは分離
トランク モードです。Cisco ACI リーフ スイッチは VMware VDS または Microsoft vSwitch
へのダウンリンク トラフィックに VLAN-pri を使用します。

4.

VMware VDS または Microsoft vSwitch および Cisco ACI リーフ スイッチに PVLAN マップ
が設定されます。WEB-EPG からのVMトラフィックは VLAN-sec 内でカプセル化されま
す。VMware VDS または Microsoft vSwitch は PVLAN タグに従ってローカルの WEB 内 EPG
VM トラフィックを拒否します。ESXi 内ホストまたは Microsoft Hyper-V ホストのすべて
の VM トラフィックは、VLAN-Sec を使用して Cisco ACI リーフに送信されます。
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関連項目
Cisco AVS 環境での EPG 内分離の設定については、Cisco AVS の EPG 内分離の適用 （71 ペー
ジ）を参照してください。

GUI を使用した VMware VDS または Microsoft vSwitch の EPG 内分離の設定
手順

ステップ 1 Cisco APIC にログインします。
ステップ 2 Tenants > tenant を選択します。
ステップ 3 左側のナビゲーション ウィンドウで、[アプリケーション プロファイル] フォルダと適切なア
プリケーション プロファイルを展開します。
ステップ 4 Application EPGs フォルダを右クリックし、Create Application EPG を選択します。
ステップ 5 Create Application EPG ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します:
a)

Name フィールドに EPG 名を追加します。

b) Intra EPG Isolation エリアで、Enforced をクリックします。
c)

Bridge Domain フィールドで、ドロップダウン リストからブリッジ ドメインを選択しま
す。

d) EPG をベア メタル/物理ドメイン インターフェイスまたは VM ドメインに関連付けます。
• VM ドメインの場合、[Associate to VM Domain Profiles] チェックボックスをオンにしま
す。
• ベア メタルの場合、[Statically Link with Leaves/Paths] チェックボックスをオンにしま
す。
e)

[Next] をクリックします。

f)

Associated VM Domain Profiles エリアで、+ アイコンをクリックします。

g) Domain Profile プロファイルのドロップダウン リストから、適切な VMM ドメインを選択
します。
スタティックの場合、Port Encap (or Secondary VLAN for Micro-Seg) フィールドでセカン
ダリ VLAN を指定し、Primary VLAN for Micro-Seg フィールドで、プライマリ VLAN を
指定します。Encap フィールドを空白のままにすると、値が動的に割り当てられます。
（注）

スタティックの場合、スタティック VLAN を VLAN プールで使用できる必要が
あります。

ステップ 6 Update をクリックし、Finish をクリックします。
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NX-OS スタイル CLI を使用した VMware VDS または Microsoft vSwitch の EPG 内分離の設
定
手順

ステップ 1 CLI で、EPG 内分離 EPG を作成します。
例：
次の例は VMware VDSの場合です:
apic1(config)# tenant Test_Isolation
apic1(config-tenant)# application PVLAN
apic1(config-tenant-app)# epg EPG1
apic1(config-tenant-app-epg)# show running-config
# Command: show running-config tenant Tenant_VMM application Web epg intraEPGDeny
tenant Tenant_VMM
application Web
epg intraEPGDeny
bridge-domain member VMM_BD
vmware-domain member PVLAN encap vlan-2001 primary-encap vlan-2002 push on-demand
vmware-domain member mininet
exit
isolation enforce
exit
exit
exit
apic1(config-tenant-app-epg)#

例：
次の例は Microsoft vSwitch の場合です:
apic1(config)# tenant Test_Isolation
apic1(config-tenant)# application PVLAN
apic1(config-tenant-app)# epg EPG1
apic1(config-tenant-app-epg)# show running-config
# Command: show running-config tenant Tenant_VMM application Web epg intraEPGDeny
tenant Tenant_VMM
application Web
epg intraEPGDeny
bridge-domain member VMM_BD
microsoft-domain member domain1 encap vlan-2003 primary-encap vlan-2004
microsoft-domain member domain2
exit
isolation enforce
exit
exit
exit
apic1(config-tenant-app-epg)#

ステップ 2 設定を確認します。
例：
show epg StaticEPG detail
Application EPg Data:
Tenant
: Test_Isolation
Application
: PVLAN
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AEPg
: StaticEPG
BD
: VMM_BD
uSeg EPG
: no
Intra EPG Isolation : enforced
Vlan Domains
: VMM
Consumed Contracts : VMware_vDS-Ext
Provided Contracts : default,Isolate_EPG
Denied Contracts
:
Qos Class
: unspecified
Tag List
:
VMM Domains:
Domain
Type
Deployment Immediacy Resolution Immediacy State
Encap
Primary
Encap
-------------------- --------- -------------------- --------------------------------- ---------- ---------DVS1
VMware
On Demand
immediate
formed
auto
auto
Static Leaves:
Node
Encap
Deployment Immediacy Mode
Time
---------- ---------------- -------------------- ----------------------------------------------Static Paths:
Node
Interface
---------- ----------------------------------------------------------1018
eth101/1/1
2016-02-11T18:39:02.337-08:00
1019
eth1/16
2016-02-11T18:39:02.337-08:00

Encap

Modification

Modification Time

---------------vlan-100
vlan-101

Static Endpoints:
Node
Interface
Encap
End Point MAC
End Point IP Address
Modification Time
---------- ------------------------------ ---------------- ---------------------------------------------- -----------------------------Dynamic Endpoints:
Encap: (P):Primary VLAN, (S):Secondary VLAN
Node
Interface
Encap
End Point MAC
End Point IP
Address
Modification Time
---------- ------------------------------ ---------------- ---------------------------------------------- -----------------------------1017
eth1/3
vlan-943(P)
00:50:56:B3:64:C4 --2016-02-17T18:35:32.224-08:00
vlan-944(S)
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REST API を使用した VMware VDS または Microsoft vswitch の EPG 間分離の設定
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://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

ステップ 2 VMware VDS または Microsoft vSwitch 展開については、POST メッセージの本文に次の XML
構造のいずれかが含まれます。
例：
次の例は、 Vmware VDS 用です。
<fvTenant name="Tenant_VMM" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">
<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<!-- STATIC ENCAP ASSOCIATION TO VMM DOMAIN-->
<fvRsDomAtt encap="vlan-2001" instrImedcy="lazy" primaryEncap="vlan-2002"
resImedcy="immediate" tDn="uni/vmmp-VMware/dom-DVS1”>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

例：
次の例は、 Microsoft vSwitch 用です。
<fvTenant name="Tenant_VMM" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">
<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<!-- STATIC ENCAP ASSOCIATION TO VMM DOMAIN-->
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Microsoft/dom-domain1”>
<fvRsDomAtt encap="vlan-2004" instrImedcy="lazy" primaryEncap="vlan-2003"
resImedcy="immediate" tDn="uni/vmmp-Microsoft/dom-domain2”>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

AVS の EPG内分離
Cisco AVS の EPG 内分離の適用
デフォルトでは、EPG に属するエンドポイントは契約が設定されていなくても相互に通信でき
ます。ただし、相互に、EPG 内のエンドポイントを特定できます。EPG 内でエンドポイント
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分離を適用することで、ウィルスやその他の問題がある VM が EPG 内の他の VM に影響を与
えないようにすることができる場合もあります。
アプリケーション内のすべてのエンドポイントに分離を設定することも、いずれにも設定しな
いこともできます。一部のエンドポイントに分離を設定し、他のエンドポイントに設定しない
方法は使用できません。
EPG 内のエンドポイントを分離しても、エンドポイントが別の EPG 内のエンドポイントと通
信できるようにするコントラクトには影響しません。
EPG が VLAN モードの Cisco AVS ドメインと関連付けられている場合は、EPG 内のエンドポ
イントの分離によって障害が発生します。

（注）

内部 EPG で、Cisco AVS microsegment（uSeg）EPG の分離は現在サポートされていません。2
個の EPG 間に存在するすべてのコントラクトに関係なく、内部 EPG 分離いずれかが適用され
た場合、別の uSeg Epg 内に存在する 2 つのエンドポイント間の通信が可能です。

GUI を使用した Cisco AVS の EPG 内分離の設定
この手順に従って、EPG のエンドポイントが相互に分離されている EPG を作成します。
EPG が使用するポートは VM マネージャ（VMM）のいずれかに属している必要があります。

（注）

この手順は、EPG の作成時に EPG 内のエンドポイントを分離することを前提としています。
既存の EPG 内のエンドポイントを分離するには、Cisco APIC 内の EPG を選択し、[Properties]
ペインの [Intra EPG Isolation] 領域で [Enforced] を選択して [SUBMIT] をクリックします。
始める前に
Cisco AVS が VXLAN モードであることを確認します。
手順

ステップ 1 Cisco APIC にログインします。
ステップ 2 [Tenants] を選択してテナントのフォルダを展開し、[Application Profiles] フォルダを展開しま
す。
ステップ 3 アプリケーション プロファイルを右クリックし、[Create Application EPG] を選択します。
ステップ 4 [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 名を入力します。

b) [Intra EPG Isolation] 領域で、[Enforced] をクリックします。
c)

[Bridge Domain] ドロップダウン リストから、ブリッジ ドメインを選択します。

d) [Associate to VM Domain Profiles] チェックボックスをオンにします。
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e)

[Next] をクリックします。

f)

[Associate VM Domain Profiles] 領域で [+] アイコンをクリックし、[Domain Profile] 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。

g) [Update] をクリックし、[FINISH] をクリックします。

次のタスク
統計情報を選択して表示すると、エンドポイントが関与する問題の診断に役立ちます。このガ
イドの「Cisco AVS の分離エンドポイントについて表示する統計情報の選択」の項と「Cisco
AVS の分離エンドポイントの統計情報の表示」の項を参照してください。

NX-OS スタイルの CLI を使用した Cisco AVS の EPG 内分離の設定
始める前に
Cisco AVS が VXLAN モードであることを確認します。
手順

CLI で、EPG 内分離 EPG を作成します。
例：
# Command: show running-config
tenant TENANT1
application APP1
epg EPG1
bridge-domain member VMM_BD
vmware-domain member VMMDOM1
isolation enforce <---- This enables EPG into isolation mode.
exit
exit
exit

次のタスク
統計情報を選択して表示すると、エンドポイントが関与する問題の診断に役立ちます。このガ
イドの「Cisco AVS の分離エンドポイントについて表示する統計情報の選択」の項と「Cisco
AVS の分離エンドポイントの統計情報の表示」の項を参照してください。

REST API を使用した Cisco AVS の EPG 内分離の設定
始める前に
Cisco AVS が VXLAN モードであることを確認します。
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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 VMM の導入では、POST メッセージの本文に次の例に示す XML 構造を含めます。
例：
Example:
<fvTenant name="Tenant_VMM" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">
<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<fvRsDomAtt encap="vlan-2001" tDn="uni/vmmp-VMware/dom-DVS1”>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

次のタスク
統計情報を選択して表示すると、エンドポイントが関与する問題の診断に役立ちます。このガ
イドの「Cisco AVS の分離エンドポイントについて表示する統計情報の選択」の項と「Cisco
AVS の分離エンドポイントの統計情報の表示」の項を参照してください。

Cisco AVS の分離エンドポイントについて表示する統計情報の選択
Cisco AVS で EPG 内分離を設定した場合、拒否された接続数、受信パケット数、送信済みマル
チキャスト パケット数などのエンドポイントの統計情報を表示する前に、それらを選択する必
要があります。
手順

ステップ 1 Cisco APIC にログインします。
ステップ 2 [Tenants] > [tenant] の順に選択します。
ステップ 3 テナントのナビゲーション ウィンドウで、[Application Profiles] > [profile] > [Application EPGs]
の順に選択し、エンドポイントの統計情報を含む EPG を選択します。
ステップ 4 EPG の [Properties] 作業ペインで、[Operational] タブをクリックして EPG 内のエンドポイント
を表示します。
ステップ 5 エンドポイントをダブルクリックします。
ステップ 6 エンドポイントの [Properties] ダイアログボックスで、[Stats] タブをクリックし、チェック ア
イコンをクリックします。
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ステップ 7 [Select Stats] ダイアログボックスの [Available] ペインで、エンドポイントについて表示する統
計情報を選択し、右向き矢印を使用してそれらの情報を [Selected] ペインに移動します。
ステップ 8 [SUBMIT] をクリックします。

Cisco AVS の分離エンドポイントの統計情報の表示
Cisco AVS での EPG間分離を設定している場合は、エンドポイントの統計情報をいったん選択
すると、それらの情報が表示されます。
始める前に
分離エンドポイントについて表示する統計情報を選択しておく必要があります。手順について
は、このガイドの「Cisco AVS の分離エンドポイントについて表示する統計情報の選択」を参
照してください。
手順

ステップ 1 Cisco APIC にログインします。
ステップ 2 [Tenants] > [tenant] の順に選択します。
ステップ 3 テナントのナビゲーション ウィンドウで、[Application Profiles] > [profile] > [Application EPGs]
の順に選択し、エンドポイントの統計情報を含む EPG を選択します。
ステップ 4 EPG の [Properties] 作業ウィンドウで、[Stats] タブをクリックして、EPG の統計情報を表示し
ます
中央のウィンドウに、先ほど選択した統計情報を表示します。作業ウィンドウの右上で、テー
ブル ビュー アイコンやチャート ビュー アイコンをクリックして、ビューを変更できます。
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7

章

アクセス インターフェイス
この章の内容は、次のとおりです。
• 物理ポート （77 ページ）
• ポートのクローニング （83 ページ）
• ポート チャネル （84 ページ）
• 仮想ポート チャネル （95 ページ）
• 反射性リレー （108 ページ）
• FEX インターフェイス （113 ページ）
• アップリンクからダウンリンクまたはダウンリンクからアップリンクにポートを変更する
ためのポート プロファイルの設定 （126 ページ）

物理ポート
ポリシーの関連付けを使用したリーフ スイッチ物理ポートの設定
次の手順では、クイック スタート ウィザードを使用します。
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（注）

この手順では、ACI リーフ スイッチ インターフェイスにサーバを接続する手順を示します。
手順は、ACI リーフ スイッチ インターフェイスに他の種類のデバイスを接続する場合と同じ
になります。
図 17 : ベア メタル サーバのスイッチ インターフェイス設定

始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
手順

ステップ 1 APIC メニュー バーで、 [Fabric] > [External Access Policies] > [Quick Start] に移動し、[Configure
an interface, PC, and VPC] をクリックします。
ステップ 2 [Select Switches To Configure Interfaces] 作業領域で、大きい [+] をクリックして、設定するス
イッチを選択します。[Switches] セクションで、[Switches] をクリックして、使用可能なスイッ
チ ID のドロップダウン リストからスイッチ ID を追加し、[Update] をクリックします。
ステップ 3 大きい [+] をクリックして、スイッチ インターフェイスを設定します。
インターフェイス ポリシー グループは、選択したスイッチのインターフェイスに適用するイ
ンターフェイス ポリシーのグループを指定する名前付きポリシーです。インターフェイス ポ
リシーの例は、リンクレベル ポリシー (たとえば、1 gbit ポート速度) 、ストーム制御インター
フェイス ポリシーなどです。
（注）

a)

Attached Device Type ドメインは、スイッチ プロファイルで指定されているインター
フェイスを EPG が使用できるようにするために必要です。

使用するインターフェイス タイプとして [個別] を指定します。

b) 使用するインターフェイス ID を指定します。
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c)

使用するインターフェイス ポリシーを指定します。

d) 使用する接続デバイス タイプを指定します。ベア メタル サーバに接続する場合、[Bare
Metal] を選択します。ベア メタルでは、phys ドメイン タイプを使用します。
e)

[Save] をクリックしてポリシーの詳細を更新し、[Submit] をクリックしてスイッチ プロ
ファイルを APIC に送信します。
APIC が、インターフェイス、セレクタ、および接続デバイス タイプの各ポリシーととも
に、スイッチ プロファイルを作成します。

Verification: スイッチ インターフェイスが適切に設定されていることを確認するには、サーバ
が接続されているスイッチに対して CLI コマンド show int を使用します。

次のタスク
これで、基本リーフ インターフェイスの設定手順は完了しました。

（注）

この設定はハードウェア接続を有効にしますが、このハードウェア設定に関連付けられた有効
なアプリケーション プロファイル、EPG、およびコントラクトがないと、データ トラフィッ
クはフローできません。

ポート アソシエーションを使用してリーフ スイッチ物理ポートを構
成する
この手順では、ACI リーフ スイッチ インターフェイスにサーバを接続する手順を示します。
手順は、ACI リーフ スイッチ インターフェイスに他の種類のデバイスを接続する場合と同じ
になります。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
手順

ステップ 1 APIC メニュー バーで、[ファブリック] > [インベントリ] > [インベントリ] に移動し、ポッドを
選択して、[設定] タブに移動します。
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スイッチのグラフィカル表示が表示されます。設定するポートを選択します。選択されると、
強調表示されたポート設定タイプの形式で、ポート設定タイプが上部に表示されます。設定タ
イプを選択すると、その設定パラメータが表示されます。
ステップ 2 適切なフィールドを設定に割り当てたら、[送信] をクリックします。
この設定で、リーフ スイッチへのすべての変更は、ポートを選択しポリシーを適用することに
よって行われます。すべてのリーフ スイッチ設定は、このページの右側で行われます。
ポートを選択した し、 ポリシーを適用します。

次のタスク
これで、基本リーフ インターフェイスの設定手順は完了しました。

NX-OS CLI を使用したリーフ ノードおよび FEX デバイス上の物理ポー
トの設定
次の例のコマンドでは、REST API/SDK および GUI と完全な互換性がある多数の管理対象オブ
ジェクト（MO）を ACI ポリシー モデルで作成します。ただし、CLI ユーザは ACI モデル内部
ではなく意図したネットワーク設定に注力できます。
次の図に、リーフ ノードに直接のイーサネット ポート、またはリーフ ノードに接続された
FEX モジュールの例と、CLI でそれぞれがどのように表示されるのかを示します。FEX ポート
では、fex-id はポート自体の名前に ethernet 101/1/1 として含まれます。インターフェイス範囲
を記述する際は、ethernet キーワードを NX-OS で繰り返す必要はありません。例：interface
ethernet 101/1/1-2, 102/1/1-2。

• リーフ ノードの ID 番号はグローバルです。
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• fex-id 番号は各リーフにローカルです。
• キーワード ethernet の後のスペースに注意してください。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 configure

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
apic1# configure

ステップ 2 leaf node-id

設定するリーフを指定します（複数
可）。node-id には、設定の適用対象と
なる単一のノード ID、または ID の範囲
を node-id1-node-id2 という形式で指定
できます。

例：
apic1(config)# leaf 102

ステップ 3 interface type
例：
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2

ステップ 4 （任意） fex associate node-id
例：
apic1(config-leaf-if)# fex associate
101

設定するインターフェイスを指定しま
す。インターフェイス タイプと ID を指
定できます。イーサネット ポートの場
合は、「ethernet slot / port」を使用しま
す。
設定するインターフェイスが FEX イン
ターフェイスの場合、このコマンドを使
用して、設定前にFEXモジュールをリー
フ ノードに接続する必要があります。
（注）

ステップ 5 speed speed

この手順は FEX ポートを使用
してポートチャネルを作成す
る前に行う必要があります。

ここでの速度設定は一例です。ここで
は、以下の表に示す任意のインターフェ
イス設定を設定できます。

例：
apic1(config-leaf-if)# speed 10G

次の表に、この時点で設定できるインターフェイス設定を示します。
コマンド

目的

[no] shut

物理インターフェイスをシャットダウンしま
す

[no] speed speedValue

物理インターフェイスの速度を設定します

[no] link debounce time time

リンク でバウンスを設定します
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コマンド

目的

[no] negotiate auto

ネゴシエートを設定します

[no] cdp enable

Cisco Discovery Protocol（CDP）を無効または
有効にします

[no] mcp enable

Mis-Cabling Protocol（MCP）を無効または有
効にします

[no] lldp transmit

物理インターフェイスの送信を設定します

[no] lldp receive

物理インターフェイスの LLDP 受信を設定し
ます

spanning-tree {bpduguard | bpdufilter} {enable |
disable}

スパニング ツリー BPDU を設定します

[no] storm-control level percentage [ burst-rate
percentage ]

ストーム制御（パーセント）を設定します

[no] storm-control pps packets-per-second burst-rate ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定
packets-per-second
します

例
リーフ ノードに 1 つのポートを設定します。次に、プロパティ speed、cdp、および
admin state についてリーフ 101 のインターフェイス eth1/2 を設定する例を示します。
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# cdp enable
apic1(config-leaf-if)# no shut

複数のリーフ ノードの複数のポートを設定します。次に、リーフ ノード 101 ～ 103 の
それぞれのインターフェイス eth1/1-10 での速度設定の例を示します。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface eth 1/1-10
apic1(config-leaf-if)# speed 10G

リーフ ノードに FEX を接続します。次に、リーフ ノードに FEX モジュールを接続す
る例を示します。NX-OS とは異なり、リーフ ポート Eth1/5 は暗黙的にファブリック
ポートとして設定され、FEX ファブリック ポートチャネルは FEX アップリンク ポー
トで内部で作成されます。ACI では、FEX ファブリック ポートチャネルはデフォルト
設定を使用し、ユーザ設定は使用できません。

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
82

アクセス インターフェイス
ポートのクローニング

（注）

次の例に示すように、この手順は FEX ポートを使用してポートチャネルを作成する前
に行う必要があります。

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/5
apic1(config-leaf-if)# fex associate 101

リーフ ノードに接続した FEX ポートを設定します。次に、リーフ ノード 102 ～ 103
のそれぞれに接続した FEX モジュール 101 のインターフェイス eth1/1-10 での速度設
定の例を示します。FEX ID 101 はポート ID に含まれています。FEX ID は 101 から始
まり、リーフに対してローカルです。
apic1(config)# leaf 102-103
apic1(config-leaf)# interface eth 101/1/1-10
apic1(config-leaf-if)# speed 1G

ポートのクローニング
ポート構成の複製
Cisco APIC リリース 3.2 以降では、ポート構成の複製がサポートされています。リーフ スイッ
チ ポートの設定後に、設定をコピーして、他のポートに適用することができます。これは、
(NX-OS スタイル CLI) ではなく、APIC GUI でのみサポートされます。
ポート複製は、ファブリック アクセス ポリシーを使用して設定されたインターフェイスでは
なく、ファブリックの複数ノードで展開され、個別に設定された少数のリーフ スイッチ ポー
ト (インターフェイス) で使用します。
ポート複製はレイヤ 2 の設定でのみサポートされます。
次のポリシーは、複製されたポートではサポートされません。
• 接続可能アクセス エンティティ
• ストーム制御
• DWDM
• MACsec
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APIC GUI を使用した設定済みリーフ スイッチ ポートのクローニング
このタスクでは、以前に設定したリーフ スイッチ ポートを複製する方法について説明します。
ポートの設定方法の詳細については、 『Cisco APIC Layer 2 Networking Configuration Guide』を
参照してください。
始める前に
Fabric > Inventory の下の GUI で、リーフ スイッチ ポート (サポートされるレイヤ 2 ポリシー
のあるもの) を設定し、以下のいずれかを実行します:
• Topology > Interface > Configuration Mode
• Pod > Interface > Configuration Mode
• Pod> Leaf > Interface > Configuration Mode
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 元のポートを設定した場所に移動します。
ステップ 3 たとえば、Pod を展開して、Leaf を選択します。
ステップ 4 Interface をクリックし、ドロップダウンリストから Configuration を選択します (Mode にあり
ます)。
ステップ 5 インターフェイスのメニュー バーの + のアイコンをクリックして、複製するポートが存在す
るリーフ スイッチを選択します。
ステップ 6 以前に設定したポートを右クリックし、Copy を選択します。
ステップ 7 設定をコピーするポートを右クリックし、Paste を選択します。

ポート チャネル
GUI を使用した ACI リーフ スイッチのポート チャネルの設定
次の手順では、クイック スタート ウィザードを使用します。
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（注）

この手順では、ACI リーフ スイッチ インターフェイスにサーバを接続する手順を示します。
手順は、ACI リーフ スイッチ インターフェイスに他の種類のデバイスを接続する場合と同じ
になります。
図 18 : スイッチ ポート チャネル設定

始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
手順

ステップ 1 APIC メニュー バーで、 [Fabric] > [External Access Policies] > [Quick Start] に移動し、[Configure
an interface, PC, and VPC] をクリックします。
ステップ 2 [Select Switches To Configure Interfaces] 作業領域で、大きい [+] をクリックして、設定するス
イッチを選択します。[Switches] セクションで、[Switches] をクリックして、使用可能なスイッ
チ ID のドロップダウン リストからスイッチ ID を追加し、[Update] をクリックします。
ステップ 3 大きい [+] をクリックして、スイッチ インターフェイスを設定します。
インターフェイス ポリシー グループは、選択したスイッチのインターフェイスに適用するイ
ンターフェイス ポリシーのグループを指定する名前付きポリシーです。インターフェイス ポ
リシーの例は、リンクレベル ポリシー (たとえば、1 gbit ポート速度) 、ストーム制御インター
フェイス ポリシーなどです。
（注）

a)

[Attached Device Type] は、スイッチ プロファイルで指定されているインターフェイス
を EPG が使用できるようにするために必要です。

使用するインターフェイス タイプとして [pc] を指定します。

b) 使用するインターフェイス ID を指定します。
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c)

使用するインターフェイス ポリシーを指定します。たとえば、Port Channel Policy ドロッ
プダウン矢印をクリックして、既存のポート チャネル ポリシーから選択するか、新しい
ポート チャネル ポリシーを作成します。
（注）

• ポートチャネル ポリシーを作成することを選択すると、[Create Port Channel
Policy] ダイアログ ボックスが表示され、ポリシーの詳細を指定したり、対称
ハッシュなどの機能を有効にしたりできます。[Symmetric hashing] オプショ
ンを選択すると、ハッシュ タプルを設定できる [Load Balance Hashing] フィー
ルドが表示されます。ただし、1 つのみのカスタマイズされたハッシュ オプ
ションを同じリーフ スイッチに適用することはできません。
• 対称ハッシュは、次のスイッチではサポートされていません。
• Cisco Nexus 93128TX
• Cisco Nexus 9372PX
• Cisco Nexus 9372PX-E
• Cisco Nexus 9372TX
• Cisco Nexus 9372TX-E
• Cisco Nexus 9396PX
• Cisco Nexus 9396TX

d) 使用する接続デバイス タイプを指定します。ベア メタル サーバに接続する場合、[Bare
Metal] を選択します。ベア メタルでは、phys ドメイン タイプを使用します。
e)

[Save] をクリックしてポリシーの詳細を更新し、[Submit] をクリックしてスイッチ プロ
ファイルを APIC に送信します。
APIC が、インターフェイス、セレクタ、および接続デバイス タイプの各ポリシーととも
に、スイッチ プロファイルを作成します。

Verification: スイッチ インターフェイスが適切に設定されていることを確認するには、サーバ
が接続されているスイッチに対して CLI コマンド show int を使用します。

次のタスク
これで、ポート チャネルの設定手順は完了しました。

（注）

この設定はハードウェア接続を有効にしますが、このハードウェア設定に関連付けられた有効
なアプリケーション プロファイル、EPG、およびコントラクトがないと、データ トラフィッ
クはフローできません。

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
86

アクセス インターフェイス
NX-OS CLI を使用したリーフ ノードおよび FEX デバイスのポートチャネルの設定

NX-OS CLI を使用したリーフ ノードおよび FEX デバイスのポートチャ
ネルの設定
ポートチャネルは NX-OS の論理インターフェイスです。これは、複数の物理ポートのために
帯域幅を集約するだけでなく、リンク障害時の冗長性を確保する目的でも使用されます。NX-OS
におけるポートチャネル インターフェイスは、ノード内では一意となる、1 ～ 4096 の範囲で
ユーザが指定した番号によって識別されます。ポートチャネル インターフェイスは、(interface
port-channel コマンドを使用して) 明示的に設定するか、または (channel-group コマンドを使
用して) 暗黙的に作成します。ポートチャネル インターフェイスの設定は、ポートチャネルの
すべてのメンバー ポートに適用されます。特定の互換性パラメータ（速度など）は、メンバー
ポートでは設定できません。
ACI モデルでは、ポートチャネルは論理エンティティとして設定され、1 つ以上のリーフ ノー
ドでポート セットに割り当てることができるポリシーのコレクションを表す名前によって識別
されます。このような割り当てによって各リーフ ノードにポートチャネル インターフェイス
が 1 個作成されます。これは、リーフ ノード内の 1 ～ 4096 の範囲で自動生成される番号によっ
て識別されます。同じポートチャネル名を持つノード間では、番号を同じにすることも、分け
ることもできます。これらのポート チャネルのメンバーシップも同様に、同じにすることも分
けることもできます。FEX ポート上にポートチャネルが作成されるときは、同じポートチャネ
ル名を使用して、リーフ ノードに接続されている各 FEX デバイスに対して 1 つのポートチャ
ネル インターフェイスを作成することができます。したがって、N 個の FEX モジュールに接
続されている各リーフ ノードには最大で N+1 個の一意のポートチャネル インターフェイス
（自動生成されるポートチャネル番号で識別される）を作成できます。これは以下の例で説明
します。FEX ポートのポートチャネルは、fex-id とポートチャネル名を指定することによって
識別されます（例：interface port-channel foo fex 101）。
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• 各リーフが N 個の FEX ノードに接続されているときは、ポートチャネル foo のリーフご
とに N+1 個のインスタンスが可能です。
• リーフ ポートおよび FEX ポートを同じポートチャネル インスタンスの一部にすることは
できません。
• 各 FEX ノードはポートチャネル foo のインスタンスを 1 つだけ持つことができます。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure
例：

目的
グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

apic1# configure

ステップ 2 template port-channel channel-name
例：
apic1(config)# template port-channel
foo

新しいポートチャネルを作成するか、既
存のポートチャネルを設定します（グ
ローバル コンフィギュレーション）。

ステップ 3 [no] switchport access vlan vlan-id tenant ポート チャネルを関連付けるすべての
tenant-name application application-name ポート上に VLAN を持つ EPG を導入し
epg epg-name
ます。
例：
apic1(config-po-ch-if)# switchport
access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

ステップ 4 channel-mode active
例：
apic1(config-po-ch-if)# channel-mode
active

（注）

対称ハッシュを有効にするに
は、lacp symmetric-hash コマ
ンドを入力します。
apic1(config-po-ch-if)# lacp
symmetric-hash

（注）

channel-mode コマンドは、
NX-OS の channel-group コマン
ドの mode オプションに相当し
ます。ただし、ACI ではこれ
は（メンバー ポートではな
く）ポートチャネルでサポー
トされます。

対称ハッシュは、次のスイッチではサ
ポートされていません。
• Cisco Nexus 93128TX
• Cisco Nexus 9372PX
• Cisco Nexus 9372PX-E
• Cisco Nexus 9372TX
• Cisco Nexus 9372TX-E
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コマンドまたはアクション

目的
• Cisco Nexus 9396PX
• Cisco Nexus 9396TX

ステップ 5 exit

設定モードに戻ります。

例：
apic1(config-po-ch-if)# exit

ステップ 6 leaf node-id

設定するリーフスイッチを指定します。
node-id には、設定の適用対象となる単
一のノード ID、または ID の範囲を
node-id1-node-id2 という形式で指定でき
ます。

例：
apic1(config)# leaf 101

ステップ 7 interface type
例：
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/1-2

ステップ 8 [no] channel-group channel-name
例：
apic1(config-leaf-if)# channel-group
foo

ステップ 9 （任意） lacp port-priority priority
例：

ポートチャネルに設定するインターフェ
イスまたはインターフェイスの範囲を指
定します。

インターフェイスまたはインターフェイ
スの範囲をポートチャネルに割り当てま
す。ポートチャネルからインターフェイ
スを削除するには、キーワード no を使
用します。インターフェイス上からポー
トチャネルの割り当てを変更する場合
は、以前のポートチャネルからインター
フェイスを最初に削除することなく
channel-group コマンドを入力すること
ができます。
この設定とその他のポート単位の LACP
プロパティは、この時点でポートチャネ
ルのメンバー ポートに適用できます。

apic1(config-leaf-if)# lacp
（注）
port-priority 1000
apic1(config-leaf-if)# lacp rate fast

ACI モデルでは、これらのコ
マンドはポートがポート チャ
ネルのメンバーになった後で
のみ使用できます。ポートが
ポート チャネルから削除され
た場合、これらのポート単位
のプロパティの設定も削除さ
れます。

次の表に、ACI モデルでポート チャネル プロパティのグローバル コンフィギュレーションを
行うためのさまざまなコマンドを示します。これらのコマンドは、（config-leaf-if）CLI モード
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で特定のリーフのポート チャネルのオーバーライドを設定するためにも使用できます。ポート
チャネル上から行った設定は、すべてのメンバー ポートに適用されます。
CLI 構文

機能

[no] speed <speedValue>

ポートチャネルの速度を設定します

[no] link debounce time <time>

ポートチャネルのリンク デバウンスを設定し
ます

[no] negotiate auto

ポートチャネルのネゴシエートを設定します

[no] cdp enable

ポートチャネルの CDP を無効または有効にし
ます

[no] mcp enable

ポートチャネルの MCP を無効または有効にし
ます

[no] lldp transmit

ポートチャネルの送信を設定します

[no] lldp receive

ポートチャネルの LLDP 受信を設定します

spanning-tree <bpduguard | bpdufilter> <enable |
disable>

スパニング ツリー BPDU を設定します

[no] storm-control level <percentage> [ burst-rate
<percentage> ]

ストーム制御（パーセント）を設定します

[no] storm-control pps <packet-per-second>
burst-rate <packets-per-second>

ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定
します

[no] channel-mode { active | passive | on|
mac-pinning }

ポートチャネルのリンクの LACP モードを設
定します

[no] lacp min-links <value>

リンクの最小数を設定します

[no] lacp max-links <value>

リンクの最大数を設定します

[no] lacp fast-select-hot-standby

ホット スタンバイ ポートの LACP 高速セレク
トを設定します

[no] lacp graceful-convergence

LACP グレースフル コンバージェンスを設定
します

[no] lacp load-defer

LACP ロード遅延メンバー ポートを設定しま
す

[no] lacp suspend-individual

LACP 個別ポートの中断を設定します

[no] lacp port-priority

LACP ポート プライオリティ

[no] lacp rate

LACP レートを設定します
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例
ポート チャネル（グローバル コンフィギュレーション）を設定します。速度および
チャネル モードの 2 つの設定を含むポリシーのコレクションを表す論理エンティティ
「foo」を作成します。必要に応じてより多くのプロパティを設定できます。

（注）

channel mode コマンドは、NX-OS の channel group コマンドの mode オプションに相当
します。ただし、ACI ではこれは（メンバー ポートではなく）ポートチャネルでサ
ポートされます。
apic1(config)# template
apic1(config-po-ch-if)#
webEpg
apic1(config-po-ch-if)#
apic1(config-po-ch-if)#

port-channel foo
switchport access vlan 4 tenant ExampleCorp application Web epg
speed 10G
channel-mode active

FEX のポートチャネルにポートを設定します。この例では、ポート チャネル foo は
リーフ ノード 102 に接続されている FEX 101 のポート イーサネット 1/1-2 に割り当て
られ、ポート チャネル foo のインスタンスを作成します。リーフ ノードは番号（例え
ば 1002）を自動生成し、スイッチのポート チャネルを識別します。このポート チャ
ネル番号は、作成されたポート チャネル foo のインスタンス数とは無関係で、リーフ
ノード 102 に固有のものです。

（注）

リーフ ノードに FEX モジュールを接続する設定は、FEX ポートを使用してポート チャ
ネルを作成する前に実行する必要があります。
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

リーフ 102 では、このポート チャネル インターフェイスを interface port-channel foo
FEX 101 で呼ぶこともできます。
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo fex 101
apic1(config-leaf)# shut

複数のリーフ ノードでポート チャネルにポートを設定します。この例におけるポート
チャネル foo は、101 ～ 103 の各リーフ ノード内にあるイーサネット 1/1-2 ポートに割
り当てられます。リーフ ノードは各ノードで固有の番号（ノード間で同一または分け
ることができる）を自動生成し、ポートチャネル インターフェイスとして機能しま
す。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
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apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

ポート チャネルにメンバーを追加します。この例では、各リーフ ノードのポートチャ
ネルに 2 つのメンバー eth1/3-4 を追加し、各ノードのポートチャネル foo がメンバー
eth 1/1-4 を持つようにします。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

ポート チャネルからメンバーを削除します。この例は、各リーフ ノードでポート チャ
ネル foo から 2 つのメンバー eth1/2、eth1/4 を削除し、各ノードのポート チャネル foo
がメンバー eth 1/1、eth1/3 を持つようにします。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2,1/4
apic1(config-leaf-if)# no channel-group foo

複数のリーフ ノードで異なるメンバーを持つポートチャネルを設定します。次に、同
じポートチャネル foo ポリシーを使用して、リーフごとにメンバー ポートが異なる複
数のリーフ ノードでポートチャネル インターフェイスを作成する例を示します。リー
フ ノードのポートチャネル番号は、同じポートチャネル foo に対して同一にすること
も別々にすることもできます。ただし CLI では、設定は interface port-channel foo で参
照されます。FEX ポートにポートチャネルが設定されている場合は、interfaceport-channel
foo fex <fex-id> で参照されます。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/5-8
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

LACP のポート単位のプロパティを設定します。次に、LACP のポート単位のプロパ
ティについてポートチャネルのメンバー ポートを設定する例を示します。

（注）

ACI モデルでは、これらのコマンドはポートがポート チャネルのメンバーになった後
でのみ使用できます。ポートがポート チャネルから削除された場合、これらポート単
位のプロパティ設定も削除されます。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
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apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# lacp port-priority 1000
apic1(config-leaf-if)# lacp rate fast

ポート チャネルの管理状態を設定します。この例におけるポートチャネル foo は、
channel-group コマンドを使用することで、101 ～ 103 の各リーフ ノードに対して設定
されます。ポートチャネルの管理状態はポートチャネル インターフェイスを使用して
リーフごとに設定できます。ACI モデルでは、ポートチャネルの管理状態をグローバ
ル スコープで設定することはできません。
// create port-channel foo in each leaf
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
// configure admin state in specific leaf
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo
apic1(config-leaf-if)# shut

オーバーライド設定は、他のプロパティを共有しながら各リーフのポートチャネル イ
ンターフェイスに特定の VLAN ドメインを割り当てる場合などにとても便利です。
// configure a port channel global config
apic1(config)# interface port-channel foo
apic1(config-if)# speed 1G
apic1(config-if)# channel-mode active
// create port-channel foo in each leaf
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
// override port-channel foo in leaf 102
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# channel-mode on
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain dom-foo

次の例では、channel-group コマンドを使用することで、ポートのポート チャネル割り
当てを変更します。他のポート チャネルに割り当てる前にポート チャネルのメンバー
シップを削除する必要はありません。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# channel-group bar
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REST API を使用して複数のスイッチに適用される 2 つのポート チャネ
ルの設定
この例では、リーフ スイッチ 17 に 2 つのポート チャネル (PC) を、リーフ スイッチ 18 に別の
ポート チャネルを、リーフ スイッチ 20 に第 3 のチャネルを作成します。各リーフ スイッチ
で、同じインターフェイスが PC の一部になります (ポート チャネル 1 の場合はインターフェ
イス 1/10 ～ 1/15、ポート チャネル 2 の場合は 1/20 ～ 1/25) 。各スイッチ ブロックには連続す
るスイッチ ID のグループを 1 つしか含めることができないため、ポリシーは 2 つのスイッチ
ブロックを使用します。これらの PC はすべて同じ設定になります。

（注）

PC の設定が同じであっても、この例では、2 つの異なるインターフェイス ポリシー グループ
を使用します。各インターフェイス ポリシー グループは、スイッチ上の PC を表します。所定
のインターフェイス ポリシー グループに関連付けられているインターフェイスはすべて、同
じ PC の一部です。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。
手順

2 台の PC を作成するには、次のような XML 形式の post を送信します。
例：
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name=”test">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”17" to_=”18”/>
<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”20" to_=”20”/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test1"/>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test2"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="test1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort="10" toPort=”15”/>
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<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp1"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortP name="test2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort=“20" toPort=”25”/>
<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp2" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="bndlgrp1" lagT="link">
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>
</infraAccBndlGrp>
<infraAccBndlGrp name="bndlgrp2" lagT="link">
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
</infraInfra>

仮想ポート チャネル
ACI バーチャル ポート チャネルのワークフロー
このワークフローでは、バーチャル ポート チャネル（VPC）を設定するために必要なステッ
プの概要を示します。
図 19 : バーチャル ポート チャネルの設定
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1. 前提条件

• インフラ セキュリティ ドメインに読み取り/書き込みアクセス権限があることを確認しま
す。
• 必要なインターフェイスを持つターゲット リーフ スイッチが使用できることを確認しま
す。

（注）

2 つのリーフ ノード間での VPC ドメインを作成するときは、ハードウェア モデルの制限を検
討してください。
• 第 1 世代のスイッチでは、生成 1 の他のスイッチでのみ互換性のあります。これらのス
イッチモデルは、「EX」の不足で識別できますまたはスイッチの名前の末尾には、「FX」
です。たとえば、N9K-9312TX という名前などです。
第 2 世代と以降のスイッチは、VPC ドメインでまとめて混在させることができます。これ
らのスイッチ モデルは、「EX」、「FX」または「FX2」スイッチ名の末尾で識別できま
す。たとえば、N9K-93108TC-EX や N9K-9348GC-FXP。
例：
互換性のある VPC スイッチ ペア。
• N9K 9312TX & N9K 9312TX
• N9K-93108TC-EX & N9K-9348GC-FXP
• Nexus 93180TC FX & Nexus 93180YC FX
• Nexus 93180YC FX & Nexus 93180YC FX
互換性のない VPC スイッチ ペア。
• N9K 9312TX & N9K-93108TC-EX
• N9K 9312TX & Nexus 93180YC FX

2. バーチャル ポート チャネルの設定

1.

APIC メニューバーで、 Fabric > External Access Policies > Quick Start に移動し、 Configure
an interface, PC, and VPC をクリックして、クイック スタート ウィザードを開きます。

2.

スイッチの Id と仮想ポート チャネルを使用して、インターフェイス、ポリシー名の仕様
を提供します。グループのポートの速度など、インターフェイス ポリシー パラメータ暴
風雨制御、CDP、LLDP を追加します。として接続されたデバイス タイプの追加、 外部デ
バイスのブリッジ し、VLAN とために使用されるドメインを指定します。
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3.

CLI コマンドの show int を外部スイッチが接続されている ACI リーフ スイッチに対して使
用し、スイッチとバーチャル ポート チャネルが適切に設定されていることを確認します。

注：この設定でハードウェア接続が有効になりますが、このハードウェア設定に関連付けられ
た有効なアプリケーション プロファイル、EPG、およびコントラクトがないと、データ トラ
フィックは流れることができません。
アプリケーション プロファイルの設定

1.

APIC メニュー バーで、Tenant > tenant-name > Quick Start に移動し、テナント クイック
スタート ウィザードの下で Create an application profile をクリックします。

2.

エンドポイント グループ（EPG）、コントラクト、ブリッジ ドメイン、サブネット、およ
びコンテキストを設定します。

3.

上記で作成したバーチャル ポート チャネル スイッチのプロファイルにアプリケーション
プロファイル EPG を関連付けます。

GUI を使用した ACI リーフ スイッチの仮想ポート チャネルの設定
次の手順では、クイック スタート ウィザードを使用します。

（注）

この手順では、ACI リーフ スイッチ バーチャル ポート チャネルにトランキング スイッチを接
続する手順を示します。手順は、ACI リーフ スイッチ インターフェイスに他の種類のデバイ
スを接続する場合と同じになります。
図 20 : スイッチ バーチャル ポート チャネル設定
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（注）

ポートがピアから LACP PDU を受信しない場合、LACP はポートを中断ステートに設定しま
す。これが、サーバが LACP にポートを論理的アップにするように要求するときに、サーバの
起動に失敗する原因になることがあります。LACP suspend individual を無効にして、動作を
個々の使用に合わせて調整します。そのためには、vPC ポリシー グループでポート チャネル
ポリシーを作成し、モードを LACP アクティブに設定してから、Suspend Individual Port を削
除します。これで、vPC 内のポートはアクティブなまま、LACP パケットを送信し続けます。

（注）

仮想ポート チャネル間での適応型ロード バランシング (ALB) (ARP ネゴシエーションに基づ
く) は、ACI ではサポートされていません。

始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。

（注）

2 つのリーフ スイッチ間での VPC ドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。
• 1 - Cisco Nexus N9K スイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX
• 2: Cisco Nexus N9K スイッチがスイッチ モデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX
スイッチなど、これらの 2 つが互換性のある VPC ピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

手順

ステップ 1 APIC メニュー バーで、Fabric > External Access Policies > Quick Start に移動し、Configure an
interface, PC, and VPC をクリックします。
ステップ 2 [Configure an interface, PC, and VPC] 作業領域で、大きい [+] をクリックして、スイッチを選択
します。
[Select Switches To Configure Interfaces] 作業領域が表示されます。

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
98

アクセス インターフェイス
NX-OS CLI を使用したリーフ ノードおよび FEX デバイスの仮想ポート チャネルの設定

ステップ 3 ドロップダウン リストからスイッチ ID を選択し、プロファイルに名前を付け、[Save] をクリッ
クします。
保存したポリシーが [Configured Switch Interfaces] リストに表示されます。
ステップ 4 仮想ポート チャネルが選択したスイッチのために使用する Interface Policy Group および Attached
Device Type を設定します。
インターフェイス ポリシー グループは、選択したスイッチのインターフェイスに適用するイ
ンターフェイス ポリシーのグループを指定する名前付きポリシーです。インターフェイス ポ
リシーの例は、リンクレベル ポリシー (たとえば、1 gbit ポート速度) 、ストーム制御インター
フェイス ポリシーなどです。
（注）

a)

Attached Device Type ドメインは、スイッチ プロファイルで指定されているインター
フェイスを EPG が使用できるようにするために必要です。

インターフェイス タイプ (個別、PC、または VPC) が使用する vpc を指定します。

b) 使用するインターフェイス ID を指定します。
c)

使用するインターフェイス ポリシーを指定します。

d) 使用する接続デバイス タイプを指定します。スイッチの接続用に [External Bridged Devices]
を選択します。
e)

[Domain] および [VLAN Range] を指定します。

f)

[Save] をクリックしてポリシーの詳細を更新し、[Submit] をクリックしてスイッチ プロ
ファイルを APIC に送信します。
APIC が、インターフェイス、セレクタ、および接続デバイス タイプの各ポリシーととも
に、スイッチ プロファイルを作成します。

確認：vpc が適切に設定されていることを確認するには、外部スイッチがアタッチされている
リーフ スイッチ上で、CLI コマンド show int を使用します。

次のタスク
これで、スイッチ バーチャル ポート チャネルの設定手順は完了しました。

（注）

この設定はハードウェア接続を有効にしますが、このハードウェア設定に関連付けられた有効
なアプリケーション プロファイル、EPG、およびコントラクトがないと、データ トラフィッ
クはフローできません。

NX-OS CLI を使用したリーフ ノードおよび FEX デバイスの仮想ポート
チャネルの設定
仮想ポート チャネル（VPC）は、2 つのアップストリームのリーフ ノードへのホストまたはス
イッチの接続を可能にして帯域幅の使用率と可用性を向上できる、ポートチャネルの拡張機能
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です。NX-OS では、VPC 設定は 2 つのアップストリーム スイッチ内でそれぞれ行い、スイッ
チ間のピア リンクを使用して設定が同期されます。

（注）

2 つのリーフ スイッチ間での VPC ドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。
• 1 - Cisco Nexus N9K スイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX
• 2: Cisco Nexus N9K スイッチがスイッチ モデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX
スイッチなど、これらの 2 つが互換性のある VPC ピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。
ACI モデルはピア リンクを必要とせず、VPC 設定は両方のアップストリームのリーフ ノード
に対してグローバルに行うことができます。ACI では vpc context と呼ばれるグローバル設定
モードが導入されており、VPC インターフェイスは両方のリーフ ノードにグローバル設定を
適用可能にする interface vpc タイプを使用して表されます。
ACI モデルの vPC では、リーフ ポートを使用する vPC と、FEX ポート上の vPC という 2 つの
異なるトポロジがサポートされます。リーフ ノードのペア間では多数の VPC インターフェイ
スを作成することができます。同様に、ストレート型トポロジのリーフ ノード ペアに接続さ
れた FEX モジュールのペア間でも多数の VPC インターフェイスを作成できます。
VPC の考慮事項は次のとおりです。
• 使用する VPC 名はリーフ ノード ペア間で一意です。たとえば、リーフ ペア（FEX 有り、
または無し）ごとに作成できる「corp」という VPC は 1 つだけです。
• リーフ ポートおよび FEX ポートを同じ VPC に混在させることはできません。
• 各 FEX モジュールは、単一の VPC corp インスタンスにのみ含めることができます
• VPC コンテキストにより設定できます。
• VPC context モードでは、特定のリーフ ペアについて、あらゆる VPC の設定を行うことが
できます。FEX 上の VPC では、次の 2 つの互換性のある例に示すように、fex-id ペアを
VPC コンテキストに対して、または VPC インターフェイスと共に指定する必要がありま
す。
(config)# vpc context leaf 101 102
(config-vpc)# interface vpc Reg fex 101 101

または
(config)# vpc context leaf 101 102 fex 101 101
(config-vpc)# interface vpc Reg
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ACI モデルでは、VPC 設定は（以下の例に示すように）次の手順で行います。

（注）

VLAN ドメインは、VLAN の範囲で必要です。ポート チャネルのテンプレートに関連付けら
れている必要があります。
1.

VLAN の範囲で VLAN ドメイン構成 (グローバル設定)

2.

VPC ドメイン設定（グローバル設定）

3.

ポート チャネルのテンプレートの設定 (グローバル設定)

4.

ポート チャネルのテンプレートを VLAN ドメインに関連付ける

5.

VPC のポートチャネル設定（グローバル設定）

6.

リーフ ノードの VPC にポートの設定

7.

vpc context の VPC の L2、L3 の設定

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
apic1# configure

ステップ 2

vlan-domainname[dynamic] [ type
domain-type]
例：

仮想ポート チャネルの VLAN ドメイン
の設定 (ポート チャネルのテンプレー
トとここ)。

apic1(config)# vlan-domain dom1
dynamic

ステップ 3

vlanrange
例：
apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999
apic1(config-vlan)# exit

ステップ 4

vpc domain explicit domain-id leaf
node-id1 node-id2
例：
apic1(config)# vpc domain explicit
1 leaf 101 102

VLAN ドメインの VLAN の範囲を設定
し、configuration mode(設定モード、コ
ンフィギュレーション モード) を終了
します。単一の VLAN または複数の
VLAN 範囲を設定できます。
リーフ ノードのペア間の VPC ドメイ
ンを設定します。リーフ ノードのペア
とともに明示モードで VPC ドメイン
ID を指定できます。
VPC ドメインを設定するための代替コ
マンドは次のとおりです。
• vpc domain [consecutive | reciprocal]
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コマンドまたはアクション

目的
consecutive オプションと reciprocal
オプションにより、ACI ファブ
リックのすべてのリーフ ノードで
VPC ドメインの自動設定を行うこ
とができます。
• vpc domain consecutive domain-start
leaf start-node end-node
このコマンドは、選択した一連の
リーフ ノード ペアに対して連続的
に VPC ドメインを設定します。

ステップ 5

peer-dead-interval interval
例：
apic1(config-vpc)# peer-dead-interval
10

ステップ 6

exit
例：

リーフ スイッチは、ピアから応答を受
信する前に、vPC を復元するまで待機
する時間の遅延を設定します。この時
間内ピアから応答を受信するはないと
リーフ スイッチ、ピアを停止するいる
と見なすをマスターとしての役割を持
つ vPC 始動します。ピアから応答を受
信するとその時点で、vPC を復元しま
す。範囲は 5 ～ 600 秒です。デフォル
トは 200 秒です。
グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

apic1(config-vpc)# exit

ステップ 7

template port-channel channel-name
例：
apic1(config)# template port-channel
corp

新しいポートチャネルを作成するか、
既存のポートチャネルを設定します
（グローバル コンフィギュレーショ
ン）。
すべての VPC は各リーフ ペアのポー
ト チャネルとして設定されます。同じ
VPC のリーフ ペアには同じポートチャ
ネル名を使用する必要があります。こ
のポートチャネルを使用すると、リー
フ ノードの 1 つ以上のペア間の VPC
を作成できます。この VPC のインスタ
ンスは各リーフ ノードに 1 つだけにな
ります。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

vlan-domain membervlan-domain-name 以前に設定された VLAN ドメインに
は、ポート チャネルのテンプレートを
例：
関連付けます。
vlan-domain member dom1

ステップ 9

switchport access vlan vlan-id tenant
ポート チャネルを関連付けるすべての
tenant-name application application-name ポート上に VLAN を持つ EPG を導入
epg epg-name
します。
例：
apic1(config-po-ch-if)# switchport
access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

ステップ 10

channel-mode active

（注）

例：
apic1(config-po-ch-if)# channel-mode
active

ステップ 11

ポートチャネルは VPC の ア
クティブチャネルモードであ
る必要があります。

設定モードに戻ります。

exit
例：
apic1(config-po-ch-if)# exit

ステップ 12

leaf node-id1 node-id2

設定するリーフ スイッチのペアを指定
します。

例：
apic1(config)# leaf 101-102

ステップ 13

interface typeleaf/interface-range
例：
apic1(config-leaf)# interface
ethernet 1/3-4

ステップ 14

[no] channel-group channel-name vpc
例：
apic1(config-leaf-if)# channel-group
corp vpc

ポート チャネルに設定するインター
フェイスまたはインターフェイスの範
囲を指定します。

インターフェイスまたはインターフェ
イスの範囲をポートチャネルに割り当
てます。ポートチャネルからインター
フェイスを削除するには、キーワード
no を使用します。インターフェイス上
からポートチャネルの割り当てを変更
する場合は、以前のポートチャネルか
らインターフェイスを最初に削除する
ことなく channel-group コマンドを入
力することができます。
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NX-OS CLI を使用したリーフ ノードおよび FEX デバイスの仮想ポート チャネルの設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 15

このコマンドの vpc キーワー
ドによってポートチャネルが
VPC になります。VPC がま
だ存在しない場合は、VPCID
が自動的に生成され、すべて
のメンバ リーフ ノードに適
用されます。

exit
例：
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 16

exit
例：
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 17

vpc context leaf node-id1 node-id2
例：
apic1(config)# vpc context leaf 101
102

ステップ 18

vpc context モードでは、VPC の設定を
両方のリーフ ノード ペアに適用できま
す。

interface vpc channel-name
例：
apic1(config-vpc)# interface vpc blue
fex 102 102

ステップ 19

（任意） [no] shutdown
例：
apic1(config-vpc-if)# no shut

例
次に、基本的な VPC を設定する例を示します。
apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom1 dynamic
apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# peer-dead-interval 10
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# template port-channel corp
apic1(config-po-ch-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-po-ch-if)# channel-mode active
apic1(config-po-ch-if)# exit
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vpc context の管理状態の設定では、両
方のリーフ ノードに対して 1 つのコマ
ンドで VPC の管理状態を変更できま
す。

アクセス インターフェイス
REST API を使用した仮想ポート チャネルの設定

apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group corp vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102

次に、FEX ポートを使用して VPC を設定する例を示します。
apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group Reg vpc
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc corp
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc red fex 101 101
apic1(config-vpc-if)# switchport
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc blue fex 102 102
apic1(config-vpc-if)# shut

REST API を使用した仮想ポート チャネルの設定
REST API を使用して 2 つのスイッチ全体で単一のバーチャル ポート チャネルを設定する
2 つのスイッチ間で仮想ポート チャネルを作成するための 2 つの手順は次のとおりです。
• fabricExplicitGEp を作成します。このポリシーは、仮想ポート チャネルを形成するため
にペアになるリーフ スイッチを指定します。
• インフラ セレクタを使用してインターフェイス コンフィギュレーションを指定します。
APIC は、fabricExplicitGEp の複数の検証を実行し、これらの検証のいずれかが失敗すると、
障害が発生します。1 つのリーフは、他の 1 つのリーフのみとペアにできます。APIC は、こ
のルールに違反する設定を拒否します。fabricExplicitGEp を作成する際、管理者はペアにす
るリーフ スイッチの両方の ID を提供する必要があります。APIC は、このルールに違反する
設定を拒否します。両方のスイッチを fabricExplicitGEp の作成時に起動する必要があります。
片方のスイッチが起動していない場合、APIC は設定を受け入れますが、障害を発生させます。
両方のスイッチをリーフ スイッチにする必要があります。片方または両方のスイッチ ID がス
パインに一致すると、APIC は設定を受け入れますが、障害を発生させます。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。
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アクセス インターフェイス
REST API を使用して 2 つのスイッチの選択したポート ブロックでバーチャル ポート チャネルを設定する

手順

ポリシーを作成し、インターフェイスを指定する内部セレクタを使用する
には、次の例のように XML とともにポストを送信します。
fabricExplicitGEp

例：
<fabricProtPol pairT="explicit">
<fabricExplicitGEp name="tG" id="2">
<fabricNodePEp id=”18”/>
<fabricNodePEp id=”25"/>
</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>

REST API を使用して 2 つのスイッチの選択したポート ブロックでバーチャル ポート チャ
ネルを設定する
このポリシーは、リーフ 18 ではインターフェイス 1/10 ～ 1/15 を、リーフ 25 ではインターフェ
イス 1/20 ～ 1/25 を使用して、リーフ スイッチ 18 および 25 で単一の仮想ポート チャネル (VPC)
を作成します。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。

（注）

2 つのリーフ スイッチ間での VPC ドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。
• 1 - Cisco Nexus N9K スイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX
• 2: Cisco Nexus N9K スイッチがスイッチ モデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX
スイッチなど、これらの 2 つが互換性のある VPC ピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

手順

VPC を作成するには、次の例のような XML を POST 送信します。
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REST API を使用して 2 つのスイッチ全体で単一のバーチャル ポート チャネルを設定する

例：
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name=”test1">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”18" to_=”18”/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test1"/>
</infraNodeP>
<infraNodeP name=”test2">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”25" to_=”25”/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test2"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="test1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort="10" toPort=”15”/>
<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortP name="test2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort=“20" toPort=”25”/>
<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="bndlgrp" lagT=”node">
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
</infraInfra>

REST API を使用して 2 つのスイッチ全体で単一のバーチャル ポート チャネルを設定する
2 つのスイッチ間で仮想ポート チャネルを作成するための 2 つの手順は次のとおりです。
• fabricExplicitGEp を作成します。このポリシーは、仮想ポート チャネルを形成するため
にペアになるリーフ スイッチを指定します。
• インフラ セレクタを使用してインターフェイス コンフィギュレーションを指定します。
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反射性リレー

APIC は、fabricExplicitGEp の複数の検証を実行し、これらの検証のいずれかが失敗すると、
障害が発生します。1 つのリーフは、他の 1 つのリーフのみとペアにできます。APIC は、こ
のルールに違反する設定を拒否します。fabricExplicitGEp を作成する際、管理者はペアにす
るリーフ スイッチの両方の ID を提供する必要があります。APIC は、このルールに違反する
設定を拒否します。両方のスイッチを fabricExplicitGEp の作成時に起動する必要があります。
片方のスイッチが起動していない場合、APIC は設定を受け入れますが、障害を発生させます。
両方のスイッチをリーフ スイッチにする必要があります。片方または両方のスイッチ ID がス
パインに一致すると、APIC は設定を受け入れますが、障害を発生させます。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。
手順

ポリシーを作成し、インターフェイスを指定する内部セレクタを使用する
には、次の例のように XML とともにポストを送信します。
fabricExplicitGEp

例：
<fabricProtPol pairT="explicit">
<fabricExplicitGEp name="tG" id="2">
<fabricNodePEp id=”18”/>
<fabricNodePEp id=”25"/>
</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>

反射性リレー
リフレクティブ リレー (802.1Qbg)
リフレクティブ リレーでは、Cisco APIC リリース 2.3(1) でスイッチング オプションの開始時
刻です。リフレクティブ リレー: IEEE 標準 802.1Qbg のタグのないアプローチ: ポリシーを適用
し、必要に応じて、宛先またはターゲット VM サーバ上にトラフィックを送信する外部のス
イッチへのすべてのトラフィックを転送します。ローカルスイッチングはありません。ブロー
ドキャストまたはマルチキャスト トラフィックは、リフレクティブ リレーは、各 VM サーバ
でローカルにパケットのレプリケーションを提供します。
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高度な GUI を使用したリフレクティブ リレーの有効化

リフレクティブ リレーの利点の 1 つは、スイッチング機能および管理機能、Vm をサポートす
るサーバ リソースを解放するための外部スイッチを活用しています。リフレクティブ リレー
では、ポリシー、同じサーバ上の Vm の間のトラフィックに適用する Cisco APIC で設定する
こともできます。
Cisco ACI、入ってきたの同じポートからオンに戻すにトラフィックを許可する、リフレクティ
ブ リレーを有効にできます。APIC GUI、NX-OS CLI または REST API を使用して、レイヤ 2
インターフェイス ポリシーとして individual ports(個々のポート、個別ポート)、ポート チャネ
ルまたは仮想ポート チャネルでリフレクティブ リレーを有効にすることができます。この機
能はデフォルトではディセーブルになっています。
用語 仮想イーサネット ポートのためのアグリゲータ 802.1Qbg を説明する (VEPA) が使用され
るも機能します。
リフレクティブ リレーのサポート
リフレクティブ リレーには、次のサポートされています。
• IEEE 標準 802.1Qbg タグのないアプローチ、リフレクティブ リレーとも呼ばれます。
Cisco APIC 2.3(1) リリースのリリースは IEE 標準 802.1Qbg をサポートしていませんマルチ
チャネル テクノロジーと S タグ付きアプローチです。
• 物理ドメイン。
仮想ドメインはサポートしていません。
• 物理ポートは、ポート チャネル (Pc)、および仮想ポート チャネル (Vpc)。
シスコ ファブリック エクステンダ (FEX) とブレード サーバはサポートされていません。
リフレクティブ リレーはサポートされていないインターフェイスで有効になっていると、
障害が発生すると、最後の有効な設定が保持されます。ポートでリフレクティブ リレーを
無効にすると、障害をクリアします。
• Cisco Nexus 9000 シリーズのスイッチと EX または FX 、モデル名の最後にします。

高度な GUI を使用したリフレクティブ リレーの有効化
; By default(デフォルトで、デフォルトでは) リフレクティブ リレーが無効になっていますただ
し、スイッチのレイヤ 2 インターフェイス ポリシーとして、ポート、またはポート チャネル
または仮想ポート チャネルでこれを有効にできます。最初にポリシーを設定し、ポリシー グ
ループとポリシーを関連付けます。

（注）

高度なモードの GUI でのみ次の手順を実行できます。
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NX-OS は、CLI を使用してリフレクティブ リレーの有効化

始める前に
この手順では、Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックを設定し、物理ス
イッチをインストールしてあることを前提としています。
手順

ステップ 1

Cisco APIC にログインして、[Advanced] モードを選択します。

ステップ 2

[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > > [インターフェイス ポリシー] を選択し、[ポリ
シー] フォルダを開きます。

ステップ 3

[L2 インターフェイス] フォルダを右クリックして、[L2 インターフェイス ポリシーの作成] を
選択します。

ステップ 4

[L2 インターフェイス ポリシーの作成] ダイアログ ボックスで、[名前] フィールドに名前を入
力します。

ステップ 5

[リフレクティブ リレー （802.1Qbg)] エリアで、[有効] をクリックします。

ステップ 6

必要に応じて、ダイアログ ボックスのその他のオプションを選択します。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。

ステップ 8

[ポリシー] ナビゲーション ペインで、[ポリシー グループ] フォルダを開いて、[リーフ ポリ
シー グループ] フォルダをクリックします。

ステップ 9

[リーフ ポリシー グループ] 中央ペインで、[アクション] ドロップダウン リストを展開し、[リー
フ アクセス ポート ポリシーのグループの作成]、[PC インターフェイス ポリシー グループの
作成]、[VPC インターフェイス ポリシー グループの作成]、[PC/VPC オーバーライド ポリシー
グループの作成] を選択します。

ステップ 10

ポリシーグループ ダイアログ ボックスで、[Name field] フィールドに名前を入力します。

ステップ 11

[L2 インターフェイス ポリシー] ドロップダウン リストで、リフレクティブ リレーを有効にす
るために作成したポリシーを選択します。

ステップ 12

[SUBMIT] をクリックします。

NX-OS は、CLI を使用してリフレクティブ リレーの有効化
; By default(デフォルトで、デフォルトでは) リフレクティブ リレーが無効になっていますただ
し、スイッチのレイヤ 2 インターフェイス ポリシーとして、ポート、またはポート チャネル
または仮想ポート チャネルでこれを有効にできます。CLI では、NX-OS テンプレートを使用
して、複数のポートでリフレクティブ リレーの有効化または individual ports(個々のポート、個
別ポート) で有効にすることができます。
始める前に
この手順では、Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックを設定し、物理ス
イッチをインストールしてあることを前提としています。
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NX-OS は、CLI を使用してリフレクティブ リレーの有効化

手順

リフレクティブ リレー 1 つまたは複数のポートで有効にします。
例：
この例では、1 つのポートでリフレクティブ リレーが有効にします。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：
この例では、リフレクティブ リレー、テンプレートを使用して複数のポートで有効にします。
apic1(config)# template policy-group grp1
apic1(config-pol-grp-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-4
apic1(config-leaf-if)# policy-group grp1

例：
この例では、ポート チャネルでリフレクティブ リレーが有効にします。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po2
apic1(config-leaf-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#

例：
この例では、複数のポート チャネルでリフレクティブ リレーが有効にします。
apic1(config)# template port-channel po1
apic1(config-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group po1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：
この例では、仮想ポート チャネルでリフレクティブ リレーが有効にします。
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# template port-channel po4
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/11-12
apic1(config-leaf-if)# channel-group po4 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
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apic1(config-vpc)# interface vpc po4
apic1(config-vpc-if)# switchport vepa enabled

REST API を使用してリフレクティブ リレーの有効化
; By default(デフォルトで、デフォルトでは) リフレクティブ リレーが無効になっていますただ
し、スイッチのレイヤ 2 インターフェイス ポリシーとして、ポート、またはポート チャネル
または仮想ポート チャネルでこれを有効にできます。
始める前に
この手順では、Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックを設定し、物理ス
イッチをインストールしてあることを前提としています。
手順

ステップ 1 リフレクティブ リレーを有効になっていると、レイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定し
ます。
例：
<l2IfPol name=“VepaL2IfPol” vepa=“enabled"

/>

ステップ 2 リーフ アクセス ポートのポリシー グループにレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを適用しま
す。
例：
<infraAccPortGrp name=“VepaPortG">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName=“VepaL2IfPol”/>
</infraAccPortGrp>

ステップ 3 インターフェイス セレクタとインターフェイス プロファイルを設定します。
例：
<infraAccPortP name=“vepa">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="22">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-VepaPortG" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>

ステップ 4 ノード セレクタとノードのプロファイルを設定します。
例：
<infraNodeP name=“VepaNodeProfile">
<infraLeafS name=“VepaLeafSelector" type="range">
<infraNodeBlk name=“VepaNodeBlk" from_="101" to_="102"/>
</infraLeafS>
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<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-vepa"/>
</infraNodeP>

FEX インターフェイス
ポート、PC、および FEX デバイスへの接続を VPC の設定
FEX 接続とそれらの設定に使用されるプロファイルは、GUI、NX-OS スタイルの CLI または
REST API を使用して作成できます。
Cisco APIC、リリース 3.0(1k) 以降 FEX 接続の設定のインターフェイスのプロファイルがサポー
トされます。
NX-OS スタイル CLI を使用してそれらを設定する方法については、ポート、Pc と、NX-OS ス
タイル CLI を使用して Vpc の設定に関するトピックを参照してください。

ACI FEX のガイドライン
FEX を展開するときは、次のガイドラインに従ってください。
• リーフ スイッチ前面パネル ポートが EPG および VLAN を展開するように設定されていな
いと仮定して、最大 10,000 個のポート EPG が FEX を使用して展開することをサポートし
ます。
• メンバーとして FEX ポートを含む各 FEX ポートまたは vPC では、各 VLAN で最大 20 個
の EPG がサポートされます。

FEX 仮想ポート チャネル
ACI ファブリックは、Cisco ファブリック エクステンダ（FEX）サーバ側仮想ポート チャネル
（VPC）（別名 FEX ストレート VPC）をサポートします。

（注）

2 つのリーフ スイッチ間での VPC ドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。
• 1: なしで Cisco Nexus N9K スイッチの生成」EX」または「FX」、スイッチ名前末尾にた
とえば、N9K 9312TX
• 2: Cisco Nexus N9K スイッチ間での生成」EX」または「FX」スイッチ モデルの名前の末
尾にたとえば、N9K-93108TC-EX
スイッチなど、これらの 2 つが互換性のある VPC ピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。
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図 21 : サポートされている FEX VPC トポロジ

サポートされている FEX VPC ポート チャネル トポロジは次のとおりです。
• FEX の背後にある VTEP および非 VTEP の両方のハイパーバイザ。
• ACI ファブリックに接続された 2 つの FEX に接続されている仮想スイッチ（AVS または
VDS など）。（物理的な FEX ポートに直接接続されている VPC はサポートされません。
VPC はポート チャネルでのみサポートされます）

（注）

GARP を使用して IP の MAC のバインディングを通知するために、プロトコルがする同じ FEX
の別のインターフェイスに変更する必要がありますに設定すると、ブリッジ ドメイン モード
ARP のフラッディング を有効にして EP 移動検出モード : GARP ベースの検出 で、 L3設
定 ブリッジ ドメイン ウィザードのページ。この回避策は、のみ生成 1 スイッチで必要です。
第 2 世代のスイッチで、または以降では、この問題ではありません。

GUI を使用した基本 FEX 接続の設定
次の手順では、FEX 導入に必要ないくつかのポリシーを自動的に作成するクイック スタート
ウィザードを使用します。主な手順は次のとおりです。
1.

自動生成された FEX プロファイルを含むスイッチ プロファイルを設定します。
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2.

サーバを単一 FEX ポートに接続できるようにするために、自動生成された FEX プロファ
イルをカスタマイズします。
図 22 : 基本的な FEX 設定

（注）

この手順では、FEX にサーバを接続する手順を示します。手順は、ACI が接続された FEX に
デバイスを接続する場合と同じになります。

（注）

FEX ID 165 ～ 199 の FEX 接続の設定は、APIC GUI ではサポートされていません。これらの
FEX ID のいずれかを使用するには、NX-OS スタイル CLI を使用してプロファイルを設定しま
す。詳細については、「NX-OS スタイル CLI のインターフェイス プロファイルを使用して FEX
接続を設定する」を参照してください。

（注）

FEX ID 165 ～ 199 の FEX 接続の設定は、APIC GUI ではサポートされていません。これらの
FEX ID のいずれかを使用するには、NX-OS スタイル CLI を使用してプロファイルを設定しま
す。詳細については、「NX-OS スタイル CLI のインターフェイス プロファイルを使用して FEX
接続を設定する」を参照してください。

始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
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• ターゲット リーフ スイッチ、インターフェイス、およびプロトコルが設定されており、
使用可能であること。
• FEX に電源が入っていて、ターゲット リーフ インターフェイスに接続されていること。

（注）

FEX に接続されているファブリック ポート チャネルでは、最大 8 つのメンバーがサポートさ
れます。

手順

ステップ 1 APIC で、Fabric > External Access Policies > Quick Start Configure Interface, PC, And VPC ウィ
ザードを使用してスイッチ プロファイルを作成します。
a)

APIC メニュー バーで、[Fabric] > [Access Policies] > [Quick Start] に移動します。

b) [Quick Start] ページで、[Configure an interface, PC, and VPC] オプションをクリックして
[Configure Interface, PC And VPC] ウィンドウを開きます。
c)

[Configure an interface, PC, and VPC] 作業領域で、[+] をクリックして、新しいスイッチ プ
ロファイルを追加します。

d) [Select Switches To Configure Interfaces] 作業領域で、[Advanced] オプション ボタンをクリッ
クします。
e)

使用可能なスイッチ ID のドロップダウン リストからスイッチを選択します
トラブルシューティングのヒント
この手順では、1 つのスイッチがプロファイルに含まれています。複数のスイッチを選択
すると、同じプロファイルを複数のスイッチで使用できます。

f)

[Switch Profile Name] フィールドで名前を指定します。

g) + アイコン (Fexes リストの上) をクリックして、FEX ID と、スイッチ プロファイルに接続
するのに用いられるスイッチ ポートを追加します。
NX-OS スタイル CLI を使用して、FEX ID 165 ～ 199 を設定する必要があります。
『Configuring FEX Connections Using Interface Profiles with the NX-OS Style CLI』を参照して
ください。
h) Save をクリックして変更を保存します。Submit をクリックして、スイッチ プロファイル
を APIC に送信します。
APIC によって、必要な FEX プロファイル（<switch policy name>_FexP<FEX ID>) および
セレクタ (<switch policy name>_ifselctor）が自動的に生成されます。
確認：FEX がオンラインであることを確認するには、FEX が接続されているスイッチに対し
て CLI コマンド show fex を使用します。
ステップ 2 サーバを単一 FEX ポートに接続できるようにするために、自動生成された FEX プロファイル
をカスタマイズします。
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a)

[Navigation] ペインで、ポリシー リストで作成したスイッチ ポリシーを見つけます。また、
自動生成された FEX <switch policy name>_FexP<FEX ID> プロファイルもあります。

b) <switch policy name>_FexP<FEX ID> プロファイルの作業ウィンドウで、+ をクリックし
て、新しいエントリを Interface Selectors For FEX リストに追加します。
[Create Access Port Selector] ダイアログが開きます。
c)

セレクタの名前を指定します。

d) 使用する FEX インターフェイス ID を指定します。
e)

リストから既存のインターフェイス ポリシー グループを選択するか、アクセス ポート ポ
リシー グループを作成します。
アクセス ポート ポリシー グループは、選択した FEX のインターフェイスに適用するイン
ターフェイス ポリシーのグループを指定する名前付きポリシーです。インターフェイス
ポリシーの例は、リンクレベル ポリシー（たとえば、1 gbit ポート速度）、接続エンティ
ティ プロファイル、ストーム制御インターフェイス ポリシーなどです。
（注）

f)

インターフェイス ポリシー グループ内で、FEX ポート セレクタで指定されてい
るインターフェイスを EPG が使用できるようにするために、[Attached Entity Profile]
は必須です。

Submit をクリックして FEX プロファイルを APICに送信します。
APIC によって FEX プロファイルが更新されます。

確認：FEX インターフェイスが適切に設定されていることを確認するには、FEX が接続され
ているスイッチに対して CLI コマンド show int を使用します。
これで、基本 FEX の設定手順は完了しました。

次のタスク

（注）

この設定はハードウェア接続を有効にしますが、このハードウェア設定に関連付けられた有効
なアプリケーション プロファイル、EPG、およびコントラクトがないと、データ トラフィッ
クはフローできません。

GUI を使用した FEX ポート チャネル接続の設定
主な手順は次のとおりです。
1.

ポート チャネルの形成に FEX ポートを使用するように FEX プロファイルを設定します。

2.

サーバに接続できるようにポート チャネルを設定します。
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図 23 : FEX ポート チャネル

（注）

この手順では、FEX ポート チャネルにサーバを接続する手順を示します。手順は、ACI が接
続された FEX にデバイスを接続する場合と同じになります。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチ、インターフェイス、およびプロトコルが設定されており、
使用可能であること。
• FEX が設定されており、電源が入っていて、ターゲット リーフ インターフェイスに接続
されていること。
手順

ステップ 1 APIC で、FEX プロファイルにポート チャネルを追加します。
a)

APIC メニュー バーで、Fabric > External Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces >
Profiles に移動します。

b) [Navigation] ペインで、FEX プロファイルを選択します。
APIC で自動生成された FEX プロファイル名の形式は、<switch policy name>_FexP<FEX
ID> です。
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c)

FEX Profile 作業エリアで、+ をクリックして新しいエントリを Interface Selectors For FEX
リストに追加します。
[Create Access Port Selector] ダイアログが開きます。

ステップ 2 FEX ポート チャネルにサーバを接続できるように、[Create Access Port Selector] をカスタマイ
ズします。
a)

セレクタの名前を指定します。

b) 使用する FEX インターフェイス ID を指定します。
c)

リストから既存のインターフェイス ポリシー グループを選択するか、PC インターフェイ
ス プロファイル グループを作成します。
ポート チャネル インターフェイス ポリシー グループは、選択した FEX のインターフェイ
スに適用するポリシーのグループを指定します。インターフェイス ポリシーの例は、リン
クレベル ポリシー（たとえば、1 gbit ポート速度）、接続エンティティ プロファイル、ス
トーム制御インターフェイス ポリシーなどです。
（注）

インターフェイス ポリシー グループ内で、FEX ポート セレクタで指定されてい
るインターフェイスを EPG が使用できるようにするために、[Attached Entity Profile]
は必須です。

d) [Port Channel Policy] オプションで、設定の要件に従って静的または動的な LACP を選択し
ます。
e)

[Submit] をクリックし、更新された FEX プロファイルを APIC に送信します。
APIC によって FEX プロファイルが更新されます。

確認: ポート チャネルが適切に設定されていることを確認するには、FEX が接続されているス
イッチに対して CLI コマンド show port-channel summary を使用します。

次のタスク
これで、FEX ポート チャネルの設定手順は完了しました。

（注）

この設定はハードウェア接続を有効にしますが、このハードウェア設定に関連付けられた有効
なアプリケーション プロファイル、EPG、およびコントラクトがないと、データ トラフィッ
クはフローできません。

GUI を使用した FEX VPC 接続の設定
主な手順は次のとおりです。
1.

バーチャル ポート チャネルを形成するように、2 つの既存 FEX プロファイルを設定しま
す。
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2.

FEX ポート チャネルにサーバを接続できるように、バーチャル ポート チャネルを設定し
ます。
図 24 : FEX バーチャル ポート チャネル

（注）

この手順では、FEX バーチャル ポート チャネルにサーバを接続する手順を示します。手順は、
ACI が接続された FEX にデバイスを接続する場合と同じになります。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチ、インターフェイス、およびプロトコルが設定されており、
使用可能であること。
• FEX が設定されており、電源が入っていて、ターゲット リーフ インターフェイスに接続
されていること。
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（注）

2 つのリーフ スイッチ間での VPC ドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。
• 1 - Cisco Nexus N9K スイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX
• 2: Cisco Nexus N9K スイッチがスイッチ モデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX
スイッチなど、これらの 2 つが互換性のある VPC ピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

手順

ステップ 1 APIC で、2 つの FEX プロファイルにバーチャル ポート チャネルを追加します。
a)

APICメニュー バーで、Fabric > External Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces >
Profiles に移動します

b) [Navigation] ペインで、最初の FEX プロファイルを選択します。
APIC で自動生成された FEX プロファイル名の形式は、<switch policy name>_FexP<FEX
ID> です。
c)

FEX Profile 作業エリアで、+ をクリックして新しいエントリを Interface Selectors For FEX
リストに追加します。
[Create Access Port Selector] ダイアログが開きます。

ステップ 2 FEX バーチャル ポート チャネルにサーバを接続できるように、[Create Access Port Selector] を
カスタマイズします。
a)

セレクタの名前を指定します。

b) 使用する FEX インターフェイス ID を指定します。
通常、各 FEX に同じインターフェイス ID を使用してバーチャル ポート チャネルを形成し
ます。
c)

リストから既存のインターフェイス ポリシー グループを選択するか、VPC インターフェ
イス プロファイル グループを作成します。
バーチャル ポート チャネル インターフェイス ポリシー グループは、選択した FEX のイ
ンターフェイスに適用するポリシーのグループを指定します。インターフェイス ポリシー
の例は、リンクレベル ポリシー（たとえば、1 gbit ポート速度）、接続エンティティ プロ
ファイル、ストーム制御インターフェイス ポリシーなどです。
（注）

インターフェイス ポリシー グループ内で、FEX ポート セレクタで指定されてい
るインターフェイスを EPG が使用できるようにするために、[Attached Entity Profile]
は必須です。
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d) [Port Channel Policy] オプションで、設定の要件に従って静的または動的な LACP を選択し
ます。
e)

[Submit] をクリックし、更新された FEX プロファイルを APIC に送信します。
APIC によって FEX プロファイルが更新されます。

確認: ポート チャネルが適切に設定されていることを確認するには、FEX が接続されているス
イッチに対して CLI コマンド show port-channel summary を使用します。
ステップ 3 最初の FEX に指定したものと同じインターフェイス ポリシー グループを使用するように 2 番
目の FEX を設定します。
a)

2 番目の FEX プロファイルの FEX Profile 作業エリアで、+ をクリックして Interface Selectors
For FEX リストに新しいエントリを追加します。
[Create Access Port Selector] ダイアログが開きます。

b) セレクタの名前を指定します。
c)

使用する FEX インターフェイス ID を指定します。
通常、各 FEX に同じインターフェイス ID を使用してバーチャル ポート チャネルを形成し
ます。

d) ドロップダウン リストから、最初の FEX プロファイルで使用したものと同じバーチャル
ポート チャネル インターフェイス ポリシー グループを選択します。
バーチャル ポート チャネル インターフェイス ポリシー グループは、選択した FEX のイ
ンターフェイスに適用するポリシーのグループを指定します。インターフェイス ポリシー
の例は、リンクレベル ポリシー（たとえば、1 gbit ポート速度）、接続エンティティ プロ
ファイル、ストーム制御インターフェイス ポリシーなどです。
（注）

e)

インターフェイス ポリシー グループ内で、FEX ポート セレクタで指定されてい
るインターフェイスを EPG が使用できるようにするために、[Attached Entity Profile]
は必須です。

[Submit] をクリックし、更新された FEX プロファイルを APIC に送信します。
APIC によって FEX プロファイルが更新されます。

確認：バーチャル ポート チャネルが適切に設定されていることを確認するには、いずれかの
FEX が接続されているスイッチに対して CLI コマンド show vpc extended を使用します。

次のタスク
これで、FEX バーチャル ポート チャネルの設定手順は完了しました。

（注）

この設定はハードウェア接続を有効にしますが、このハードウェア設定に関連付けられた有効
なアプリケーション プロファイル、EPG、およびコントラクトがないと、データ トラフィッ
クはフローできません。
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REST API を使用した FEXVPC ポリシーの設定
このタスクにより、FEX 仮想ポート チャネル（VPC）ポリシーを作成します。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチ、インターフェイス、およびプロトコルが設定されており、
使用可能であること。
• FEX が設定されており、電源が入っていて、ターゲット リーフ インターフェイスに接続
されていること。

（注）

2 つのリーフ スイッチ間での VPC ドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。
• 1 - Cisco Nexus N9K スイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX
• 2: Cisco Nexus N9K スイッチがスイッチ モデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX
スイッチなど、これらの 2 つが互換性のある VPC ピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

手順

2 つのスイッチへの VPC を介して FEX のリンク ポリシーを作成するには、次の例などと XML
post を送信します。
例：
<polUni>
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="fexNodeP105">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="test" from_="105" to_="105"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-fex116nif105" />
</infraNodeP>
<infraNodeP name="fexNodeP101">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="101"/>
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</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-fex113nif101" />
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="fex116nif105">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="45" toPort="48" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexHIF116/fexbundle-fex116" fexId="116" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortP name="fex113nif101">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="45" toPort="48" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexHIF113/fexbundle-fex113" fexId="113" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFexP name="fexHIF113">
<infraFexBndlGrp name="fex113"/>
<infraHPortS name="pselc-fexPC" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="15" toPort="16" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexPCbundle" />
</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexVPC" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="8" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexvpcbundle" />
</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexaccess" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="47" toPort="47">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-fexaccport" />
</infraHPortS>
</infraFexP>
<infraFexP name="fexHIF116">
<infraFexBndlGrp name="fex116"/>
<infraHPortS name="pselc-fexPC" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="17" toPort="18" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexPCbundle" />
</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexVPC" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="8" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexvpcbundle" />
</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexaccess" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="47" toPort="47">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-fexaccport" />
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</infraHPortS>

</infraFexP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="fexPCbundle" lagT="link">
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='staticLag'/>
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="1GHIfPol" />
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-fexvpcAttEP"/>
</infraAccBndlGrp>
<infraAccBndlGrp name="fexvpcbundle" lagT="node">
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='staticLag'/>
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="1GHIfPol" />
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-fexvpcAttEP"/>
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

<fabricHIfPol name="1GHIfPol" speed="1G" />
<infraAttEntityP name="fexvpcAttEP">
<infraProvAcc name="provfunc"/>
<infraRsDomP tDn="uni/phys-fexvpcDOM"/>
</infraAttEntityP>
<lacpLagPol dn="uni/infra/lacplagp-staticLag"
ctrl="susp-individual,graceful-conv"
minLinks="2"
maxLinks="16">
</lacpLagPol>

NX-OS スタイル CLI とプロファイルを使用して FEX 接続の設定
NX-OS スタイル CLI を使用してリーフ ノードへの接続を FEX を設定するには、次の手順を使
用します。

（注）

FEX Id を持つ FEX 接続を構成する 165 に 199 APIC GUI ではサポートされていません。こ
れらの FEX Id のいずれかを使用するには、次のコマンドを使用して、プロファイルを設定し
ます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure
例：

目的
グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

apic1# configure

ステップ 2 leaf-interface-profile name
例：

設定するリーフ インターフェイス プロ
ファイルを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

apic1(config)# leaf-interface-profile
fexIntProf1

ステップ 3 leaf-interface-group name
例：

設定するインターフェイス グループを
指定します。

apic1(config-leaf-if-profile)#
leaf-interface-group leafIntGrp1

ステップ 4 fex associate fex-id [ template
template-typefex-template-name]
例：
apic1(config-leaf-if-group)# fex
associate 101

リーフ ノードに FEX モジュールを接続
します。使用するテンプレートを指定す
るのにオプションのテンプレートのキー
ワードを使用します。存在しない場合、
システムは、名前とタイプが指定した
で、テンプレートを作成します。

例
このマージの例では、ID 101 で FEX 接続のリーフ インターフェイス プロファイルを
設定します。
apic1# configure
apic1(config)# leaf-interface-profile fexIntProf1
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group leafIntGrp1
apic1(config-leaf-if-group)# fex associate 101

アップリンクからダウンリンクまたはダウンリンクから
アップリンクにポートを変更するためのポートプロファ
イルの設定
ポート プロファイルの設定
Cisco APIC リリース 3.1 (1) 以前、アップリンク ポートからダウンリンク ポート、あるいはダ
ウンリンク ポートからアップリンク ポート（ポート プロファイル内）への変換は、Cisco ACI
リーフ スイッチではサポートされていませんでした。Cisco APIC リリース 3.1 (1) から、アッ
プリンクおよびダウンリンクの変換は、EX または FX およびそれ以降（たとえば、
N9K-C9348GC-FXP）で終わる名前の Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでサポートされてい
ます。変換後のダウンリンクに接続されている FEX もサポートされています。
この機能は次の Cisco スイッチでサポートされています。
• N9K-C9348GC-FXP
• N9K-C93180LC-EX および N9K-C93180YC-FX
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• N9K-93180YC-EX、N9K-C93180YC-EX、N9K-C93180YC-EXU
• N9K-C93108TC-EX および N9K-C93108TC-FX
• N9K C9336C FX2（ダウンリンクからアップリンクへの変換のみサポート）
制約事項
FAST リンク フェールオーバー ポリシーとポート プロファイルは、同じポートではサポート
されていません。ポート プロファイルが有効になっている場合、FAST リンク フェールオー
バーを有効にすることはできません。その逆も同様です。
サポートされている TOR スイッチの最後の 2 つのアップリンク ポートは、ダウンリンク ポー
ト（これらはアップリンク接続用に予約済み）に変換することはできません。
Cisco APIC リリース 3.2 までは、ポート プロファイルとブレイクアウト ポートは同じポート
でサポートされていません。
Cisco APIC リリース 3.2 以降では、ダイナミック ブレイクアウト（100 Gb および 40 Gb の両
方）が N9K-C93180YC-FX スイッチのプロファイリングされた QSFP ポートでサポートされま
す。ブレイクアウトおよびポート プロファイルでは、ポート 49-52 でアップリンクからダウン
リンクへの変換が一緒にサポートされています。ブレイクアウト（10 g 4 x または 25 g 4 x オプ
ション）は、ダウンリンクのプロファイリングされたポートでサポートされています。
ガイドライン
アップリンクをダウンリンクに変換したり、ダウンリンクをアップリンクに変換したりする際
は、次のガイドラインにご注意ください。
サブジェクト

ガイドライン

ポート プロファイルを
使用したノードのデコ
ミッション

デコミッションされたノードがポート プロファイル機能を展開して
いる場合、ポート変換はノードのデコミッション後も削除されませ
ん。ポートをデフォルト状態に戻すには、デコミッション後に手動
で設定を削除する必要があります。これを行うには、スイッチにロ
グオンし、setup-clean-config.sh スクリプトを実行して、実行される
まで待ちます。それから、リロード コマンドを入力します。
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サブジェクト

ガイドライン

FIPS

Cisco ACI ファブリックで Federal Information Processing Standards
（FIPS）を有効または無効にしている場合、変更を有効にするため
ファブリック内のスイッチをそれぞれリロードする必要がありま
す。FIPS 設定を変更した後に最初のリロードを発行すると、設定さ
れているスケール プロファイル設定が失われます。スイッチは動作
を継続しますが、デフォルトのスケール プロファイルを使用しま
す。FIPS 設定が変更されていない場合は、この問題は後続のリロー
ドでは発生しません。
FIPS は Cisco NX-OS リリース 13.1(1) またはそれ以降でさぽーとさ
れています。
FIPS をサポートしているリリースから FIPS をサポートしていない
リリースにファームウェアをダウングレードする必要がある場合、
最初に Cisco ACI ファブリックで FIPS を無効にして、FIPS 設定の
変更のためファブリック内のすべてのスイッチをリロードする必要
があります。

最大アップリンク ポー
トの制限

最大アップリンク ポートの制限に達し、ポート 25 および 27 がアッ
プリンクからダウンリンクへ返還されるとき、Cisco 93180LC EX ス
イッチのアップリンクに戻ります。
Cisco 93180LC EX スイッチでは、ポート 25 および 27 はネイティブ
のアップリンク ポートです。ポート プロファイルを使用してポー
ト 25 および 27 をダウンリンク ポートに変換する場合は、ポート
29、30、31、32 は、4 つのネイティブ アップリンク ポートとして
も使用できます。変換可能なポート数のしきい値のため（最大 12
ポート）、8 個以上のダウンリンク ポートをアップリンク ポートに
変換できます。たとえば、ポート 1、3、5、7、9、13、15、17 は
アップリンク ポートに変換され、ポート 29、30、31、32 ポートは
4 つのネイティブ アップリンク ポートとなります（Cisco 93180LC
EX スイッチで最大のアップリンク ポートの制限）。
スイッチがこの状態でポート プロファイル設定がポート 25 および
27 で削除される場合、ポート 25 および 27 はアップリンク ポート
へ再度変換されますが、前述したようにスイッチにはすでに 12 個
のアップリンク ポートがあります。ポート 25 および 27 をアップリ
ンク ポートとして適用するため、ポート範囲 1、3、5、7、9、13、
15、17 からランダムで 2 個のポートがアップリンクへの変換を拒否
されます。この状況はユーザにより制御することはできません。
そのため、リーフ ノードをリロードする前にすべての障害を消去
し、ポート タイプに関する予期しない問題を回避することが必須で
す。ポート プロファイルの障害を消去せずにノードをリロードする
と、特に制限超過に関する障害の場合、ポートは予想される動作状
態になることに注意する必要があります。
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ブレークアウト制限
スイッチ

リリース

制限事項

N9K-C9332PQ

Cisco APIC 2.2 (1n) 以降

• 4X10Gb ポートへの 40Gb ダイナミック
ブレーク アウトがサポートされていま
す。
• ポート 13 および 14 はブレークアウト
をサポートしていません。
• ポート プロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて
いません。

N9K-C93180LC-EX

Cisco APIC 3.1(1i) 以降

• 40 Gb と 100 Gb のダイナミック ブレー
クアウトは、ポート 1 ~ 24 の奇数ポー
ト上でサポートされます。
• 上位ポート（奇数ポート）ブレークア
ウトされると、下部ポート（偶数ポー
ト）はエラーが無効になります。
• ポート プロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて
いません。

N9K-C9336C-FX2

Cisco APIC 3.1(2m) 以降

• ポート 1 ~ 30 では、40 Gb と 100 Gb の
ダイナミック ブレークがサポートされ
ています。
• ポート プロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて
いません。
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スイッチ

リリース

N9K-C93180YC-FX

Cisco APIC リリース
3.2(1x) 以降

制限事項
• 40 Gb と 100 Gb のダイナミック ブレー
クは、52、上にあるときにプロファイ
リング QSFP ポートがポート 49 でサ
ポートされます。ダイナミック ブレー
クアウトを使用するには、次の手順を
実行します。
• ポート 49 ~ 52 を前面パネル ポート
（ダウンリンク）に変換します。
• 次の方法のいずれかを使用して、
ポート プロファイルのリロードを
実行します。
• APIC GUI で、[ファブリック] >
[インベントリ] > [ポッド] >
[リーフ] に移動し、[シャーシ]
クリックしてから [リロード]
を選択します。
• NX-OS スタイル CLI で、
setup-clean-config.sh -k スクリ
プトを入力し、実行を待機し、
reload コマンドを入力します。
• プロファイルされたポート 49 - 52
のブレーク アウトを適用します。
• ポート 53 および 54 では、ポート プロ
ファイルまたはブレークアウトをサポー
トしていません。

ポート プロファイルの設定のまとめ
次の表では、アップリンクからダウンリンク、ダウンリンクからアップリンクへのポート プロ
ファイルの変換をサポートしているスイッチで、サポートされているアップリンクおよびダウ
ンリンクをまとめています。
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スイッチ モデル

デフォルト リンク

最大アップリンク 最大ダウンリンク サポー
(ファブリック ポー (サーバのポート) トされ
ト)
ている
リリー
ス

N9K-C9348GC-FXP

48 x 100 M/1 G
48 x 100 M/1 G
デフォルトと同じ 3.1(1i)
BASE-T ダウンリン BASE-T ダウンリン
ク
ク
4 x 10/25 Gbps SFP28 4 x 10/25 Gbps
ダウンリンク
SFP28 アップリンク
2 x 40/100 Gbps
2 x 40/100 Gbps
QSFP28 アップリン QSFP28 アップリン
ク
ク

N9K-C93180LC-EX

24 x 40 Gbps QSFP
28 ダウンリンク

12 x 40 Gbps QSFP
28 ダウンリンク

4 x 40 Gbps QSFP
28 ダウンリンク

3.1(1i)

6 x 40/100-Gbps
12 x 40/100-Gbps
2 x 40/100-Gbps
QSFP 28 アップリン QSFP 28 アップリン QSFP 28 ダウンリ
ク
ク
ンク
または

または

12 x 100 Gbps QSFP 6 x 100 Gbps QSFP
28 ダウンリンク
28 ダウンリンク

4 x 40/100-Gbps
アップリンク（100
Gbps）

または
6 x 40/100-Gbps
12 x 40/100-Gbps
QSFP 28 アップリン QSFP 28 アップリン 12 x 100 Gbps QSFP
ク
ク
28 ダウンリンク
2 x 40/100-Gbps
QSFP 28 ダウンリ
ンク
4 x 40/100-Gbps
アップリンク（100
Gbps）
N9K-C93180YC-EX
N9K-C93180YC-FX

3.1(1i)
48 x 10/25 Gbps ファ 48 x 10/25 Gbps ファ 48 x 10/25 Gbps
イバ ダウンリンク イバ ダウンリンク ファイバ ダウンリ
ンク
6 x 40/100 Gbps
6 x 40/100 Gbps
QSFP28 アップリン QSFP28 アップリン 4 x 40/100 Gbps
QSFP28 ダウンリン
ク
ク
ク
2 x 40/100 Gbps
QSFP28 アップリン
ク
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スイッチ モデル

デフォルト リンク

N9K-C93108TC-EX

48 x 10GBASE T ダ デフォルトと同じ
ウンリンク

N9K-C93108TC-FX

最大アップリンク 最大ダウンリンク サポー
(ファブリック ポー (サーバのポート) トされ
ト)
ている
リリー
ス

6 x 40/100 Gbps
QSFP28 アップリン
ク

48 x 10/25 Gbps
3.1(1i)
ファイバ ダウンリ
ンク
4 x 40/100 Gbps
QSFP28 ダウンリン
ク
2 x 40/100 Gbps
QSFP28 アップリン
ク

N9K-C9336C-FX2

30 x 40/100 Gbps
18 x 40/100 Gbps
デフォルトと同じ 3.1(2m)
QSFP28 ダウンリン QSFP28 ダウンリン
ク
ク
6 x 40/100 Gbps
18 x 40/100 Gbps
QSFP28 アップリン QSFP28 アップリン
ク
ク

GUI を使用したポート プロファイルの設定
この手順では、ポート タイプ (アップリンクまたはダウンリンク) を決定するポート プロファ
イルを設定する方法について説明します。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成または変更できる APIC ファブリッ
ク管理者アカウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
手順

ステップ 1 [Fabric] メニューから、[Inventory] を選択します。
ステップ 2 [Inventory] 画面左側のナビゲーション ウィンドウで、[Topology] を選択します。
ステップ 3 [Topology] タブで、右側ナビゲーション ウィンドウの[Interface] タブを選択します。
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ステップ 4 [Configuration] モードを選択します。
ステップ 5 テーブル メニューの [+] アイコン ([Add Switches]) をクリックして、リーフ スイッチを追加し
ます。
ステップ 6 [Add Switches] テーブルで、 [Switch ID] を選択し、 [Add Selected] をクリックします。
ポートを選択すると、使用可能なオプションが強調表示されます。
ステップ 7 ポートを選択し、新しいポート タイプとして [Uplink] または [Downlink] を選択します。
最後の 2 つのポートはアップリンク用に予約されます。これらをダウンリンク ポートに変換す
ることはできません。
ステップ 8 アップリンクまたはダウンリンクをクリックしてから、 [Submit] (後ほど自分でスイッチをリ
ロードする場合) または [Submit and Reload Switch] をクリックします。
（注）

アップリンクまたはダウンリンク設定での変更を有効にするために、スイッチをリ
ロードします。

NX-OS スタイル CLI を使用したポート プロファイルの設定
NX-OS スタイルの CLI を使用したポート プロファイルの設定をするには、次の手順を実行し
ます。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成または変更できる APIC ファブリッ
ク管理者アカウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
手順

ステップ 1 configure
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
例：
apic1# configure

ステップ 2 leaf node-id
設定するリーフまたはリーフ スイッチを指定します。
例：
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apic1(config)# leaf 102

ステップ 3 interface type
設定するインターフェイスを指定します。インターフェイス タイプと ID を指定できます。
イーサネット ポートの場合は、ethernet slot / port を使用します。
例：
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2

ステップ 4 port-direction {uplink | downlink}
ポートの方向を決定するか変更します。この例ではダウンリンクにポートを設定します。
（注）

N9K-C9336C-FX スイッチでは、アップリンクからダウンリンクへの変更はサポート
されていません。

例：
apic1(config-leaf-if)# port-direction downlink

ステップ 5 ポートがあるリーフ スイッチにログインし、setup-clean-config.sh -k コマンドを入力してから
reload コマンドを入力します。

REST API を使用したポート プロファイルの設定
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成または変更できる APIC ファブリッ
ク管理者アカウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
手順

ステップ 1 ダウンリンクからアップリンクへ変換するポート プロファイルを作成するには、次の例のよう
に XML で POST 送信します。
<!-- /api/node/mo/uni/infra/prtdirec.xml -->
<infraRsPortDirection tDn="topology/pod-1/paths-106/pathep-[eth1/7]" direc=“UpLink” />

ステップ 2 アップリンクからダウンリンクへ変換するポート プロファイルを作成するには、次のように、
XML で post を送信します。
例：
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<!-- /api/node/mo/uni/infra/prtdirec.xml -->
<infraRsPortDirection tDn="topology/pod-1/paths-106/pathep-[eth1/52]" direc=“DownLink”
/>

NX-OS スタイル CLI を使用したポート プロファイルの設定と変換の確
認
show interface brief CLI コマンドを使用して、ポートの設定と変換を確認することができます。

（注）

ポート プロファイルは、Cisco N9K-C93180LC EX スイッチのトップ ポートにのみ展開されま
す。たとえば、1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、および 23 となります。ポート プロ
ファイルを使用してトップ ポートを変換すると、ボトム ポートはハードウェア的に無効にな
ります。たとえば、ポート プロファイルを使用して Eth 1/1 を変換すると、Eth 1/2 はハード
ウェア的に無効になります。

手順

ステップ 1 この例では、アップリンク ポートをダウンリンク ポートに変換する場合の出力を示していま
す。アップリンク ポートをダウンリンク ポートに変換変換する前に、この例での出力が表示
されます。routed というキーワードは、ポートがアップリンク ポートであることを示してい
ます。
例：

switch# show interface brief
<snip>
Eth1/49
-eth
Eth1/50
-eth
<snip>

routed
routed

down
down

sfp-missing
sfp-missing

100G(D)
100G(D)

---

ステップ 2 ポート プロファイルを設定して、スイッチのリロード、後に、例では、出力が表示されます。
キーワード トランク ダウンリンク ポートとしてポートを示します。
例：
switch# show interface brief
<snip>
Eth1/49
0
eth
Eth1/50
0
eth
<snip>

trunk
trunk

down
down

sfp-missing
sfp-missing

100G(D)
100G(D)

---
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章

FCoE 接続
この章の内容は、次のとおりです。
• ACI ファブリック上のイーサネット トラフィックによるファイバ チャネルをサポートす
る （137 ページ）
• 拡張 GUI を使用した FCoE の設定 （140 ページ）
• NX-OS スタイルの CLI を使用した FCoE の設定 （160 ページ）
• REST API を使用した FCoE の設定 （172 ページ）

ACI ファブリック上のイーサネット トラフィックによる
ファイバ チャネルをサポートする
ACI を使用すると、設定し、(FCoE) トラフィック ACI ファブリックの Fibre Channel over Ethernet
のサポートを管理できます。
FCoE は、ファイバ チャネル SAN からイーサネット ネットワークにシームレスに移動するス
トレージ トラフィックを有効になり、イーサネット パケット内のファイバ チャネル (FC) パ
ケットをカプセル化するプロトコルです。
FCoE プロトコルのサポート ACI ファブリックでの一般的な実装には、FC ネットワーク上に
ある SAN ストレージ デバイスとの通信に ACI ファブリックのイーサネット ベースの上に存在
するホストが有効になります。ホストは、ACI Leaf スイッチに導入仮想の F ポートを介して接
続しています。仮想 F ポートが同じ ACI Leaf スイッチに導入する仮想 NP ポートを介して ACI
ファブリックへの FCF ブリッジでは、SAN ストレージ デバイスおよび FC ネットワークが接
続されています。仮想 NP ポートおよび仮想 F ポートも汎用的に仮想ファイバ チャネル (vFC)
ポートに呼ばれます。
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（注）

リリース バージョン 2.0(1)、においては、FCoE サポートはハードウェアです N9K-C93180YC-EX
と N9K-C93108TC-EX に制限されます。リリース バージョン 2.2(1) と N9K-C93180LC-EX 40 ギ
ガビット イーサネット (GE) ポートは F または NP ポートとして使用できます。ただし、FCoE
を許可されている場合は、40GE ポート ブレイク アウトを対応ことはできません。FCoE はブ
レイクアウト ポートではサポートされていません。
リリース バージョン 2.2(2) からは、N9K-C93180YC-FX および N9K-C93108TC-FX ハードウェ
アは、FCoE をサポートします。リリース 2.3(1) では、ハードウェア N9K-C93180YC-FX およ
び N9K-C93108TC-FX Fex ポート上での FCoE サポートは使用できます。
リリース バージョン 2.2(x)、において FCoE は、次の FEX Nexus デバイスではサポートも。
• 10 ギガ-ビット C2348UPQ N2K
• 10 ギガ-ビット C2348TQ N2K
• N2K-C2232PP-10GE
• N2K-B22DELL-P
• N2K-B22HP-P
• N2K-B22IBM-P
• N2K B22DELL P FI

（注）

FCoE の使用されている vlan には、グローバルに設定 vlanScope 必要があります。FCoE の
vlanScope portLocal に設定はサポートされていません。値は、L2 インターフェイス ポリシー
l2IfPol 経由で設定されます。
FCoE ACI を通過するトラフィックをサポートするトポロジ
ACI ファブリック over FCoE トラフィックをサポートする一般的な設定のトポロジは、次のコ
ンポーネントで構成されています。
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図 25 : ACI トポロジ サポート FCoE トラフィック

• [FC SAN を介して NPV バックボーンとして機能するためのポリシーに設定された 1 つ以
上の ACI Leaf スイッチ
• F ポートとして機能するように設定 NPV 設定のリーフ スイッチ上のインターフェイスを
選択します。
F ポートでは、FCoE トラフィックと SAN 管理または SAN を消費しているアプリケーショ
ンを実行しているホストの対応します。
• NP ポートとして機能する NPV 設定のリーフ スイッチ上のインターフェイスを選択しま
す。
NP ポートでは、FCoE トラフィックと FCF ブリッジの対応します。
FCF ブリッジは、通常は SAN ストレージ デバイスを接続するファイバ チャネルのリンクから
FC トラフィックを受信し、SAN 管理または SAN のデータを消費しているホストに ACI ファ
ブリック上を伝送するための FCoE フレームに FC パケットをカプセル化します。FCoE トラ
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フィックを受信し、ファイバ チャネル ネットワーク経由で伝送するための FC に戻る再しま
す。

（注）

上記の ACI トポロジでは、FCoE トラフィックのサポートには、ホストと F ポートおよび FCF
デバイスと NP ポート間の直接接続間の直接接続が必要です。
APIC サーバを設定し、APIC gui FCoE トラフィックをモニタ演算子を有効にする、APIC NX-OS
スタイルの CLI、またはアプリケーションで、APIC REST API をコールします。
FCoE の初期化をサポートするトポロジ
FCoE トラフィック フローの説明に従ってを行われるするためには、する必要もあります SAN
ホストが F ポートとして有効になっているインターフェイスを検出する、FCoE Initialization
protocol (FIP) パケットがブロードキャストされる別の VLAN 接続を設定します。
vFC インターフェイス設定ルール
VFC のネットワークと APIC GUI、NX-OS スタイル CLI、または REST API を通じて EPG の導
入を設定するかどうかは、プラットフォーム、次の一般的なルールが適用されます。
• F ポート モードは、vFC ポートのデフォルト モードです。NP ポート モードは、インター
フェイス ポリシーで具体的に設定する必要があります。
• デフォルトのロード バランシング モードはリーフ スイッチ、またはインターフェイス レ
ベル vFC 設定が src dst ox id。
• ブリッジ ドメインごとに 1 つの VSAN 割り当てがサポートされます。
• VSAN プールおよび VLAN プールの割り当てモードは、常にスタティックである必要があ
ります。
• vFC のポートには、VSAN (ファイバ チャネル ドメインとも呼ばれる) が含まれるドメイ
ンの VLAN にマッピングされた VSAN との関連付けが必要です。

拡張 GUI を使用した FCoE の設定
FCoE GUI の設定
FCoE ポリシー、プロファイル、およびドメインの設定
[Fabric Access Policies] タブで APIC GUI を使用すれば、ポリシー、ポリシー グループ、および
プロファイルを設定して、ACI リーフ スイッチ上の F および NP ポートをサポートする FCoE
のカスタマイズされ、スケールアウトした展開と割り当てを行うことが可能になります。次
に、APIC の [Tenant] タブで、では、これらのポートへの EPG アクセスを設定できます。
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ポリシーおよびポリシー グループ
FCoE のサポートのために作成または設定する APIC ポリシーとポリシー グループには、次の
ものが含まれます:
アクセス スイッチ ポリシー グループ
ACI リーフ スイッチを通して FCoE トラフィックをサポートする、スイッチ レベルのポ
リシーの組み合わせです。
このポリシー グループをリーフ プロファイルと関連付けて、指定された ACI リーフ ス
イッチでの FCoE サポートを有効にすることができます。
このポリシー グループは、次のポリシーで構成されています:
• ファイバ チャネル SAN ポリシー
NPV リーフが使用する、EDTOV、RATOV、および MAC アドレス プレフィックス
(FC マップとも呼ばれる) の値を指定します。
• ファイバ チャネル ノード ポリシー
このポリシーグループに関連付けられる FCoE トラフィックに適用される、ロード バ
ランス オプションと FIP キープ アライブ間隔を指定します。
インターフェイス ポリシー グループ
ACI リーフ スイッチのインターフェイスを通して FCoE トラフィックをサポートする、イ
ンターフェイス レベルのポリシーの組み合わせです。
このポリシー グループを FCoE のサポート的インターフェイス プロファイルと関連付け
て、指定したインターフェイスでの FCoE サポートを有効にすることができます。
2 つのインターフェイス ポリシー グループを設定できます。F ポートの 1 つのポリシー
グループと、 NP ポートの 1 つのポリシー グループです。
インターフェイスポリシーグループの以下のポリシーは、FCoEの有効化およびトラフィッ
クに適用されます:
• 優先順位フロー制御ポリシー
このポリシーグループが適用されているインターフェイスの優先順位フロー制御(PFC)
の状態を指定します。
このポリシーは、どのような状況で QoS レベルの優先順位フロー制御が FCoE トラ
フィックに適用されるかを指定します。
• ファイバ チャネル インターフェイス ポリシー
このポリシー グループが適用されているインターフェイスが F ポートまたは NP ポー
トとして設定されるかどうかを指定します。
• 低速ドレイン ポリシー
ACI ファブリックでトラフィックの輻輳の原因となる FCoE パケットを処理するため
のポリシーを指定します。
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グローバル ポリシー
設定により、ACI ファブリックの FCoE トラフィックのパフォーマンス特性に影響を及ぼ
す APIC グローバル ポリシーです。
グローバル QOS クラス ポリシーは、Level1、Level2、または Level3 接続のためのもの
で、ACI ファブリックの FCoE トラフィックに影響を及ぼす以下の設定を含んでいます:
• [PFC Admin State] は Auto に設定することが必要
FCoE トラフィックのこのレベルで優先順位フロー制御を有効にするかどうかを指定
します (デフォルト値は false です)。
• No Drop COS
特定のサービス クラス (CoS) レベルで指定された FCoE トラフィックのこのレベルに
対し、no-drop ポリシーを有効にするかどうかを指定します。
注: PFC および FCoE ノードロップに対して有効にされている QoS レベルは、CNA
上の PFC に対して有効にされている優先順位グループ ID と一致している必要があり
ます。
注: ノードロップおよび PFC に対して有効にできるのは、ただ 1 つの QoS レベルで
す。そして同じ QoS レベルが FCoE Epg に関連付けられている必要があります。
• QoS クラス — 優先順位フロー制御は、CoS レベルがファブリックに対してグローバ
ルに有効にされていること、そしてFCoE トラフィックを生成するアプリケーション
のプロファイルに割り当てられていることを必要とします。
CoS の保存も有効にする必要があります。Fabric > Access Policies > Global Policies >
QoS Class に移動して、Preserve COS Dot1p Preserve を有効にしてください。

（注）

一部のレガシー CNA も、レベル 2 グローバル QoS ポリシーが、ノードロップ PFC、FCoE
(Fibre Channel over Ethernet) QoS ポリシーで使用されていることを必要とする場合があり
ます。使用しているコンバージド ネットワーク アダプタ （CNA） がファブリックにロギ
ングしておらず、CNA から FCoE Initiation Protocol (FIP) フレームが送信されていないこと
がわかった場合には、 レベル 2 を FCoE QoSポリシーとして有効にしてみてください。レ
ベル 2 ポリシーは、使用中の FCoE EPG にアタッチする必要があります。PFC ノードロッ
プで有効にできるのはただ 1 つの QoS レベルだけです。

プロファイル
FCoE をサポートするために作成または設定ができる APIC プロファイルとしては、次のもの
があります:
リーフ プロファイル
FCoE トラフィックのサポートが構成される、ACI ファブリック リーフ スイッチを指定し
ます。
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アクセス スイッチ ポリシー グループに含まれるポリシーの組み合わせは、このプロファ
イルに含まれるリーフ スイッチに適用できます。
インターフェイス プロファイル
F ポートまたは NP ポートが展開される一連のインターフェイスを指定します。
少なくとも 2 つのリーフ インターフェイス プロファイルを設定します。一方は F ポート
のインターフェイス プロファイルで、もう一方は NP ポートのインターフェイス プロファ
イルです。
F ポートのインターフェイス ポリシー グループに含まれるポリシーの組み合わせは、F
ポートのインターフェイス プロトコルに含まれている一連のインターフェイスに適用でき
ます。
NP ポートのインターフェイス ポリシー グループに含まれるポリシーの組み合わせは、NP
ポートのインターフェイス プロトコルに含まれている一連のインターフェイスに適用でき
ます。
アタッチ エンティティ プロファイル
インターフェイス ポリシ－ グループの設定をファイバ チャネル ドメイン マッピングにバ
インドします。
ドメイン
FCoE をサポートするために作成または設定ができるドメインとしては、次のものがあります:
物理ドメイン
FCoE VLAN ディスカバリのための LANをサポートするため作成された仮想ドメイン。物
理ドメインは、FCoE VLAN ディスカバリをサポートするための VLAN プールを指定しま
す。
ファイバ チャネル ドメイン
FCoE 接続のための仮想 SAN をサポートするため作成された仮想ドメイン。
ファイバ チャネル ドメインは、FCoE トラフィックが搬送される VSAN プール、VLAN
プールおよび VSAN 属性を指定します。
• VSAN プール - 既存の VLAN に関連付けられた仮想 SAN のセット。個々 の VSAN
は、VLAN をイーサネット接続のためのインターフェイスに割り当てるのと同じ方法
で、関連付けられた FCoE 対応のインターフェイスに割り当てることができます。
• VLAN プール - 個々 の VSAN に関連付けることができる VLAN のセット。
• VSAN 属性 - VSAN から VLAN へのマッピング。
テナント エンティティ
[テナント] タブでは、ブリッジ ドメインおよび EPG エンティティを、FCoE ポートにアクセス
し、FCoE トラフィックを交換するように設定します。
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エンティティには、次のものがあります:
ブリッジ ドメイン (FCoE サポートのために設定されたもの)
テナントの下で、FCoE 接続を使用するアプリケーションのために FCoE トラフィックを
送るように作成され、設定されたブリッジ ドメイン。
アプリケーション EPG
同じテナントの下で FCoE ブリッジ ドメインと関連付けられる EPG。
ファイバ チャネル パス
FCoE F ポートまたは NP ポートとして有効にされ、選択した EPG に関連付けられるイン
ターフェイスを指定します。ファイバ チャネルのパスを EPG に関連付けると、FCoE イン
ターフェイスはが指定された VSAN に展開されます。

APIC GUI を使用した FCoE vFC ポートの展開
APIC GUI では、カスタマイズされたノード ポリシー グループ、リーフ プロファイル、イン
ターフェイス ポリシー グループ、インターフェイス プロファイル、仮想 SAN ドメインを作成
し、システム管理者が F ポートまたは NP ポートとして指定するすべてのインターフェイスを
再利用して、整合性のある FCoE 関連ポリシーが適用されている FCoE トラフィックを処理で
きます。
始める前に
• ACI ファブリックがインストールされています。
• ポート チャネル (PC) トポロジ上で導入する場合、ポート チャネルは GUI を使用した ACI
リーフ スイッチのポート チャネルの設定 （84 ページ）の説明に従ってセットアップしま
す。
• 仮想ポート チャネル (VPC) トポロジ上で導入する場合、ポート チャネルはGUI を使用し
た ACI リーフ スイッチの仮想ポート チャネルの設定 （97 ページ）の説明に従ってセッ
トアップします。
• VPC PO 上で NP ポートの展開はサポートされていません。
手順

ステップ 1 FCoE 補助スイッチ ポリシー グループを作成し、FCoE 設定をサポートするすべてのリーフ ス
イッチ ポリシーを指定して組み合わせます。
このポリシー グループは、NPV ホストとして機能するリーフ スイッチに適用されます。
a)

APIC GUI で、 APIC メニュー バーから [ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [スイッ
チ] > [リーフ スイッチ] > [ポリシー グループ] をクリックします。

b) Policy Groups を右クリックして、Create Access Switch Policy Group をクリックします。
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c)

[Create Access Switch Policy Group] ダイアログボックスで、以下で説明する設定を指定し
て、[Submit] をクリックします。

ポリシー

説明

Name

スイッチ ポリシー グループを識別します。
このスイッチ ポリシー グループの FCoE 補助機能を示す名前を入力します。
たとえば、 fcoe_switch_policy_grp のようにします。

Fiber Channel
SAN Policy

次の SAN ポリシーの値を指定します:
• FC プロトコルの EDTOV (デフォルト: 2000)
• FC プロトコルの RATOV (デフォルト: 10000)
• リーフ スイッチが使用する MAC アドレスのプレフィックス (FC マップ
とも呼ばれます)。この値は、同じポートに接続されているピア デバイス
の値と一致する必要があります。通常、デフォルト値の OE:FC:00 が使用
されます。
ドロップダウン オプション ボックスをクリックします。
• デフォルトの EDTOV、RATOV、および MAC アドレスのプレフィックス
値を使用するには、default をクリックします。
• 既存のポリシーで指定した値を使用するには、そのポリシーをクリック
します。
• 新しくカスタマイズされた MAC アドレスのプレフィックスを指定する新
しいポリシーを作成するには、[ファイバ チャネル SAN ポリシーの作成]
をクリックしてプロンプトに従います。

ステップ 2 FCoE トラフィックをサポートするリーフ スイッチのリーフ プロファイルを作成します。
このプロファイルは、前の手順で設定されたスイッチ ポリシー グループを割り当てるスイッ
チまたはリーフ スイッチの設定を指定します。この関連付けにより、事前定義されたポリシー
設定で FCoE トラフィックをサポートするスイッチの設定を有効にします。
a)

APIC メニュー バーから、[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [スイッチ] > [リー
フ スイッチ] > [プロファイル] をクリックします。

b) [リーフ プロファイル] を右クリックし、[リーフ プロファイルの作成] をクリックします。
c)

[リーフ プロファイルの作成] ダイアログで、リーフ プロファイルを作成し名前を付けます
（例：NPV 1）

d) また、Create Leaf Profile ダイアログの Leaf Selectors テーブルで、+ をクリックしてテー
ブルで新しい行を作成し、NPV デバイスとして動作するリーフ スイッチを指定します。
e)

テーブルの新しい行で、リーフ名とブロックを選択し、前のステップで作成したスイッチ
ポリシー グループを割り当てます。

f)

[Next（次へ）] をクリックし、さらに [Finish（終了）] をクリックします。
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ステップ 3 少なくとも 2 個の FCoE 補助インターフェイス ポリシー グループの作成：1 個は FCoE F ポー
ト インターフェイスをサポートするすべてのポリシーを組み合わせ、1 個は FCoE NP ポート
をサポートしているすべてのポリシーを組み合わせるためのものです。
これらのインターフェイス ポリシー グループは、F ポートおよび NP ポートとして使用される
インターフェイスに適用されるインターフェイスのプロファイルに適用します。
a)

APIC メニュー バーで、[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [インターフェイス] >
[リーフ インターフェイス] > [ポリシー グループ] をクリックします。

b) [ポリシー グループ] を右クリックし、次にポート アクセス方法の設定に応じて次のオプ
ションのいずれかをクリックします。[リーフ アクセス ポート ポリシー グループの作成]、
[PC インターフェイス ポート ポリシーの作成]、[VPC インターフェイス ポート ポリシー
グループの作成]。
（注）

• PC インターフェイスで展開する場合、追加情報については GUI を使用した
ACI リーフ スイッチのポート チャネルの設定 （84 ページ） を参照してくだ
さい。
• VPC インターフェイスで展開する場合、追加情報については GUI を使用した
ACI リーフ スイッチの仮想ポート チャネルの設定 （97 ページ） を参照して
ください。

c)

ポリシー グループ ダイアログで、設定するファイバ チャネル インターフェイス ポリシー、
低速ドレイン ポリシー、優先順位フロー制御ポリシーを含むように指定します。

ポリシー

説明

Name

このポリシー グループの名前。
このリーフ アクセス ポートのポリシー グループとポート タイプ（F または NP）
の補助機能を示す、サポートを意図した名前を入力します。
fcoe_f_port_policy または fcoe_np_port_policy。

優先順位フ このポリシー グループが適用されているインターフェイスの優先順位 フロー制
ロー制御ポ 御（PFC）の状態を指定します。
リシー
オプションには、次のものが含まれます。
• [自動]（デフォルト値）DCBX によってアドバタイズされ、ピアとの交渉が
正常に行われた値を条件として、設定されている非ドロップ CoS のローカ
ル ポートで、優先順位フロー制御（PFC）を有効にします。障害により、
非ドロップ CoS 上で優先順位フロー制御が無効になります。
• [オフ] 機能によりあらゆる状況下で、ローカル ポートの FCoE 優先順位フ
ロー制御を無効にします。
• [オン] 機能によりあらゆる状況下で、ローカル ポートの FCoE 優先順位フ
ロー制御を有効にします。
ドロップダウン オプション ボックスをクリックします。
• デフォルト値を使用するには、[デフォルト] をクリックします。
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ポリシー

説明
• 既存のポリシーで指定した値を使用するには、そのポリシーをクリックしま
す。
• 別の値を指定する新しいポリシーを作成するには、[優先順位フロー制御ポ
リシーの作成] をクリックし、指示に従います。
（注）

PFC では、サービス クラス（CoS）レベルがファブリックに対してグ
ローバルに有効になり、FCoE トラフィックを生成するアプリケーショ
ンのプロファイルに割り当てられている必要があります。また、CoS
保持が有効になっている必要があります。有効にする前に、[ファブ
リック] > [外部アクセス ポリシー] > [ポリシー] > [グローバル] > [QoS
クラス] に移動して、[COS Dot1p の保持] を有効にします。

低速ドレイ ACI ファブリックでトラフィック輻輳を引き起こす FCoE パケットを処理する方
ン ポリシー 法を指定します。オプションには、次のものが含まれます。
• 輻輳クリア アクション（デフォルト：無効）
FCoE トラフィックの輻輳時に実行するアクション。次のオプションがあり
ます。
• エラー：無効：ポートを無効にします。
• ログ：イベントログの輻輳を記録します。
• 無効：実行しません。
• 輻輳検出乗数（デフォルト：10）
FCoE トラフィック輻輳に対処するため輻輳クリア アクションをトリガする
ポート上で受信した一時停止フレーム数。
• フラッシュ管理状態
• 有効：バッファをフラッシュします。
• 無効：バッファをフラッシュしません。
• フラッシュのタイムアウト（デフォルト：500 ミリ秒単位）
輻輳時にバッファのフラッシュをトリガするしきい値（ミリ秒）。
• デフォルト値を使用するには、[デフォルト] をクリックします。
• 既存のポリシーで指定した値を使用するには、そのポリシーをクリックしま
す。
• 別の値を指定する新しいポリシーを作成するには、[低速ドレイン ポリシー
の作成] をクリックしてプロンプトに従います。
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ステップ 4 少なくとも 2 個のインターフェイス プロファイルの作成：1 個は F ポート接続をサポートする
プロファイル、1 個は NP ポート接続をサポートするプロファイル、追加ポート ポリシーの変
数に関連付けるオプションの追加プロファイル。
a)

APIC バー メニューで、[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [インターフェイス] >
[リーフ インターフェイス] > [プロファイル] をクリックします。

b) [プロファイル] を右クリックし、[リーフ インターフェイス プロファイルの作成] を選択し
ます。
c)

[リーフ インターフェイス プロファイルの作成] ダイアログで、たとえば FCoE F port
Interface profile-1 など、プロファイルの説明をする名前を入力します。

d) インターフェイス セレクタ表を検索し、[+] クリックして、[アクセス ポート セレクタの
作成] ダイアログを表示します。このダイアログを使用すると、インターフェイスの範囲
を表示し、次の表に記載されたフィールドに設定を適用できます。
オプション

説明

Name

この範囲の説明となる名前。

Interface IDs

この範囲が適用されるインターフェイスの設定を指定します。
• スイッチにすべてのインターフェイスを含むには、[すべて] を選択し
ます。
• この範囲に個々のインターフェイスを含めるには、たとえば 1/20 な
ど単一のインターフェイス ID を指定します。
• この範囲にインターフェイスの範囲を含めるには、たとえば 1/10 1/15 など、ハイフンで区切られた最低値と最大値を入力します。
（注）

F ポートおよび NP ポートのインターフェイスのプロファイルを
設定する際に、重複しない別の範囲をインターフェイスに指定
します。

インターフェイス 前の手順で設定した F ポート インターフェイス ポリシー グループまたは
ポリシー グルー NP ポート ポリシー グループの名前。
プ
• F ポートとしてこのプロファイルに含まれるインターフェイスを指定
するには、F ポート用に設定されているインターフェイス ポリシー
グループを選択します。
• NP ポートとしてプロファイルに含まれるインターフェイスを指定す
るには、NP ポート用に設定されているインターフェイス ポリシー グ
ループを選択します。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。前の手順を繰り返しすと、F ポートおよび NP ポートの両方にイ
ンターフェイス ポリシーを有することができます。
ステップ 6 FCoE トラフィックにグローバル QoS ポリシーを適用するかどうかを設定します。
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さまざまなレベル（1、2、3）の FCoE トラフィックにさまざまな QoS ポリシーを指定するこ
とができます。
a)

APIC バー メニューから、[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [ポリシー] > [グロー
バル] > [QoS クラス ポリシー] をクリックして、[QoS クラス ポリシー] の [保持 CoS] フラ
グを有効にします。

b) QoS Class Policy - Level 1 、QoS Class Policy - Level 2 、または QoS Class Policy - Level 3
ダイアログで、次のフィールドを編集して、 PFC とノードロップ CoS を指定します。そ
れから Submit. をクリックします。
（注）

PFC とノードロップ CoS で設定できるのは 1 レベルだけです。

ポリシー

説明

PFC 管理状態

FCoE トラフィックのこのレベルに優先順位フロー制御を有効にするかど
うか（デフォルト値は false です）。
優先順位フロー制御を有効にすると、FCoE トラフィックのこのレベルの
[輻輳アルゴリズム] が [ノードロップ] に設定されます。

CoS

FCoE トラフィックの輻輳の場合も、非ドロップ FCoE パケットを処理す
ることが科せられる CoS レベル

ステップ 7 ファイバ チャネル ドメインを定義します。仮想 SAN (VSAN) のセットを作成し、それらを既
存の VLAN の設定にマップします。
a)

APIC バー メニューから、[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [物理および外部ド
メイン] > [ファイバ チャネル ドメイン] をクリックします。

b) Fiber Channel Domains を右クリックして、Create Fiber Channel Domain をクリックしま
す。
c)

Fiber Channel Domain ダイアログで、次の設定を指定します:

オプショ
ン

説明/処理

Name

作成する VSAN ドメインに割り当てる名前またはラベルを指定します。(たとえ
ば vsan-dom2 など)

VSAN Pool このドメインに割り当てられる VSAN プール。
• 既存の VSAN プールを選択するには、ドロップダウンをクリックしてリスト
から選択します。変更する場合は、編集アイコンをクリックします。
• VSAN プールを作成するには、Create a VSAN Pool をクリックします。
VSAN プールを作成するダイアログで、プロンプトに従って以下を設定します:
• FCoE をサポートするには、静的リソース割り当て方法が用いられます。
• FCoE F ポート インターフェイスと NP ポート インターフェイスを割り当て
る際に利用できる VSAN の範囲です。
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オプショ
ン

説明/処理
（注）

最小値は 1 です。最大値は 4078 です。
必要であれば、複数の範囲の VSAN を設定できます。

VLAN
プール

VSAN プールのメンバーがマッピングで使用できる VLAN のプール。
VLAN プールは、このドメインの FCoE 接続をサポートする際に利用する、VLAN
の数値範囲を指定します。指定した範囲内の VLAN が、VSAN がマップを行う際
に利用できます。
• 既存の VLAN プールを選択するには、ドロップダウンをクリックしてリスト
から選択します。変更する場合は、編集アイコンをクリックします。
• VLAN プールを作成するには、Create a VLAN Pool をクリックします。
VLAN プールを作成するダイアログで、プロンプトに従って以下を設定します:
• FCoE をサポートするには、静的リソース割り当て方法が用いられます。
• VSAN でマッピングを行う際に利用できる VLAN の範囲です。
（注）

最小値は 1 です。最大値は 4094 です。
必要であれば、複数の範囲の VLAN を設定できます。

VSAN Attr このドメインの VSAN 属性マップ
VSAN 属性は、VSAN プールの VSAN を、VLAN プールの VLAN にマッピング
します。
• 既存の VSAN 属性マップを選択するには、ドロップダウンをクリックしてリ
ストから選択します。変更する場合は、編集アイコンをクリックします。
• VSAN 属性マップを作成するには、Create VSAN Attributes をクリックしま
す。
VSAN 属性を構成するダイアログで、プロンプトに従って以下を設定します:
• 適切なロード バランシング オプション (src-dst-ox-id or src-dst-id)。
• 個々 の VSAN から個々の VLAN へのマッピング。たとえば vsan-8 を vlan 10
にマッピングします
（注）

このドメインのために指定した範囲の VSAN と VLAN だけが、相
互にマッピングできます。

ステップ 8 ファイバ チャネル ドメインをポリシー グループにバインドするには、アタッチされるエンティ
ティ プロファイルを作成します。
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a)

APIC メニュー バーで [ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [インターフェイス] >
[リーフ インターフェイス] > [ポリシー グループ] > [interface_policy_group_name] をクリッ
クします。
この手順で interface_policy_group_name は手順 2 で定義されているインターフェイス ポリ
シー グループです。

b) インターフェイス ポリシー グループのダイアログ ボックスで、[Attached Entity Profile] ド
ロップダウンをクリックし、既存のアタッチ エンティティ プロファイルを選択するか、
Create Attached Entity Profile をクリックして、新しいものを作成します。
c)

[Attached Entity Profile] ダイアログでは、以下の設定を指定します:

フィールド

説明

Name

このアタッチ ンティティ プロファイルの名前

Domains To Be Associated To インターフェイス ポリシー グループに関連付けられるドメイン
Interfaces
が一覧表示されます。
このケースでは、手順 8 で設定されたファイバ チャネル ドメイ
ンを選択します。
[Submit] をクリックします。
ステップ 9 リーフ プロファイルおよび F ポートと NP ポート インターフェイス プロファイルを関連付け
ます。
a)

APIC メニュー バーから、[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [スイッチ] > [リー
フ スイッチ] > [ポリシー] をクリックして、手順 2 で設定されたリーフ プロファイルの名
前をクリックします。

b) [リーフ プロファイルの作成] ダイアログで、[関連付けられたインターフェイス セレクタ
プロファイル] 表を検索し、[+] をクリックして新しく表の行を作成し、手順 5 で作成した
F ポート インターフェイス プロファイルを選択します。
c)

もう一度 [関連付けられたインターフェイス セレクタ プロファイル] の表で [+] をクリック
し、新しく表の行を作成し、手順 5 で作成した NP ポート インターフェイス プロファイル
を選択します。

d) [Submit] をクリックします。

次のタスク
ACI ファブリックのインターフェイスに仮想 F ポートおよび NP ポートを正常に展開した後、
次の手順でシステム管理者がこれらのインターフェイスを介して EGP アクセスと接続が可能
になります。
詳細については、APIC GUI を使用した vFC ポートへの EPG アクセスの展開 （152 ページ）を
参照してください。
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APIC GUI を使用した vFC ポートへの EPG アクセスの展開
ACI ファブリック エンティティを、FCoE トラフィックおよび指定したインターフェイスの F
ポートおよび NP ポートをサポートするように設定したら、次の手順はこれらのポートへの
EPG アクセスを設定することです。
始める前に
• ACI ファブリックがインストールされていること。
• FC ネットワークへのファイバ チャネル FC 接続があるファイバ チャネル転送 (FCF) スイッ
チ (たとえば SAN ストレージ。これは ACI リーフ スイッチポートにイーサネットで物理
的に接続されている)。
• FC ネットワークにアクセスする必要があるホスト アプリケーションは、同じ ACI リーフ
スイッチのポートにイーサネットで物理的に接続されていること。
• リーフ ポリシー グループ、リーフ プロファイル、インターフェイス ポリシー グループ、
インターフェイス プロファイルとファイバ チャネル ドメインのすべてが、FCoE トラ
フィックをサポートするように設定されていること。
手順

ステップ 1 適切なテナントの下で、既存のブリッジ ドメインを FCoE をサポートするように設定するか、
FCoE をサポートするブリッジ ドメインを作成します。
オプション:

アクション:

FCoE の既存のブリッジ 1.
ドメインを設定するには

Tenant > tenant_name > Networking > Bridge Domains >
bridge_domain_name をクリックします。

2.

タイプ ブリッジ ドメインのフィールド プロパティ パネルに
ある、クリックして fc 。

3.

[Submit] をクリックします。

FCoE の新しいブリッジ 1.
ドメインを作成するには

Tenant > tenant_name > Networking > Bridge Domains > Actions >
Create a Bridge Domain をクリックします。

2.

Name フィールド (Specify Bridge Domain for the VRF ダイアロ
グ) で、ブリッジ ドメインの名前を入力します。

3.

[Specify Bridge Domain for the VRF] ダイアログの [Type] フィー
ルドで、[fc] をクリックします。

4.

[VRF] フィールドで、ドロップダウンから VRF を選択するか、
Create VRF をクリックし、新しい VRF を作成して設定しま
す。

5.

ブリッジ ドメインの設定を終了します。
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オプション:

アクション:
6.

[Submit] をクリックします。

ステップ 2 同じテナントでの下で、既存の EPG を設定するか、新しい EPG を作成して、FCoE が設定さ
れたブリッジ ドメインと関連付けます。
オプション:

アクション:

既存の EPG を 1.
関連付ける
2.

Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application EPGs >
epg_name をクリックします。
QoS class フィールドで、サービス品質 (Level1、Level2、または Level3)
を選択して、この EPG が生成するトラフィックに割り当てます。
優先順位フロー制御のドロップ輻輳なしハンドリングで QoS レベルのい
ずれかを設定する場合、そしてドロップなしパケット優先順位で FCoE ト
ラフィックを処理する必要がある場合には、この EPG にその QoS レベル
を割り当てます。

3.

Bridge Domain フィールド (EPG の Properties パネル) で、ドロップダウ
ンリストをクリックして、タイプに合わせて設定したドメインの名前を
選択します。ここでは fcoe です。

4.

[Submit] をクリックします。
（注）

新しい EPG を 1.
作成して関連
付けるには、
2.

3.

[Bridge Domain] フィールドを変更した場合には、変更後 30 ～
35 秒待機する必要があります。[Bridge Domain] フィールドの変
更を急ぎすぎると、NPV スイッチの vFC インターフェイスが障
害を起こし、スイッチのリロードが必要になります。

Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application EPGs をク
リックします。
Application EPGs を右クリックし、Create Application EPG をクリックし
ます。
QoS class フィールドで、サービス品質 (Level1、Level2、または Level3)
を選択して、この EPG が生成するトラフィックに割り当てます。
優先順位フロー制御のドロップ輻輳なしハンドリングで QoS レベルのい
ずれかを設定する場合、そしてドロップなしパケット優先順位で FCoE ト
ラフィックを処理する必要がある場合には、この EPG にその QoS レベル
を割り当てます。

4.

Bridge Domain フィールド (Specify the EPG Identity ダイアログ) フィール
ドで、ドロップダウンリストをクリックして、タイプに合わせて設定し
たドメインの名前を選択します。ここでは fcoe です。
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オプション:

アクション:
（注）

[Bridge Domain] フィールドを変更した場合には、変更後 30 ～
35 秒待機する必要があります。[Bridge Domain] フィールドの変
更を急ぎすぎると、NPV スイッチの vFC インターフェイスが障
害を起こし、スイッチのリロードが必要になります。

5.

ブリッジ ドメインの設定を終了します。

6.

Finish をクリックします。

ステップ 3 ファイバ チャネル ドメインと EPG の関連付けを追加します。
a) Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application EPGs > epg_name > Domains
& Bare Metal をクリックします。
b) Domains & Bare Metal を右クリックして、Add Fiber Channel Domain Association をクリッ
クします。
c)

Add Fiber Channel Domain Association ダイアログで、[Fiber Channel Domain Profile Field]
を見つけます。

d) ドロップダウンリスト をクリックし、以前に設定したファイバ チャネル ドメインの名前
を選択します。
e)

[Submit] をクリックします。

ステップ 4 関連する EPG の下で、ファイバ チャネルのパスを定義します。
ファイバ チャネルのパスでは、FCoE F ポートまたは NP ポートとして有効にされたインター
フェイスを指定して、選択した EPG に関連付けます。
a)

Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application EPGs > epg_name > Fiber
Channel (Paths) をクリックします。

b) Fiber Channel (Paths) を右クリックして、Deploy Fiber Channel をクリックします。
c)

Deploy Fiber Channel ダイアログで、次の設定を構成します:

オプショ
ン:

アクション:

Path Type

FCoE トラフィックを送受信するためにアクセスされるインターフェイスのタイ
プです (ポート、ダイレクト ポート チャネル、または仮想ポート チャネル)。

Path

選択した EPG に関連付けられている FCoE トラフィックが流れるノード インター
フェイスのパスです。
ドロップダウン リストをクリックして、リスト表示されたインターフェイスの中
から選択します。。
（注）

以前に F ポートまたは NP ポートとして設定されているインターフェイ
スのみを選択します。設定されていないインターフェイスを選択する
と、これらのインターフェイスにはデフォルト値だけが適用されます。
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オプショ
ン:

アクション:
（注）

VSAN

FCoE over FEX を展開するには、以前に設定した FEX ポートを選択し
ます。

Path フィールドで選択したインターフェイスを使用する VSAN です。
（注）

指定する VSAN は、VSAN プールとして指定した VSAN の範囲になけ
ればなりません。
ほとんどの場合、この EPG がアクセスするために設定されているすべ
てのインターフェイスは、同じ VSAN に割り当てられている必要があ
ります。ただし、仮想ポートチャネル (VPC) 接続上にファイバ チャネ
ル パスを指定する場合を除きます。その場合には、2 つの VSAN を指
定し、接続のレッグごとに 1 つを使用します。

VSAN
Mode

選択した VSAN が選択したインターフェイスにアクセスするモードです (Native
または Regular)。
FCoE サポート用に設定された各インターフェイスでは、ネイティブ モードに設
定された VSAN が 1 つだけ必要です。同じインターフェイスに割り当てられる追
加の VSAN は、通常モードでアクセスする必要があります。

Pinning
label

(オプション) このオプションは、アクセスを F ポートへマッピングする場合にの
み適用されます。そしてこの F ポートは、特定のアップリンク NP ポートにバイ
ンドする必要があります。これは、ピニング ラベル (ピニング ラベル 1 またはピ
ニング ラベル 2) を特定の NP ポートに関連付けます。それから、ピニング ラベ
ルをターゲット F ポートに割り当てます。この関連づけを行うと、関連付けられ
た NP ポートは、すべての場合に、ターゲット F ポートへのアップリンク ポート
としての役割を果たします。
ピニング ラベルを選択し、それを NP ポートとして設定されたインターフェイス
に関連付けます。
このオプションは、「トラフィック-マッピング」とも呼ばれるものを実装しま
す。
（注）

F ポートと、関連付けられているピニング ラベルの NP ポートは、同一
のリーフ スイッチ上に存在する必要があります。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。
ステップ 6 EPG アクセスをマッピングする、FCoE 対応のインターフェイスごとに、手順 4 と 5 を繰り返
します。
ステップ 7 正常に導入できたかどうかは、次のように確認します。
a)

Fabric > Inventory > Pod_name > leaf_name > Interfaces > VFC interfaces をクリックしま
す。
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ポートを展開したインターフェイスが、VFC インターフェイス下にリスト表示されます。

次のタスク
vFC インターフェイスへの EPG アクセスをセットアップした後の最後の手順は、FCoE 初期化
プロトコル (FIP) をサポートするネットワークをセットアップすることです。これによって、
それらのインターフェイスの検出が有効になります。
詳細については、FCoE Initiation Protocol をサポートする EPG の導入 （156 ページ）を参照して
ください。

FCoE Initiation Protocol をサポートする EPG の導入
FCoE EPG からサーバのポートへのアクセスを設定した後も、FCoE Initiation Protocol (FIP) をサ
ポートするように EPG のアクセスを設定する必要があります。
始める前に
• ACI ファブリックがインストールされています。
• FC ネットワークにアクセスする必要があるホスト アプリケーションは、同じ ACI Leaf ス
イッチのポートにイーサネットで物理的に接続されます。
• リーフ ポリシー グループ、リーフ プロファイル、インターフェイス ポリシー グループ、
インターフェイスのプロファイルとファイバ チャネル ドメインはすべて、APIC GUI を使
用した vFC ポートへの EPG アクセスの展開 （152 ページ）のトピックで説明されている
ように、FCoE トラフィックをサポートするように設定されています。
• EPG から vFC のポートへのアクセスは、APIC GUI を使用した vFC ポートへの EPG アク
セスの展開 （152 ページ）のトピックで説明されているように有効にされています。
手順

ステップ 1 同じテナントの下で、FIP をサポートするように既存のブリッジ ドメインを設定するか、FIP
をサポートする通常のブリッジ ドメインを作成します。
オプション:

アクション:

FCoE の既存のブリッジ 1.
ドメインを設定するには

Tenant > tenant_name > Networking > Bridge Domains >
bridge_domain_name をクリックします。

2.

Type フィールド (ブリッジ ドメインの Properties パネル) で、
Regular をクリックします。

3.

[Submit] をクリックします。
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オプション:

アクション:

FCoE の新しいブリッジ 1.
ドメインを作成するには

Tenant > tenant_name > Networking > Bridge Domains > Actions >
Create a Bridge Domain をクリックします。

2.

Name フィールド (Specify Bridge Domain for the VRF ダイアロ
グ) で、ブリッジ ドメインの名前を入力します。

3.

[Specify Bridge Domain for the VRF] ダイアログの [Type] フィー
ルドで、[Regular] をクリックします。

4.

[VRF] フィールドで、ドロップダウンから VRF を選択するか、
Create VRF をクリックし、新しい VRF を作成して設定しま
す。

5.

ブリッジ ドメインの設定を終了します。

6.

[Submit] をクリックします。

ステップ 2 同じテナントで、既存の EPG を設定するか、または通常型のブリッジ ドメインと関連付ける
新しい EPG を作成します。
オプション:

アクション:

既存の EPG を関連付 1.
ける

Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application
EPGs > epg_name をクリックします。

2.

Bridge Domain フィールド (EPG の Properties パネル) で、ドロッ
プダウンリストをクリックして、先ほど FIP をサポートするよう
に設定した通常型のブリッジ ドメインの名前を入力します。

3.

[Submit] をクリックします。

新しい EPG を作成し 1.
て関連付けるには、

Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application EPGs
をクリックします。

2.

Application EPGs を右クリックし、Create Application EPG をク
リックします。

3.

Bridge Domain フィールド (Specify the EPG Identity ダイアログ)
で、ドロップダウンリストをクリックして、先ほど FIP をサポー
トするように設定した通常型のブリッジ ドメインの名前を選択し
ます。

4.

ブリッジ ドメインの設定を終了します。

5.

Finish をクリックします。

ステップ 3 EPG と物理ドメインの関連付けを追加します。

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
157

FCoE 接続
APIC GUI を使用した FCoE 接続のアンデプロイ

a)

Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application EPGs > epg_name > Domains
& Bare Metal をクリックします。

b) Domains & Bare Metal を右クリックし、Add Physical Domain Association をクリックしま
す。
c)

Add Physical Domain Association ダイアログの [Physical Domain Profile Field] を操作します。

d) ドロップダウンリストをクリックし、FIP のサポートで使用する LAN を含む物理ドメイン
の名前を選択します。
e)

[Submit] をクリックします。

ステップ 4 関連する EPG でパスを定義します。
FCoE F ポートまたは NP ポートとして有効にされ、選択した EPG に関連付けられるインター
フェイスを指定します。
a)

Tenant > tenant_name > Application Profiles > ap1 > Application EPGs > epg_name > Static
Bindings (Paths) をクリックします。

b) Static Binding (Paths) をクリックし、Deploy Static EPG on PC, VPC, or Interface をクリッ
クします。
c)

Path Type フィールドで、F モード vFC を展開するポート タイプ (ポート、直接ポート チャ
ネル、または仮想ポート チャネル) を指定します。

d) Path フィールドで、F ポートを展開するすべてのパスを指定します。
e)

FCoE VLAN ディスカバリとして、およびポート モードとして 802.1p (アクセス) のために
使用する [VLAN Encap] を選択します。

f)

[Submit] をクリックします。

FCoE コンポーネントは、FCoE ネットワークの動作を開始するために、ディスカバリ プロセ
スを開始します。

APIC GUI を使用した FCoE 接続のアンデプロイ
ACI ファブリック上のリーフ スイッチ インターフェイスの FCoE イネーブルメントを取り消
すには、APIC GUI を使用した FCoE vFC ポートの展開 （144 ページ）で定義したファイバ チャ
ネル パスとファイバ チャネル ドメインとその要素を削除します。

（注）

クリーンアップ中に vFC ポートのイーサネット設定オブジェクト (infraHPortS) を削除した場合
(たとえば、GUI の Leaf Interface Profiles ページの Interface Selector テーブル)、デフォルトの
vFC プロパティはそのインターフェイスに関連付けられたままになります。たとえば、vFC NP
ポート 1/20 のインターフェイス設定が削除され、そのポートは vFCポート のままですが、デ
フォルト以外の NP ポート設定が適用されるのではなく、デフォルトの F ポート設定が使用さ
れます。
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始める前に
FCoE の展開中に指定した関連する VSAN プール、VLAN プール、および VSAN 属性マップを
含む、ファイバ チャネル パスとファイバ チャネル ドメインの名前を知っている必要がありま
す。
手順

ステップ 1 関連するファイバチャネルパスを削除して、この配置でパスが指定されたポート/vsan から vFC
をアンデプロイします。
この操作では、この展開でパスが指定されたポート/vsan から vFC 展開が削除されます。
a)

[Tenants] > [tenant_name] > [Application Profiles] > [app_profile_name] > [Application EPGs] >
[app_epg_name] > [Fiber Channel (Paths)] をクリックします。次に、ターゲットのファイバ
チャネル パスの名前を右クリックし、[Delete] を選択します。

b) [Yes] をクリックして削除を確定します。
ステップ 2 ファイバ チャネル ドメインを定義したときに設定した VLAN 対 VSAN マップを削除します。
この操作は、マップに定義されているすべての要素から vFC の展開を削除します。
a)

[Fabric] > [External Access Policies] > [Pools] > [VSAN Attributes] をクリックします。次
に、ターゲット マップの名前を右クリックし、[Delete] を選択します。

b) [Yes] をクリックして削除を確定します。
ステップ 3 ファイバ チャネル ドメインを定義したときに定義した VLAN プールと VSAN プールを削除し
ます。
これにより、ACI ファブリックからのすべての vFC 展開が不要になります。
a)

[Fabric] > [External Access Policies] > [Pools] > [VSAN をクリックし、次にターゲット VSAN
プール名の名前を右クリックし、[Delete] を選択します。

b) [Yes] をクリックして削除を確定します。
c)

[Fabric] > [External Access Policies] > [Pools] > [VLAN をクリックして次に、ターゲット
VLAN プール名を右クリックし、[Delete] を選択します。

d) [Yes] をクリックして削除を確定します。
ステップ 4 削除したばかりの VSAN プール、VLAN プール、およびマップ エレメントを含むファイバ チャ
ネル ドメインを削除します。
a)

[Tenants] > [tenant_name] > [Application Profiles] > [Fiber [Channel Domains] をクリックし
ます。次に、ターゲットのファイバ チャネル ドメインの名前を右クリックし、[Delete] を
選択します。

b) [Yes] をクリックして削除を確定します。
ステップ 5 テナント/EPG/App とセレクタは、必要がない場合は削除できます。
オプション

Action

関連するアプリケーション EPG を削除 [Tenants] > [tenant_name] > [Application Profiles] >
[app_profile_name] > [Application EPGs] をクリック
するが、関連するテナントとアプリ
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Action

オプション

ケーション プロファイルを保存する場 し、ターゲット アプリケーション EPG の名前を右ク
合は、次のようにします。
リックして [Delete] を選択し、[Yes] をクリックして
削除を確認します。
関連するアプリケーション プロファイ [Tenants] > [tenant_name] > [Application Profiles] をク
ルを削除するが関連するテナントを保 リックし、ターゲット アプリケーション プロファイ
存する場合は、次のようにします。
ルの名前を右クリックし、[Delete] を選択してから
[Yes] をクリックして削除を確認します。
関連するテナントを削除する場合:

[Tenants] > をクリックし、ターゲット テナントの名
前を右クリックして[Delete]を選択し、[Yes] をクリッ
クして削除を確認します。

NX-OS スタイルの CLI を使用した FCoE の設定
FCoE NX-OS スタイル CLI 設定
NX-OS スタイル CLI を使用したポリシーまたはプロファイルのない FCoE 接続の設定
次の例の NX-OS スタイル CLI シーケンス EPG の FCoE 接続を設定する e1 テナントで t1 設
定またはスイッチ レベルとインターフェイス レベル ポリシーとプロファイルを適用せず。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 ターゲット テナントの下には、FCoE ト サンプル コマンド シーケンスはブリッ
ラフィックをサポートするブリッジ ド ジ ドメインを作成 b1 テナントで t1
メインを設定します。
FCoE 接続をサポートするように設定し
ます。
例：
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 2 同じのテナントの下には、FCoE に設定 サンプル コマンド シーケンス作成 EPG
されたブリッジ ドメインとターゲット e1 し、FCoE に設定されたブリッジ ド
EPG を関連付けます。
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目的

例：

メインにその EPG を関連付けます b1
。

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 3 VLAN マッピングに VSAN ドメイン、 例 A 、サンプル コマンド シーケンス
VSAN プール、VLAN プール、VSAN を は、VSAN ドメインを作成 dom1 VSAN
作成します。
プールと VLAN プール、VSAN 1 を
VLAN 1 にマッピングされ、VLAN 2 に
例：
VSAN 2 をマップ
A
例 B 、代替サンプル コマンド シーケン
apic1(config)# vsan-domain dom1
スは再利用可能な VSAN 属性テンプレー
apic1(config-vsan)# vsan 1-10
apic1(config-vsan)# vlan 1-10
トを作成 pol1 VSAN ドメインを作成
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 1 vlan
し、 dom1 、そのテンプレートから属
1 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 2 vlan 性とマッピングを継承します。
2

例：
B
apic1(config)# template vsan-attribute
pol1
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan 2
vlan 12 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan 3
vlan 13 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# exit
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10
apic1(config-vsan)# vlan 1-10
apic1(config-vsan)# inherit
vsan-attribute pol1
apic1(config-vsan)# exit

ステップ 4 FCoE Initialization (FIP) プロセスをサポー 例では、コマンド シーケンスは、通常
トする物理ドメインを作成します。
の VLAN ドメインを作成 fipVlanDom
、VLAN を含む 120 FIP プロセスをサ
例：
ポートします。
apic1(config)# vlan-domain fipVlanDom
apic1(config-vlan)# vlan 120
apic1(config-vlan)# exit

ステップ 5 ターゲット テナントの下には、定期的 コマンド シーケンスがブリッジ ドメイ
なブリッジ ドメインを設定します。
ンを作成例では、 fip bd 。
例：
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v2
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目的

apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain
fip-bd
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v2
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 6 同じのテナントの下には、設定されてい 例では、コマンド シーケンス関連付け
る定期的なブリッジドメインでこのEPG ます EPG epg fip ブリッジ ドメインを
を関連付けます。
fip bd 。
例：
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg epg-fip
apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member fip-bd
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 7 VFC インターフェイスを F モードで設 例では A コマンド シーケンスは、イン
定します。
ターフェイスを有効に 1/2 リーフ ス
イッチで 101 として機能する、 F ポー
例：
トおよびインターフェイスの VSAN の
A
ドメインに関連 dom1 。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain
member fipVlanDom
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
native vlan 120 tenant t1 application
a1 epg epg-fip
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config-leaf)# interface vfc 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport mode
f
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain
member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan
2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
allowed vsan 3 tenant t1 application
a1 epg e2
apic1(config-leaf-if)# exit

例：
B
apic1(config)# vpc context leaf 101
102
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1
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ネイティブ モードで 1 つ (と 1 つだけ)
の VSAN 対象のインターフェイスの各
割り当てる必要があります。各インター
フェイスには、通常モードで 1 つ以上の
追加 Vsan を割り当てることができま
す。
サンプル コマンド シーケンスは、対象
のインターフェイスを関連付けます 1/2
と。
• VLAN 120 FIP ディスカバリの EPG
に関連付けます epg fip およびアプ
リケーション a1 テナントで t1 。
• VSAN 2 ネイティブ VSAN とし
て、EPG に関連付けます e1 およ
びアプリケーション a1 テナントで
t1 。
• VSAN 3 定期的な VSAN として。

FCoE 接続
NX-OS スタイル CLI を使用したポリシーまたはプロファイルのない FCoE 接続の設定

コマンドまたはアクション

目的

apic1(config-vpc-if)# vlan-domain
member vfdom100
apic1(config-vpc-if)# vsan-domain
member dom1
apic1(config-vpc-if)# #For FIP
discovery
apic1(config-vpc-if)# switchport trunk
native vlan 120 tenant t1 application
a1 epg epg-fip
apic1(config-vpc-if)# switchport vsan
2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/3
apic1(config-leaf-if)# channel-group
vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例では B 、コマンド シーケンスは、両
方のレッグ上で同じ、VSAN で VPC over
vFC を設定します。CLI からログごとに
異なる Vsan を指定することはできませ
ん。代替設定は、GUI を高度な apic 内
で実行できます。

例：
C
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vfc-po
pc1
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain
member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan
2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2
apic1(config-leaf-if)# channel-group
pc1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 8 VFC インターフェイスを NP モードで設 サンプル コマンド シーケンスは、イン
定します。
ターフェイスを有効に 1/4 リーフ ス
イッチで 101 として機能する、 NP
例：
ポートおよびインターフェイスの VSAN
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vfc 1/4 のドメインに関連 dom1 。
apic1(config-leaf-if)# switchport mode
np
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain
member dom1

ステップ 9 VSAN を対象となる FCoE 対応インター ネイティブ モードで 1 つ (と 1 つだけ)
フェイスに割り当てます。
の VSAN 対象のインターフェイスの各
割り当てる必要があります。各インター
例：
フェイスには、通常モードで 1 つ以上の
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
allowed vsan 1 tenant t1 application 追加 Vsan を割り当てることができま
a1 epg e1
す。
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan
2 tenant t4 application a4 epg e4
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目的
サンプル コマンド シーケンスは、ター
ゲット インターフェイスを VSAN 1 に
割り当て、それを EPG e1 とアプリケー
ション a1 にテナント t1 の下で関連付け
ます。「trunk allowed」は、VSAN 1 に
通常モードのステータスを割り当てま
す。コマンド シーケンスも割り当てま
す、インターフェイス、必要な ネイ
ティブ モード VSAN 2 。次の例に示す
は、同一のインターフェイスを異なるテ
ナント アクセスで実行されているさま
ざまな Epg を提供するためにさまざま
な Vsan の動作を渡します。

NX-OSスタイルCLIを使用したポリシーまたはプロファイルがあるFCoE
接続の設定
次の例 NX-OS スタイル CLI のシーケンスを作成し、EPG の FCoE 接続を設定するポリシーを
使用して e1 テナントで t1 。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

ターゲット テナントの下には、FCoE サンプル コマンド シーケンスはブリッ
トラフィックをサポートするブリッジ ジ ドメインを作成 b1 テナントで t1
ドメインを設定します。
FCoE 接続をサポートするように設定し
ます。
例：
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain
b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member
v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

ステップ 2

同じのテナントの下には、設定されて サンプル コマンド シーケンス作成 EPG
いる FCoE ブリッジ ドメインと、ター e1 その EPG の FCoE に設定されたブ
ゲット EPG を関連付けます。
リッジ ドメイン関連付け b1 。
例：
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目的

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

ステップ 3

VLAN マッピングに VSAN ドメイン、 例 A 、サンプル コマンド シーケンス
VSAN プール、VLAN プール、VSAN は、VSAN ドメインを作成 dom1
を作成します。
VSAN プールと VLAN プール、マップ
VSAN 1 VLAN 1 と VLAN 2 に VSAN 2
例：
をマップ
A
例 B 、代替サンプル コマンド シーケ
apic1(config)# vsan-domain dom1
ンスは再利用可能な vsan 属性テンプ
apic1(config-vsan)# vsan 1-10
apic1(config-vsan)# vlan 1-10
レートを作成 pol1 VSAN ドメインを
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 1 vlan
作成し、 dom1 、そのテンプレートか
1 loadbalancing
src-dst-ox-id
ら属性とマッピングを継承します。
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 2 vlan
2

例：
B
apic1(config)# template vsan-attribute
pol1
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan
2 vlan 12
loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# fcoe vsan
3 vlan 13
loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan-attr)# exit
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)#
inherit
vsan-attribute pol1
apic1(config-vsan)#
exit

ステップ 4

FCoE Initialization (FIP) プロセスをサ
ポートする物理ドメインを作成しま
す。
例：
apic1(config)# vlan-domain fipVlanDom
apic1(config)# vlan-pool fipVlanPool
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

ファイバ チャネル SAN ポリシーを設 サンプル コマンド シーケンスは、SAN
定します。
のファイバ チャネル ポリシーを作成
ffp1 の組み合わせを指定するエラー検
例：
出タイムアウト値 (EDTOV)、resource
apic1#
allocation(リソース割り当て、リソース
apic1# configure
apic1(config)# template
の割り当て) タイムアウト値 (RATOV)、
fc-fabric-policy ffp1
およびターゲット リーフ上の FCoE 対
apic1(config-fc-fabric-policy)#
fctimer e-d-tov 1111
応のインターフェイスのデフォルト FC
apic1(config-fc-fabric-policy)#
マップ値スイッチです。
fctimer r-a-tov 2222
apic1(config-fc-fabric-policy)# fcoe
fcmap 0E:FC:01
apic1(config-fc-fabric-policy)# exit

ステップ 6

ファイバ チャネル ノード ポリシーを サンプル コマンド シーケンスは、ファ
作成します。
イバ チャネル ノードのポリシーを作成
flp1 を中断のロード バランシングの有
例：
効化と FIP キープア ライブ値の組み合
apic1(config)# template fc-leaf-policy
わせを指定します。これらの値は、
flp1
apic1(config-fc-leaf-policy)# fcoe
ターゲット リーフ スイッチ上のすべて
fka-adv-period 44
の FCoE 対応インターフェイスにも適
apic1(config-fc-leaf-policy)# exit
用されます。

ステップ 7

ノード ポリシー グループを作成しま
す。
例：
apic1(config)# template
leaf-policy-group lpg1
apic1(config-leaf-policy-group)#
inherit fc-fabric-policy ffp1
apic1(config-leaf-policy-group)#
inherit fc-leaf-policy flp1
apic1(config-leaf-policy-group)# exit
apic1(config)# exit
apic1#

ステップ 8

ノード プロファイルを作成します。
例：
apic1(config)# leaf-profile lp1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group
lg1
apic1(config-leaf-group)# leaf 101
apic1(config-leaf-group)#
leaf-policy-group lpg1

ステップ 9

サンプル コマンド シーケンスがノード
のプロファイルを作成 lp1 ノード ポリ
シー グループと関連付けます lpg1 、
ノード グループ lg1 、およびリーフ
スイッチ 101 。

F ポート インターフェイスのインター サンプル コマンド シーケンスは、イン
フェイス ポリシー グループを作成しま ターフェイス グループのポリシーを作
す。
成 ipg1 し、プライオリティ フロー制
御の有効化、F ポートの有効化、およ
例：
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サンプル コマンド シーケンスはノード
ポリシー グループを作成 lpg1 、SAN
のファイバ チャネル ポリシーの値を結
合する ffp1 とファイバ チャネル ノー
ドのポリシー、 flp1 。このノード ポ
リシー グループの合計値は、後で設定
されているノードのプロファイルに適
用できます。

FCoE 接続
NX-OS スタイル CLI を使用したポリシーまたはプロファイルがある FCoE 接続の設定

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

apic1(config)# template policy-group
ipg1
apic1(config-pol-grp-if)#
priority-flow-control mode auto
apic1(config-pol-grp-if)# switchport
mode f
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
pause timeout 111
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout count 55
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout action log

びこのポリシー グループに適用されて
いるすべてのインターフェイスに対し
て低速ドレイン ポリシーの値を決定す
る値の組み合わせを割り当てます。

NPポートインターフェイスのインター サンプル コマンド シーケンスは、イン
フェイス ポリシー グループを作成しま ターフェイス グループ ポリシー ipg2
す。
を作成し、このポリシー グループに適
用されているすべてのインターフェイ
例：
スに対して、優先順位フロー制御の有
apic1(config)# template policy-group
効化、NP ポートの有効化、低速ドレイ
ipg2
apic1(config-pol-grp-if)#
ン ポリシーの値を決定する値の組み合
priority-flow-control mode auto
apic1(config-pol-grp-if)# switchport わせを割り当てます。
mode np
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
pause timeout 111
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout count 55
apic1(config-pol-grp-if)# slow-drain
congestion-timeout action log

ステップ 11

F ポート インターフェイスのインター サンプル コマンド シーケンスは、イン
フェイス プロファイルを作成します。 ターフェイス プロファイルを作成 lip1
F ポートのインターフェイスの F ポー
例：
トの特定のインターフェイス ポリシー
apic1# configure
apic1(config)# leaf-interface-profile グループ プロファイルを関連付けます
lip1
ipg1 、このインターフェイスを指定し
apic1(config-leaf-if-profile)#
description 'test description lip1' プロファイルとその関連するポリ
apic1(config-leaf-if-profile)#
シー。適用されます。
leaf-interface-group lig1
apic1(config-leaf-if-group)#
description 'test description lig1'
apic1(config-leaf-if-group)#
policy-group ipg1
apic1(config-leaf-if-group)# interface
ethernet 1/2-6, 1/9-13

ステップ 12

NPポートインターフェイスのインター サンプル コマンド シーケンスは、イン
フェイス プロファイルを作成します。 ターフェイス プロファイルを作成 lip2
NP ポート インターフェイス、NP ポー
例：
トの特定のインターフェイス ポリシー
apic1# configure
グループ プロファイルに関連付けます
apic1(config)#
leaf-interface-profile lip2
ipg2 、このインターフェイスを指定
apic1(config-leaf-if-profile)#
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

description 'test description lip2'
apic1(config-leaf-if-profile)#
leaf-interface-group lig2
apic1(config-leaf-if-group)#
description 'test description lig2'
apic1(config-leaf-if-group)#
policy-group ipg2
apic1(config-leaf-if-group)# interface
ethernet 1/14

し、プロファイルとその関連するポリ
シー適用されます。

レベル 1 の QoS クラス ポリシーを設定 サンプルコマンドシーケンスは、FCoE
します。
トラフィック プライオリティ フロー制
御ポリシーを適用することがおよび非
例：
ドロップ パケットのクラスのサービス
apic1(config)# qos parameters level1
apic1(config-qos)# pause no-drop cos レベル 3 の処理を一時停止の QoS レベ
3
ルを指定します。

NX-OS スタイル CLI を使用して FCoE オーバー FEX の設定
FEX ポートは、ポート Vsan として設定されます。
手順

ステップ 1 テナントと VSAN のドメインを設定します。
例：
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)#
vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)#
exit
apic1(config-tenant)#
bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)#
fc
apic1(config-tenant-bd)#
vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)#
exit
apic1(config-tenant)#
application a1
apic1(config-tenant-app)#
epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)#
exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vlan 1-100
apic1(config-vsan)# vsan 1-100
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 2 vlan 2 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 3 vlan 3 loadbalancing src-dst-ox-id
apic1(config-vsan)# fcoe vsan 5 vlan 5
apic1(config-vsan)# exit

ステップ 2 FEX をインターフェイスに関連付けます。
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例：
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/12
apic1(config-leaf-if)# fex associate 111
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 3 ポート、ポート チャネル、および VPC あたり FEX を介して FCoE を設定します。
例：
apic1(config-leaf)# interface vfc 111/1/2
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface vfc-po pc1 fex 111
apic1(config-leaf-if)# vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 111/1/3
apic1(config-leaf-if)# channel-group pc1
apic1(config-leaf-if# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# vpc domain explicit 12 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)#
interface vpc vpc1 fex 111 111
apic1(config-vpc-if)#
vsan-domain member dom1
apic1(config-vpc-if)#
switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-vpc-if)#
exit
apic1(config-vpc)#
exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# fex associate 111
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 111/1/2
apic1(config-leaf-if)# channel-group vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 4 設定を確認するには、次のコマンドを実行します。
例：
apic1(config-vpc)# show vsan-domain detail
vsan-domain : dom1
vsan : 1-100
vlan : 1-100
Leaf
Interface
Vsan Vlan
Operational State
------------ ---------------- ---- ----------------------------------------101
vfc111/1/2
2
2
Deployed

Vsan-Mode

Port-Mode

-----------

---------

Native

Usage

Tenant: t1
App: a1
Epg: e1

101
Deployed

PC:pc1

5

5

Native

Tenant: t1
App: a1
Epg: e1
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101
Deployed

vfc111/1/3

3

3

Native

F

Tenant: t1
App: a1
Epg: e1

NX-OS スタイルの CLI を使用した FCoE 設定の検証
次 show コマンドは、リーフ スイッチ ポートで FCoE の設定を確認します。
手順

使用して、 vsan ドメインを表示 コマンドをターゲット スイッチで FCoE が有効になってい
ることを確認します。
コマンドの例では、FCoE がリストされているリーフ スイッチおよび接続の詳細を FCF で有効
になっていることを確認します。
例：

ifav-isim8-ifc1# show vsan-domain detail
vsan-domain : iPostfcoeDomP1
vsan : 1-20
2000

51-52

100-102

104-110

200

1999

3100-3101

3133

vlan : 1-20
2000

51-52

100-102

104-110

200

1999

3100-3101

3133

Leaf
---101

Interface
--------vfc1/11

Vsan
---1

Vlan
---1

Vsan
Port
Mode
Mode
------- ---Regular F

Usage
---------------Tenant: iPost101

Operational
State
-----------Deployed

App: iPost1
Epg: iPost1

101

vfc1/12

1

1

Regular

NP

Tenant: iPost101

Deployed

App: iPost1
Epg: iPost1

101

PC:infraAccBndl 4
Grp_pc01

4

Regular

NP

Tenant: iPost101
App: iPost4
Epg: iPost4
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101

vfc1/30

2000

Native

Tenant: t1
App: a1

Not deployed
(invalid-path)

Epg: e1

NX-OS スタイル CLI を使用した FCoE 要素の展開解除
ACI ファブリックから FCoE 接続を導入解除に移動してもでは、いくつかのレベルで FCoE コ
ンポーネントを削除することが必要です。
手順

ステップ 1 リーフ ポート インターフェイスの属性のリスト、そのモードの設定をデフォルトに設定し、
その EPG の導入とドメインの関連付けを削除します。
インターフェイス vfc のポート モードの設定を設定する例 1/2 のデフォルトに [EPG の導入を
削除 e1 と VSAN ドメインに関連付け dom1 そのインターフェイスから。
例：
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vfc 1/2
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface vfc 1 / 2
# Time: Tue Jul 26 09:41:11 2016
leaf 101
interface vfc 1/2
vsan-domain member dom1
switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
exit
exit
apic1(config-leaf-if)# no switchport mode
apic1(config-leaf-if)# no switchport vsan 2 tenant t1 application a1 epg e1
apic1(config-leaf-if)# no vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 2 一覧表示し、VSAN マッピングおよび VLAN と VSAN のプールを削除します。
例の VSAN の VLAN マッピングが削除されます vsan 2 、VLAN プール 1-10 、および VSAN
プール 1-10 VSAN ドメインから dom1 。
例：
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# show run
# Command: show running-config vsan-domain dom1
# Time: Tue Jul 26 09:43:47 2016
vsan-domain dom1
vsan 1-10
vlan 1-10
fcoe vsan 2 vlan 2
exit
apic1(config-vsan)# no fcoe vsan 2

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
171

FCoE 接続
REST API を使用した FCoE の設定

apic1(config-vsan)# no vlan 1-10
apic1(config-vsan)# no vsan 1-10
apic1(config-vsan)# exit
#################################################################################
NOTE: To remove a template-based VSAN to VLAN mapping use an alternate sequence:
#################################################################################
apic1(config)# template vsan-attribute <template_name>
apic1(config-vsan-attr)# no fcoe vsan 2

ステップ 3 VSAN ドメインを削除します。
例は、ドメインの VSAN を削除する dom1 。
例：
apic1(config)# no vsan-domain dom1

ステップ 4 必要はないかどうかは、関連付けられているテナント、EPG、およびセレクタを削除できま
す。

REST API を使用した FCoE の設定
Configuring FCoE Connectivity Using the REST API
REST API で FCoE を使用したインターフェイスにアクセスする、FCoE が有効なインターフェ
イスと EPG を設定できます。
手順

ステップ 1 VSAN プールを作成するには、次の例のように XML で post を送信します。
例では VSAN プール vsanPool1 を作成し、含まれている VSAN の範囲を指定します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static.xml
<!-- Vsan-pool -->
<fvnsVsanInstP name="vsanPool1" allocMode="static">
<fvnsVsanEncapBlk name="encap" from="vsan-5" to="vsan-100"/>
</fvnsVsanInstP>

ステップ 2 VLAN プールを作成するには、次の例のように XML で post を送信します。
例では VLAN プール vlanPool1 を作成し、含まれている VLAN の範囲を指定します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static.xml
<!-- Vlan-pool -->
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<fvnsVlanInstP name="vlanPool1" allocMode="static">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-5" to="vlan-100"/>
</fvnsVlanInstP>

ステップ 3 VSAN 属性ポリシーを作成するには、次の例のように XML で post を送信します。
例では VSAN 属性ポリシー vsanattri1 を作成し、vsan 10 を vlan 43 にマップし、vsan 11 を
vlan 44 にマップします。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1].xml
<fcVsanAttrP name="vsanattr1">
<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-43" vsanEncap="vsan-10"/>
<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-44" vsanEncap="vsan-11"
lbType="src-dst-ox-id"/>
</fcVsanAttrP>

ステップ 4 ファイバ チャネル ドメインを作成するには、次の例のように XML で post を送信します。
この例では、VSAN ドメイン vsanDom1 を作成します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/fc-vsanDom1.xml
<!-- Vsan-domain -->
<fcDomP name="vsanDom1">
<fcRsVsanAttr tDn="uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1]"/>
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static"/>
<fcRsVsanNs tDn="uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static"/>
</fcDomP>

ステップ 5 テナント、アプリケーション プロファイル、EPG を作成し、FCoE ブリッジ ドメインを EPG
に関連付けるには、次の例のように XML で post を送信します。
この例では、ブリッジ ドメイン bd1 を、FCoE および アプリケーション EPG epg1 をサポート
するように設定されたターゲット テナントの下に作成します。これは EPG を VSAN ドメイン
vsanDom1 に、そしてファイバ チャネル パス (インターフェイス 1/39 に向かう、リーフ スイッ
チ 101 上にあるもの) に関連付けます。これは、<fvRsFcPathAtt> オブジェクトを "deleted" ス
テータスに割り当てることにより、インターフェイス 1/40 へのファイバ チャネル パスを削除
します。各インターフェイスは、VSAN に関連付けられます。
（注）

その他の 2 つの代替可能な vFC 展開も表示されます。1 つの例では、ポート チャネル
で vFC を展開します。その他の例では、仮想ポート チャネルで vFC を展開します。

例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
<fvTenant
name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1">
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<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>
</fvAEPg>
<!-- Sample deployment of vFC on a port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01"/>
<!-- Sample deployment of vFC on a virtual port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01"/>
</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 6 ポート ポリシー グループおよび AEP を作成するには、次の例のように XML で POST を送信
します。
この例では、次のリクエストを実行します:
• ポリシー グループ portgrp1 を作成します。これは FC インターフェイス ポリシー fcIfPol1、
プライオリティ フロー制御ポリシー pfcIfPol1 およびスロードレイン ポリシー sdIfPol1 を
含んでいます。
• アタッチ エンティティ プロファイル (AEP) AttEntP1 を作成します。これは、VSAN ドメ
イン vsanDom1 内のポートを、fcIfPol1、 pfcIfPol1、および sdIfPol1 のために指定される
設定と関連付けます。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<polUni>
<infraInfra>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="portgrp1">
<infraRsFcIfPol tnFcIfPolName="fcIfPol1"/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntP1" />
<infraRsQosPfcIfPol tnQosPfcIfPolName="pfcIfPol1"/>
<infraRsQosSdIfPol tnQosSdIfPolName="sdIfPol1"/>
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<infraAttEntityP name="AttEntP1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
<qosPfcIfPol dn="uni/infra/pfc-pfcIfPol1" adminSt="on">
</qosPfcIfPol>
<qosSdIfPol dn="uni/infra/qossdpol-sdIfPol1" congClearAction="log"
congDetectMult="5" flushIntvl="100" flushAdminSt="enabled">
</qosSdIfPol>
<fcIfPol dn="uni/infra/fcIfPol-fcIfPol1" portMode="np">
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</fcIfPol>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 7 ノード セレクタおよびポート セレクタを作成するには、次の例のように XML で POST を送信
します。
この例では、次のリクエストを実行します:
• ノード セレクタ leafsel1 を作成します。これはリーフ ノード 101 を指定します。
• ポート セレクタ portsel1 を作成します。これはポート 1/39 を指定します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="39" toPort="39">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-portgrp1" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 8 vPC を作成するには、次の例のような XML を POST 送信します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<polUni>
<fabricInst>
<vpcInstPol name="vpc01" />
<fabricProtPol pairT="explicit" >
<fabricExplicitGEp name="vpc01" id="100" >
<fabricNodePEp id="101"/>
<fabricNodePEp id="102"/>
<fabricRsVpcInstPol tnVpcInstPolName="vpc01" />
<!-- <fabricLagId accBndlGrp="infraAccBndlGrp_{{pcname}}" /> -->
</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>
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</fabricInst>
</polUni>

REST API を使用した FEX で FCoE の設定
始める前に
• 説明されている 1 ~ 4 の手順に従います Configuring FCoE Connectivity Using the REST API
（172 ページ）
手順

ステップ 1 FEX（セレクタ）上の FCoE の設定：ポート：
例：
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1" />
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="17" toPort="17"></infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof1/fexbundle-fexbundle1"
fexId="110" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="portgrp1">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-attentp1" />
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<infraFexP name="fexprof1">
<infraFexBndlGrp name="fexbundle1"/>
<infraHPortS name="portsel2" type="range">
<infraPortBlk name="blk2"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20"></infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-portgrp1"/>
</infraHPortS>
</infraFexP>
<infraAttEntityP name="attentp1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 2 テナント設定：
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例：
fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/extpaths-110/pathep-[eth1/17]" vsan="vsan-11"
vsanMode="native"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 3 FEX（セレクタ）上の FCoE の設定：ポート チャネル：
例：
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1" />
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="18" toPort="18"></infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof1/fexbundle-fexbundle1"
fexId="111" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFexP name="fexprof1">
<infraFexBndlGrp name="fexbundle1"/>
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20"></infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-pc1"/>
</infraHPortS>
</infraFexP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="pc1">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-attentp1" />
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
<infraAttEntityP name="attentp1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 4 テナント設定：
例：
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<fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/extpaths-111/pathep-[pc1]" vsan="vsan-11"
vsanMode="native" />
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 5 FEX（セレクタ）上の FCoE の設定：VPC：
例：
<polUni>
<fabricInst>
<vpcInstPol name="vpc1" />
<fabricProtPol pairT="explicit" >
<fabricExplicitGEp name="vpc1" id="100" >
<fabricNodePEp id="101"/>
<fabricNodePEp id="102"/>
<fabricRsVpcInstPol tnVpcInstPolName="vpc1" />
</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>
</fabricInst>
</polUni>

ステップ 6 テナント設定：
例：
<fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-11"
tDn="topology/pod-1/protpaths-101-102/extprotpaths-111-111/pathep-[vpc1]" />
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 7 セレクタ設定：
例：
<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
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<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1" />
</infraNodeP>
<infraNodeP name="nprof2">
<infraLeafS name="leafsel2" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk2" from_="102" to_="102"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof2" />
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="18" toPort="18">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof1/fexbundle-fexbundle1" fexId="111" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortP name="pprof2">
<infraHPortS name="portsel2" type="range">
<infraPortBlk name="blk2"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="18" toPort="18">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof2/fexbundle-fexbundle2" fexId="111" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFexP name="fexprof1">
<infraFexBndlGrp name="fexbundle1"/>
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-vpc1"/>
</infraHPortS>
</infraFexP>
<infraFexP name="fexprof2">
<infraFexBndlGrp name="fexbundle2"/>
<infraHPortS name="portsel2" type="range">
<infraPortBlk name="blk2"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-vpc1"/>
</infraHPortS>
</infraFexP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="vpc1" lagT="node">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-attentp1" />
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
<infraAttEntityP name="attentp1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>
</polUni>

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
179

FCoE 接続
REST API または SDK 経由の FCoE 接続の解除

REST API または SDK 経由の FCoE 接続の解除
APIC REST API または SDK で FCoE 接続を展開解除するには、展開に関連付けられている次
のオブジェクトを削除します。
オブジェクト

説明

<fvRsFcPathAtt>（ファイバ チャネ ファイバ チャネル パスは、実際のインターフェイスに
ル パス）
vFC パスを指定します。このタイプの各オブジェクトを
削除すると、そのオブジェクトの関連付けられているイ
ンターフェイスから展開が削除されます。
<fcVsanAttrpP>（VSAN/VLAN マッ VSAN/VLAN マップは VSAN を関連付けられる VLAN に
プ）
マップします。このオブジェクトを削除することで、FCoE
接続をサポートする VSAN 間の関連付けと VSAN の基盤
を削除します。
<fvnsVsanInstP>（VSAN プール） VSAN プールは、FCoE 接続をサポートする利用可能な
VSAN のセットを指定します。このプールを削除すると、
それらの VSAN が削除されます。
<fvnsVlanIsntP>（(VLAN プール） VLAN プールは、VSAN マッピングの VLAN セットを指
定します。関連杖けられている VLAN プールを削除する
と FCoE の展開解除後にクリーンアップされ、VSAN エン
ティティが実行された VLAN エンティティの基盤を削除
します。
<fcDomP> (VSAN またはファイバ ファイバ チャネル ドメインには、すべての VSAN とその
チャネル ドメイン）
マッピングが含まれています。このオブジェクトを削除
すると、このドメインに関連付けられているすべてのイ
ンターフェイスから vFC の展開を解除します。
<fvAEPg>（アプリケーション
EPG）

FCoE 接続に関連付けられている EPG アプリケーション。
アプリケーション EPG の目的が FCoE に関連するアクティ
ビティをサポートするためだけの場合、このオブジェク
トの削除を検討できます。

<fvAp>（アプリケーション プロ
ファイル）

FCoE 接続に関連付けられているアプリケーション プロ
ファイル。アプリケーション プロファイルの目的が FCoE
に関連するアクティビティをサポートするためだけの場
合、このオブジェクトの削除を検討できます。

<fvTenant>（テナント）

FCoE 接続に関連付けられているテナント。テナント の目
的が FCoE に関連するアクティビティをサポートするため
だけの場合、このオブジェクトの削除を検討できます。
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（注）

クリーンアップ中に vFC ポートのイーサネット設定オブジェクトを削除する場合
（infraHPortS）、デフォルトの vFC プロパティはそのインターフェイスに関連付けられて残り
ます。たとえば、vFC NP ポート 1/20 のインターフェイス設定が削除される場合、そのポート
は vFC ポートのままですが、デフォルト NP 設定以外のデフォルト F にポート設定が適用され
た状態です。
次の大中で、FCoE プロトコルを使用するインターフェイスにアクセスする FCoE が有効なイ
ンターフェイスおよび EPG を展開解除します。
手順

ステップ 1 関連付けられたファイバ チャネル パス オブジェクトを削除するには、次の例のように XML
で POST を送信します。
例では、ファイバ チャネル パス オブジェクト<fvRsFcPathAtt> のすべてのインスタンスを削除
します。
（注）

ファイバ チャネル パスを削除すると、使用されたポート/VSAN から vFC を展開解除
します。

例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
<fvTenant
name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>
</fvAEPg>
<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>
<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>
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</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 2 関連付けられている VSAN/VLAN マップを削除するには、次の例のように post を送信します。
例では、VSAN/VLANマップ vsanattri1 と、関連づけられた <fcVsanAttrpP> オブジェクトを削
除します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1].xml
<fcVsanAttrP name="vsanattr1" status="deleted">
<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-43" vsanEncap="vsan-10" status="deleted"/>
<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-44" vsanEncap="vsan-11"
lbType="src-dst-ox-id" status="deleted" />
</fcVsanAttrP>

ステップ 3 関連付けられている VSAN プールを削除するには、次の例のように post を送信します。
この例では、VSAN プール vsanPool1 と、関連づけられた<fvnsVsanInstP>オブジェクトを削除
します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static.xml
<!-- Vsan-pool -->
<fvnsVsanInstP name="vsanPool1" allocMode="static" status="deleted">
<fvnsVsanEncapBlk name="encap" from="vsan-5" to="vsan-100" />
</fvnsVsanInstP>

ステップ 4 関連付けられている VLAN プールを削除するには、次の例にように XML で post を送信しま
す。
この例では、VLAN プール vlanPool1 と、関連づけられた<fvnsVlanIsntP>オブジェクトを削除
します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static.xml
<!-- Vlan-pool -->
<fvnsVlanInstP name="vlanPool1" allocMode="static" status="deleted">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-5" to="vlan-100" />
</fvnsVlanInstP>

ステップ 5 関連づけられたファイバ チャネル ドメインを削除するには、次の例のように XML で post を
送信します。
例では、VSAN ドメイン vsanDom1 と、関連づけられた<fcDomP>オブジェクトを削除します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/fc-vsanDom1.xml
<!-- Vsan-domain -->
<fcDomP name="vsanDom1" status="deleted">
<fcRsVsanAttr tDn="uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1]"/>
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static"/>
<fcRsVsanNs tDn="uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static"/>
</fcDomP>
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ステップ 6 オプション：適切な場合、関連づけられた EPG、関連づけられたアプリケーション プロファ
イル、または関連づけられたテナントを削除できます。
例：
次の例では、関連付けられているアプリケーション EPG epg1 と、関連づけられた<fvAEPg>オ
ブジェクトが削除されます。
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
<fvTenant
name="tenant1"/>
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1" status= "deleted">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>
</fvAEPg>
<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>
<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>
</fvAp>
</fvTenant>

例：
次の例では、関連付けられているアプリケーション プロファイル app1 と、関連づけられた
<fvAp>オブジェクトが削除されます。
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
<fvTenant
name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc">
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1" status="deleted">
<fvAEPg name="epg1" status= "deleted">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
183

FCoE 接続
REST API または SDK 経由の FCoE 接続の解除

<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>
</fvAEPg>
<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>
<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>
</fvAp>
</fvTenant>

例：
次の例では、全体のテナント tenant1 と関連づけられた<fvTenant>オブジェクトが削除されま
す。
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
<fvTenant
name="tenant1" status="deleted">
<fvCtx name="vrf1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" status="deleted">
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1" status= "deleted">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>
</fvAEPg>
<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>
<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>
</fvAp>
</fvTenant>
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ファイバ チャネル NPV
この章の内容は、次のとおりです。
• ファイバ チャネル接続の概要 （185 ページ）
• FC NPV の注意事項と制約事項 （187 ページ）
• GUI を使用した FC NPV の設定 （187 ページ）
• APIC GUI を使用して、FC 接続の基本設定 （194 ページ）
• NX-OS CLI を使用したポリシーまたはプロファイルのない FC 接続の設定 （194 ページ）
• ポリシーまたは NX-OS は、CLI を使用したプロファイルと FC 接続の設定 （196 ページ）
• REST API を使用した FC 接続の設定 （198 ページ）

ファイバ チャネル接続の概要
スイッチは、NPV を有効にした後は NPV モードになります。NPV モードはスイッチ全体に適
用されます。NPV モードのスイッチに接続するすべてのエンド デバイスは、N ポートとして
ログインし、この機能を使用する必要があります（ループ接続デバイスはサポートされていま
せん）。（NPV モードの）エッジ スイッチから NPV コア スイッチへのすべてのリンクは、
（E ポートではなく）NP ポートとして確立されます。このポートは、通常のスイッチ間リン
クに使用されます。
FC NPV の利点
FC NPV では次の機能を提供します。
• ファブリックのドメイン ID を追加することがなく、ファブリックに接続しているホスト
数の増加する
• FC および FCoE ホストとターゲットの FC インターフェイスを使用した SAN ファブリッ
クへの接続
• 自動トラフィック マッピング
• スタティック トラフィック マッピング
• 自動ロード バランシングの中断
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FC NPV モード
ACI の Feature-set fcoe-npv は、最初に FCoE/FC 設定がプッシュされるときに、デフォルトで自
動的に有効なります。
FC トポロジ
ACI ファブリックで FC トラフィックをサポートする一般的な設定のトポロジは、次のコンポー
ネントで構成されています。

• リーフは、FCoE NP ポートまたはネイティブ FC NP ポートを使用して FC スイッチに接続
できます。
• ACI リーフは、FCoE リンクを使用してサーバ/ストレージと直接接続することができま
す。
• FC/FCoE トラフィックは、ファブリック/スパインには送信されません。リーフ スイッチ
では、FCoE トラフィックのローカル スイッチングは実行しません。スイッチングは、
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FC/FCoE NPV リンク経由でリーフ スイッチと接続されているコア スイッチによって行わ
れます。
• Flogi に続く複数の FDISC は、FCoE ホストと FC/FCoE NP リンクによりサポートされま
す。

FC NPV の注意事項と制約事項
FC NPV を設定する場合、次の注意事項および制限事項に注意してください。
• FC 設定に使用できるポートの範囲は 1 ～ 48 です。ポート 49 ～ 54 までは FC ポートを変
換できません。
• F ポートとしての FC ポート モードはサポートされていません。
• SAN ポート チャネルがサポートされていません。
• FC NPV リンクで FEX 経由の FCoE ホストはサポートされていません。
• FC 速度の自動化および 32 G はサポートされていません。
• ACI リーフ 93180YC-FX ポートが 8 G 速度で設定されているとき、Brocade Port Blade
FC16-32 への FC Uplink（NP）接続はサポートされていません。
• FC トランク モード ON および 自動化 はサポートされていません。
• FC 塗りつぶしパターン ARBFF はサポートされていません。
• FC は 40 G およびブレイク アウト ポートではサポートされていません。
• FC ポートでは、FEX 起動はサポートされていません。
• FC NPV のサポートは、リリース 3.2(1) において N9K-C93180YC-FX に限られます。
• イーサネットから FC（またはその逆）のポート変換には、スイッチのリロードが必要で
す。現在 1 個のポートの連続範囲のみ FC ポートに変換可能で、この範囲はあり 4 の倍数
で終わるポート番号である必要があります。例：1 ~ 4、1 ~ 8、または 21-24。

GUI を使用した FC NPV の設定
始める前に
• ACI ファブリックがインストールされています。
• ポート チャネル (PC) トポロジ上で導入する場合、ポート チャネルは GUI を使用した ACI
リーフ スイッチのポート チャネルの設定 （84 ページ）の説明に従ってセットアップしま
す。
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• 仮想ポート チャネル (VPC) トポロジ上で導入する場合、ポート チャネルはGUI を使用し
た ACI リーフ スイッチの仮想ポート チャネルの設定 （97 ページ）の説明に従ってセッ
トアップします。
• VPC-PO 上での NP ポートの導入はサポートされていません。
手順

ステップ 1 FC NPV 設定をサポートするすべてのリーフ スイッチ ポリシ－を指定し、まとめるために、
FC NPV 補助スイッチのポリシー グループを作成します。
このポリシー グループは、NPV ホストとして機能するリーフ スイッチに適用されます。
a)

APIC 拡張 GUI で、 APIC メニュー バーから、 Fabric > External Access Policies > Switches >
Leaf Switches > Policy Groups をクリックします。

b) Policy Groups を右クリックして、Create Access Switch Policy Group をクリックします。
c)

[Create Access Switch Policy Group] ダイアログボックスで、以下で説明する設定を指定し
て、[Submit] をクリックします。

ポリシー

説明

Name

スイッチ ポリシー グループを識別します。
このスイッチ ポリシー グループの FCoE 補助機能を示す名前を入力します。
たとえば、 fcoe_switch_policy_grp のようにします。

Fiber Channel 次の SAN ポリシーの値を指定します:
SAN Policy
• FC プロトコルの EDTOV (デフォルト: 2000)
• FC プロトコルの RATOV (デフォルト: 10000)
• リーフ スイッチが使用する MAC アドレスのプレフィックス (FC マップ
とも呼ばれます)。この値は、同じポートに接続されているピア デバイス
の値と一致する必要があります。通常、デフォルト値の OE:FC:00 が使用
されます。
ドロップダウン オプション ボックスをクリックします。
• デフォルトの EDTOV、RATOV、および MAC アドレスのプレフィックス
値を使用するには、default をクリックします。
• 既存のポリシーで指定した値を使用するには、そのポリシーをクリック
します。
• 新しいカスタマイズされた MAC アドレス プレフィックスを指定する新
しいポリシーを作成するには、Create Fiber Channel SAN Policy をクリッ
クして、プロンプトに従います。
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ポリシー

説明

Fiber Channel 次の値を指定します:
Node Policy
• 中断型ロード バランシング (デフォルト: 無効)
新しいアップリンクがオンラインになったとき、FCoE トラフィック上で
中断型ロード バランシングを実行するかどうかを指定します。
• FIP キープア ライブ間隔 (デフォルト: 8)
FCoE 接続に適用されるキープ アライブ間隔を指定します。
ドロップダウン オプション ボックスをクリックします。
• デフォルト値を使用するには、[デフォルト] をクリックします。
• 既存のポリシーで指定した値を使用するには、そのポリシーをクリック
します。
• 別の値を指定する新しいポリシーを作成するには、Create Fiber Channel
Node Policy をクリックして、プロンプトに従います。

ステップ 2 FC NPV のトラフィックをサポートするリーフ スイッチのリーフ プロファイルを作成します。
このプロファイルは、スイッチ、または前の手順で設定した、スイッチ ポリシー グループを
割り当てるリーフ スイッチのセットを指定します。この関連付けにより、事前定義されたポリ
シーの設定で FC NPV のトラフィックをサポートするスイッチのセットを有効にします。
a)

APIC メニュー バーから始めて、Fabric > External Access Policies > Switches > Leaf Switches >
Profiles をクリックします。

b) Profiles を右クリックし、Create Leaf Profile をクリックします。
c)

[リーフ プロファイルの作成] ダイアログで、リーフ プロファイルを作成し名前を付けます
（例：NPV 1）

d) また、Create Leaf Profile ダイアログの Leaf Selectors テーブルで、+ をクリックしてテー
ブルで新しい行を作成し、NPV デバイスとして動作するリーフ スイッチを指定します。
e)

テーブルの新しい行で、リーフ名とブロックを選択し、前のステップで作成したスイッチ
ポリシー グループを割り当てます。

f)

[Next（次へ）] をクリックし、さらに [Finish（終了）] をクリックします。

ステップ 3 FC 補助インターフェイス ポリシー グループを作成します:
a)

APIC メニュー バーで、 Fabric > External Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces >
Policy Groups > FC Interfaceをクリックします。

b) FC Interface を右クリックして、Create FC Interface Policy Group ダイアログボックスを
開きます。
c)

Create FC Interface Policy Group ダイアログボックスで、次の操作を実行します:

オプション

説明

Name

FC インターフェイス ポリシー グループを識別します。
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オプション

説明
このインターフェイス ポリシー グループの FC 補助機能を示す名前を入力し
ます。

Fibre Channel
ファイバ チャネル インターフェイス ポリシーの値を指定します:
Interface Policy
• Name — ファイバ チャネル インターフェイス ポリシーの名前。
• Port Mode — NP (ポート モード F は、3.2(1) リリースではサポートされ
ていません)。
• Trunk Mode — trunk-off (trunk-on と auto は、3.2(1) リリースではサポー
トされていません)。
• Speed —4Gbps/8Gbps/16Gbps (auto および 32Gbps は、3.2(1) リリースで
はサポートされていません)。
• Fill Pattern — IDLE (ARBFF は、3.2(1) リリースではサポートされていま
せん)。
• Receive Buffer Credit— 64 (デフォルト)
ドロップダウン オプション ボックスをクリックします:
• 既存のポリシーで指定した値を使用するには、そのポリシーをクリック
します。
• 別の値を指定する新しいポリシーを作成するには、[Fiber Channel Interface
Policy] をクリックして、プロンプトに従います。

ステップ 4 NP ポート接続をサポートするインターフェイス プロファイルと、その他のポート ポリシーの
バリエーションと関連付けられる、オプションの付加的なプロファイルを作成します。
a)

APIC バー メニューで、Fabric > External Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces >
Profiles をクリックします。

b) Profiles を右クリックし、Create Leaf Interface Profile を選択します。
c)

Create Leaf Interface Profile ダイアログで、プロファイルのわかりやすい名前を入力しま
す。たとえば、FC_NP_port_Interface-Profile-1 などのようにします。

d) インターフェイスの Selectors テーブルで、 + をクリックして、Create Access Port Selector
ダイアログを表示します。このダイアログを使用すると、インターフェイスの範囲を表示
し、次の表に記載されたフィールドに設定を適用できます。
オプション

説明

Name

この範囲の説明となる名前。

Interface IDs

この範囲が適用されるインターフェイスの設定を指定します。
• この範囲にインターフェイスの範囲を含めるには、下限と上
限をハイフンで区切って入力します。たとえば、 1/5-16 の
ようにします。
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オプション

説明

Interface Policy Group

前の手順で設定した、NP ポート ポリシー グループの名前。

ステップ 5 FC NPV トラフィックにグローバル QoS ポリシーを適用するかどうかを設定します。
異なるレベルの (1、2、または 3) FC および FCoE のトラフィックには、異なる QoS ポリシー
を指定することができます。
a)

APIC バー メニューで、Fabric > External Access Policies > Global > QoS Class をクリック
し、Preserve CoS フラグを QoS Class Policies ペインで有効にします。

b) QoS Class Policy - Level 1 、QoS Class Policy - Level 2 、または QoS Class Policy - Level 3
ダイアログで、次のフィールドを編集して、 PFC とノードロップ CoS を指定します。そ
れから Submit. をクリックします。
（注）

PFC とノードロップ CoS で設定できるのは 1 レベルだけです。

ポリシー

説明

PFC 管理状態

FC トラフィックのこのレベルで優先順位フロー制御を有効にするかどう
かを指定します (デフォルト値は false です)。
優先順位コントロールは、FC トラフィックのこのレベルでの輻輳アルゴ
リズムをノードロップに設定します。

CoS

FC トラフィックで輻輳が発生した場合でも、ノードロップ パケット処
理を要求する CoS レベル

ステップ 6 ファイバ チャネル ドメインを定義します。仮想 SAN (VSAN) のセットを作成し、それらを既
存の VLAN の設定にマップします。
a)

APIC バー メニューで、 Fabric > External Access Policies > Physical and External Domains >
Fiber Channel Domains をクリックします。

b) Fiber Channel Domains を右クリックして、Create Fiber Channel Domain をクリックしま
す。
c)

Fiber Channel Domain ダイアログで、次の設定を指定します:

オプショ
ン

説明/処理

Name

作成する VSAN ドメインに割り当てる名前またはラベルを指定します。(たとえ
ば vsan-dom2 など)

VSAN Pool このドメインに割り当てられる VSAN プール。
• 既存の VSAN プールを選択するには、ドロップダウンをクリックしてリスト
から選択します。変更する場合は、編集アイコンをクリックします。
• VSAN プールを作成するには、Create a VSAN Pool をクリックします。
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オプショ
ン

説明/処理
VSAN プールを作成するダイアログで、プロンプトに従って以下を設定します:
• FCoE をサポートするには、静的リソース割り当て方法が用いられます。
• FCoE F ポート インターフェイスと NP ポート インターフェイスを割り当て
る際に利用できる VSAN の範囲です。
（注）

最小値は 1 です。最大値は 4078 です。
必要であれば、複数の範囲の VSAN を設定できます。

VLAN
プール

VSAN プールのメンバーがマッピングで使用できる VLAN のプール。
VLAN プールは、このドメインの FCoE 接続をサポートする際に利用する、VLAN
の数値範囲を指定します。指定した範囲内の VLAN が、VSAN がマップを行う際
に利用できます。
• 既存の VLAN プールを選択するには、ドロップダウンをクリックしてリスト
から選択します。変更する場合は、編集アイコンをクリックします。
• VLAN プールを作成するには、Create a VLAN Pool をクリックします。
VLAN プールを作成するダイアログで、プロンプトに従って以下を設定します:
• FCoE をサポートするには、静的リソース割り当て方法が用いられます。
• VSAN でマッピングを行う際に利用できる VLAN の範囲です。
（注）

最小値は 1 です。最大値は 4094 です。
必要であれば、複数の範囲の VLAN を設定できます。

VSAN Attr このドメインの VSAN 属性マップ
VSAN 属性は、VSAN プールの VSAN を、VLAN プールの VLAN にマッピング
します。
• 既存の VSAN 属性マップを選択するには、ドロップダウンをクリックしてリ
ストから選択します。変更する場合は、編集アイコンをクリックします。
• VSAN 属性マップを作成するには、Create VSAN Attributes をクリックしま
す。
VSAN 属性を構成するダイアログで、プロンプトに従って以下を設定します:
• 適切なロード バランシング オプション (src-dst-ox-id or src-dst-id)。
• 個々 の VSAN から個々の VLAN へのマッピング。たとえば vsan-8 を vlan 10
にマッピングします
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オプショ
ン

説明/処理
（注）

このドメインのために指定した範囲の VSAN と VLAN だけが、相
互にマッピングできます。

ステップ 7 ファイバ チャネル ドメインをポリシー グループにバインドするには、アタッチされるエンティ
ティ プロファイルを作成します。
a)

APIC メニュー バーで、Fabric > External Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces >
Policy Groups > interface_policy_group_name をクリックします。
この手順の interface_policy_group_name は、手順 3 で定義したインターフェイス ポリシ－
グループです。

b) インターフェイス ポリシー グループのダイアログ ボックスで、[Attached Entity Profile] ド
ロップダウンをクリックし、既存のアタッチ エンティティ プロファイルを選択するか、
Create Attached Entity Profile をクリックして、新しいものを作成します。
c)

[Attached Entity Profile] ダイアログでは、以下の設定を指定します:

フィールド

説明

Name

このアタッチ ンティティ プロファイルの名前

Domains To Be Associated To インターフェイス ポリシー グループに関連付けられるドメイン
Interfaces
が一覧表示されます。
この場合、手順 6 で設定したファイバ チャネル ドメインを選択
します。
Submit をクリックします。
ステップ 8 リーフ プロファイルと NP ポート インターフェイス プロファイルを関連付けます。
a)

APIC メニュー バーで、Fabric > External Access Policies > Switches > Leaf Switches > Profiles >
leaf_switch_profile_name をクリックします。
この手順の leaf_switch_profiles_name は、Step 2 で定義したプロファイルです。

b) もう一度 Associated Interface Selector Profiles テーブルで、+をクリックしてテーブルの新
しい行を作成し、手順 5 で作成した NP ポート インターフェイス プロファイルを選択しま
す。
c)

Submit をクリックします。
（注）

FC ポートに関連して選択した設定は、スイッチをリロードするまでは有効にな
りません。
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APIC GUI を使用して、FC 接続の基本設定
ファイバ チャネル接続の設定を簡略化したインターフェイスの次の手順を使用します。
始める前に
• ACI ファブリックがインストールされます。
• VPC PO over NP ポートの導入はサポートされていません。
手順

ステップ 1 APIC 高度な GUI で、開始、 APIC メニュー バーでをクリックして ファブリック > インベン
トリ > トポロジ 内、 トポロジ 作業ペイン を選択 インターフェイス 。
ステップ 2 モード ドロップダウン、select イーサネット/FC 。
ステップ 3 インターフェイス メニュー バーをクリックして、 + を開くにアイコン、 スイッチの追加
ダイアログボックスおよび設定して、をクリックして [スイッチ/es 選択の追加 。
ステップ 4 FC およびをクリックして設定するポート/s を選択 Submit ] をクリックし、 リロード and
Submit 。
（注）

選択がリロードされ、送信した後、FC 選択したポート/s 設定によるまでには影響は
なりません。

NX-OSCLIを使用したポリシーまたはプロファイルのない
FC 接続の設定
次の例コマンド シーケンスは、FCoE 接続をサポートするように設定テナント t1 でブリッジ
ドメイン b1 を作成します。
始める前に
• ターゲット テナントの下には、FCoE トラフィックをサポートするブリッジ ドメインを設
定します。
手順

ステップ 1 FCoE 接続をブリッジ ドメインを作成します。
例：
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apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 2 同じのテナントの下には、FCoE に設定されたブリッジ ドメインとターゲット EPG を関連付け
ます。次のコマンド シーケンスの例では、EPG e1 を作成し、FCoE に設定されたブリッジ ド
メイン b1 にその EPG を関連付けます。
例：
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 3 次の例では、1 ～ 10 の VSAN で VSAN ドメイン dom1 が作成されます。
例：
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10

ステップ 4 ポートの範囲をイーサネットから FC モードに変換します。次の例では、スイッチのポート
1/1-4 を 101 から FC に変換します。
例：
apic1# config
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# slot 1
apic1(config-leaf-slot)# port 1 4 type fc
apic1(config-leaf-slot)# exit
apic1(config-leaf)# exit

（注）

イーサネットから FC（およびその逆）へのポート変換には、スイッチのリロードが
必要です。

ステップ 5 FC インターフェイスを NP モードに設定します。次の例では、インターフェイス fc 1/10 にさ
まざまなインターフェイス プロパティを設定し、VSAN ドメイン dom1 にそのインターフェイ
スを関連付けます。対象のインターフェイスのそれぞれが、ネイティブ モードで 1 個（そして
1 個のみ）の VSAN を割り当てる必要があります。サンプル コマンド シーケンスは、対象の
インターフェイス 1/10 をネイティブ VSAN として VSAN 10 に関連付け、テナント t1 で EPG
e1 およびアプリケーション a1 に関連付けます。
例：
apic1(config-leaf)# interface fc 1/10
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport mode [f | np]
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport rxbbcredit <16-64>
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport speed [16G | 32G | 4G | 8G | auto | unknown]
apic1(config-leaf-fc-if)# vsan-domain member dom1
apic1(config-leaf-fc-if)# switchport vsan 10 tenant t1 application a1 epg e1
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ステップ 6 サーバ ポートをアップリンク ポートにピンするためトラフィック マップを作成します。次の
例では、FC 1/7 アップリンク インターフェイスにピンされている vFC 1/47 サーバ インターフェ
イスにトラフィック マップを作成します。
例：
apic1# config
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# npv traffic-map server-interface vfc 1/47 label label1 tenant tenant1
application app1 epg epg1
apic1(config-leaf)# npv traffic-map external-interface fc 1/7 tenant tenant1 label label1

ポリシーまたは NX-OS は、CLI を使用したプロファイル
と FC 接続の設定
次の例コマンド シーケンスは、FCoE 接続をサポートするように設定テナント t1 でブリッジ
ドメイン b1 を作成します。
始める前に
• ターゲット テナントの下には、FCoE トラフィックをサポートするブリッジ ドメインを設
定します。
手順

ステップ 1 FCoE 接続をブリッジ ドメインを作成します。
例：
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain b1
apic1(config-tenant-bd)# fc
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 2 同じのテナントの下には、FCoE に設定されたブリッジ ドメインとターゲット EPG を関連付け
ます。次の例コマンド シーケンスは、EPG e1 を作成し、FCoE に設定されたブリッジ ドメイ
ン b1 にその EPG を関連付けます。
例：
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application a1
apic1(config-tenant-app)# epg e1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member b1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
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apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 3 VSAN ドメインを作成します。次の例では、1 ~ 10 の vsan の vsan ドメイン dom1 が作成されま
す。
例：
apic1(config)# vsan-domain dom1
apic1(config-vsan)# vsan 1-10

ステップ 4 NP ポート インターフェイスのインターフェイス ポリシー グループを作成します。サンプル
コマンド シーケンスは、FC インターフェイス ポリシー グループ ipg2 を作成し、このポリシー
グループに適用されているインターフェイスの値を決定する値の組み合わせを割り当てます。
例：
apic1(config)# template fc-policy-group ipg1
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport ?
fill-pattern Configure fill pattern for fc interface
mode
Configure port mode for fc interface
rxbbcredit
Configure rxBBCredit for fc interface
speed
Configure speed for fc interface
trunk-mode
Configure trunk-mode for fc interface
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport fill-pattern [ARBFF | IDLE]
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport mode [f | np]
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport rxbbcredit <16-64>
apic1(config-fc-pol-grp-if)# switchport speed [16G | 32G | 4G | 8G | auto | unknown]
apic1(config-fc-pol-grp-if)# vsan-domain member dom1

ステップ 5 FC ポート インターフェイスのインターフェイス プロファイルを作成します。サンプル コマン
ド シーケンスの FC ポート インターフェイスのインターフェイス プロファイル lip1 を作成す
るには、プロファイルの関連付け FC インターフェイス ポリシー グループ ipg1、およびプロ
ファイルとその関連するポリシーが適用このインターフェイスを指定します。
例：
apic1# configure
apic1(config)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-if-profile)# description 'test description lip1'
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group lig1
apic1(config-leaf-if-group)# description 'test description lig1'
apic1(config-leaf-if-group)# fc-policy-group ipg1
apic1(config-leaf-if-group)# interface fc 1/1-4

ステップ 6 リーフ プロファイルを作成し、そのリーフ プロファイルにリーフ インターフェイス プロファ
イルを割り当てて、そのプロファイルの適用先となるリーフ ID を割り当てます:
例：
apic1(config)# leaf-profile lp103
apic1(config-leaf-profile)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group range
apic1(config-leaf-group)# leaf 103
apic1(config-leaf-group)#

（注）

リーフ インターフェイス プロファイル リーフに関連付けると、リーフのリロードが
FC ポートとしてこれらのポートを起動する必要があります。
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REST API を使用した FC 接続の設定
FC が有効なインターフェイスと Epg REST API を使用して、FC プロトコルを使用してこれら
のインターフェイスへのアクセスを設定することができます。
手順

ステップ 1 VSAN プールを作成するには、次の例などと XML post を送信します。例では、VSAN プール
vsanPool1 を作成しに含まれている Vsan の範囲を指定します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static.xml
<!-- Vsan-pool -->
<fvnsVsanInstP allocMode="static" name="vsanPool1">
<fvnsVsanEncapBlk from="vsan-10" name="encap" to="vsan-11"/>
</fvnsVsanInstP>

ステップ 2 VLAN プールを作成するには、次の例などと XML post を送信します。この例では、VLAN プー
ル vlanPool1 を作成しに含まれている Vlan の範囲を指定します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static.xml
<!-- Vlan-pool -->
<fvnsVlanInstP allocMode="static" name="vlanPool1">
<fvnsEncapBlk from="vlan-10" name="encap" to="vlan-11"/>
</fvnsVlanInstP>

ステップ 3 VSAN 属性ポリシーを作成するには、次の例のように XML で post を送信します。例は、VSAN
属性ポリシー vsanattri1 を作成し、vlan 10、vsan 10 にマップし、vlan 11 を vsan 11 をマップし
ます。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1].xml
<fcVsanAttrP name="vsanattr1">
<fcVsanAttrPEntry lbType="src-dst-ox-id" vsanEncap="vsan-10" vlanEncap="vlan-10" />
<fcVsanAttrPEntry lbType="src-dst-ox-id" vsanEncap="vsan-11" vlanEncap="vlan-11" />
</fcVsanAttrP>

ステップ 4 ファイバ チャネル ドメインを作成するには、次の例のように XML で post を送信します。こ
の例には、VSAN ドメイン vsanDom1 が作成されます。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/fc-vsanDom1.xml
<!-- Vsan-domain -->
<fcDomP name="vsanDom1">
<fcRsVsanNs tDn="uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static"/>
<fcRsVsanAttr tDn="uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1]"/>
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static"/>
</fcDomP>
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ステップ 5 FC インターフェイス ポリシー グループとを AEP を作成するには、XML で post を送信しま
す。この例では、次の要求を実行します。
• FC インターフェイス ポリシー fcIfPol1 を含む FC インターフェイス ポリシー グループ
portgrp1 を作成します。
• 添付されているエンティティを作成する VSAN ドメイン vsanDom1 内のポートの関連付け
fcIfPol1 の指定される設定 (AEP) AttEntP1 のプロファイルします。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<polUni>
<infraInfra>
<infraFuncP>
<infraFcAccPortGrp name="portgrp1">
<infraRsFcL2IfPol tnFcIfPolName="fcIfPol1"/>
<infraRsFcAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntP1"/>
</infraFcAccPortGrp>
</infraFuncP>
<!-- PORT POLICIES -->
<fcIfPol name="fcIfPol1" portMode="np" speed='8G'/>
<infraAttEntityP name="AttEntP1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 6 FC ポートにポート範囲 5 ~ 8 を変換するには、次の例などの XML で post を送信します。この
例では、次のリクエストを実行します:
• リーフ ノード 101 を指定するノード セレクタ leafsel1 を作成します。
• 5 ~ 8 の範囲内でポートを指定するポート セレクタ portsel1 を作成します。
• FC ポートにこれらのポートを変換する FC インターフェイス ポリシー グループを設定し
ます。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="5" toPort="8">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/fcaccportgrp-portgrp1" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
</infraInfra>
</polUni>
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（注）

FC インターフェイス ポリシー グループを適用すると、スイッチのリロードは、FC
ポートとしてポートを起動する必要があります。
現在のみ FC ポートに変換できるポートの 1 つの連続した範囲と、この範囲にする必
要がありますが 4 の倍数で終わるポート番号 4 の倍数ことです。
例: 1 ~ 4、1 ~ 8、または 21-24 にします。

ステップ 7 テナント、アプリケーションプロファイル、EPG を作成し、FC ブリッジ ドメインを EPG に関
連付けるするには、次の例などと XML post を送信します。例では、FC およびアプリケーショ
ン EPG epg1 をサポートするように設定ターゲット テナントでブリッジ ドメイン bd1 を作成し
ます。これにより、EPG が VSAN ドメイン vsanDom1 およびインターフェイスのリーフ スイッ
チ 101 で 1/7 へのファイバ チャネルのパスに関連付けられます。各インターフェイスは、VSAN
に関連付けられます。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
<fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vfc_t1_v1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" unicastRoute="no" type="fc">
<fvRsCtx tnFvCtxName="vfc_t1_v1"/>
</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-vsanDom1"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[fc1/7]" vsan="vsan-10"
vsanMode="native"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[fc1/8]" vsan="vsan-10"
vsanMode="native"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 8 アップリンク ポートへのピン サーバ ポートへのトラフィックのマップを作成するには、XML
で次の例などの post を送信します。トラフィック マップ vFC 1/47 FC 1/7 に固定します。
例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
<fvTenant name="tenant1">
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/47]" vsan="vsan-10"
vsanMode="native">
<fcPinningLbl name="label1"/>
</fvRsFcPathAtt>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-vfc_t1.xml
<fvTenant name="tenant1">
<fcPinningP name="label1">
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<fcRsPinToPath tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[fc1/7]"/>
</fcPinningP>
</fvTenant>

（注）

トラフィック マップを固定すると、最初の時間が設定され場合、は、FCoE ポートを
最初のトラフィックのマップを設定する前にシャット ダウンする必要があります。
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章

802.1Q トンネル
この章の内容は、次のとおりです。
• ACI 802.1 q トンネルについて （203 ページ）
• GUI を使用した802.1Q トンネルの設定 （205 ページ）
• NX-OS スタイルの CLI を使用した 802.1Q トンネルの設定 （207 ページ）
• REST API を使用した 802.1Q トンネルの設定 （211 ページ）

ACI 802.1 q トンネルについて
図 26 : ACI 802.1 q トンネル

Cisco ACI および Cisco APIC リリース 2.2(1x) 以降では、エッジ（トンネル）ポートで 802.1Q
トンネルを設定して、QoS（QoS）の優先順位設定とともに、ファブリックのイーサネット フ
レームの point-to-multi-point トンネリングを有効にできます。Dot1q トンネル は、タグ付き、
802.1Q タグ付き、802.1ad 二重タグ付きフレームを、ファブリックでそのまま送信します。各
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トンネルでは、単一の顧客からのトラフィックを伝送し、単一のブリッジ ドメインに関連付け
られています。ACI 前面パネル ポートは、Dot1q トンネル の一部である可能性があります。
レイヤ 2 スイッチングは宛先 MAC（DMAC）に基づいて行われ、通常の MAC ラーニングは
トンネルで行われます。エッジ ポート Dot1q トンネル は、第二世代以降のスイッチのモデル
名の最後に「EX」がつく Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでサポートされます。
Cisco ACI および Cisco APIC リリース 2.3(x) では、同じコア ポートで複数の 802.1 q トンネル
を設定可能で、複数の顧客から二重タグ付きトラフィックを伝送し、これは 802.1 q 用に設定
されたアクセスのカプセル化を各自識別できます。802.1Q トンネルでは、MAC アドレス学習
を無効にすることもできます。エッジ ポートとコア ポートの両方を、アクセス カプセル化が
設定され、MAC アドレス学習が無効にされた 802.1Q トンネルに所属させることができます。
Dot1q トンネルのエッジ ポートとコア ポートの両方は、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの
第三世代の、スイッチ モデル名の末尾に「FX」が付いている機種でサポートされます。
このドキュメントで使用する用語は、Cisco Nexus 9000 シリーズ のドキュメントとは異なって
いる場合があります。
表 13 : 802.1Q トンネルの用語

ACI のドキュメント

Cisco Nexus 9000 シリーズのドキュメント

エッジ ポート

トンネル ポート

コア ポート

トランク ポート

次の注意事項および制約事項が適用されます:
• VTP、CDP、LACP、LLDP、および STP プロトコルのレイヤ 2 トンネリングは、次の制限
付きでサポートされます。
• リンク集約制御プロトコル (LACP) トンネリングは、個々のリーフ インターフェイス
を使用する、ポイントツーポイント トンネルでのみ、予想通りに機能します。ポート
チャネル（PC）または仮想ポート チャネル（vPC）ではサポートされません。
• PC または vPC を持つ CDP および LLDP トンネリングは確定的ではありません。これ
は、トラフィックの宛先として選択するリンクによって異なります。
• レイヤ 2 プロトコル トンネリングに VTP を使用するには、CDP をトンネル上で有効
にする必要があります。
• レイヤ 2 プロトコルのトンネリングが有効になっており、Dot1q トンネルのコア ポー
トにブリッジ ドメインが展開されている場合、STP は 802.1 q トンネル ブリッジ ドメ
インではサポートされません。
• ACI リーフ スイッチは、トンネル ブリッジ ドメインのエンドポイントで点滅し、ブ
リッジ ドメインでフラッディングして STP TCN パケットに反応します。
• 2 個上のインターフェイスを持つ CDP および LLDP トンネリングが、すべてのイン
ターフェイスでパケットをフラッディングします。
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• Cisco APIC リリース 2.3(x) 以降では、エッジ ポートからコア ポートにトンネリング
しているレイヤ 2 プロトコル パケットの宛先 MAC アドレスは、01-00-0c-cd-cd-d0 に
書き換えられ、コア ポートからエッジ ポートにトンネリングしているレイヤ 2 プロ
トコル パケットの宛先 MAC アドレスは、プロトコルに対して標準のデフォルト MAC
アドレスに書き換えられます。
• PC または VPC が Dot1q トンネル の唯一のインターフェイスであり、削除され再度設定
される場合、Dot1q トンネル に対する PC/VPC の関連付けを削除してから再設定します。
• Cisco APIC リリース 2.2(x) では、二重タグつきフレームのイーサタイプは 0x8100 の後に
0x9100 が続く必要があります。
ただし、Cisco APIC リリース 2.3(x) 以降の場合、この制限は第三世代のスイッチ モデル名
の最後に「FX」がつく Cisco Nexus switches のエッジ ポートには適用されません。
• コア ポートについては、二重タグつきフレームのイーサタイプは、0x8100 の後に 0x8100
が続く必要があります。
• 複数のエッジ ポートおよびコア ポート（リーフ スイッチ上も）を Dot1q トンネル に含む
ことができます。
• エッジ ポートは 1 つのトンネルの一部にのみ属することが可能ですが、コア ポートは複
数の Dot1q トンネルに属することができます。
• Cisco APIC リリース 2.3(x) 以降では、通常の EPG が 802.1 q で使用されるコア ポートに展
開できます。
• L3Outs は Dot1q トンネル に有効になっているインターフェイスではサポートされていま
せん。
• FEX は Dot1q トンネル のメンバとしてはサポートされていません。
• ブレークアウト ポートとして設定されているインターフェイスは、802.1 q をサポートし
ていません。
• インターフェイス レベルの統計情報は Dot1q トンネル のインターフェイスでサポートさ
れていますが、トンネル レベルの統計情報はサポートされていません。

GUI を使用した802.1Q トンネルの設定
APIC GUI を使用した 802.１Q トンネル インターフェイスの設定
次の手順で、トンネルを使用するインターフェイスを設定します:
始める前に
トンネルを使用するテナントを作成します。
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手順

ステップ 1 メニュー バーで、Fabric > External Access Policies を選択します。
ステップ 2 [ナビゲーション] バーで、[ポリシー] > [インターフェイス] > [L2 インターフェイス] をクリッ
クします。
ステップ 3 [L2 インターフェイス] を右クリックし、[L2 インターフェイス ポリシーの作成] を選択して、
次の操作を実行します。
a)

Name フィールドに、レイヤ 2 インターフェイス ポリシーの名前を入力します。

b) オプション。ポリシーの説明を追加します。L2 インターフェイス ポリシーの目的を説明
することをお勧めします。
c)

Dot1q トンネルで、エッジ ポートとして使用するインターフェイスを有効にするインター
フェイス ポリシーを作成するために、QinQ フィールドで、edgePort をクリックします。

d) Dot1q トンネルでコア ポートとして使用するインターフェイスを有効にするインターフェ
イス ポリシーを作成するために、QinQ フィールドで、corePort をクリックします。
ステップ 4 次の手順で、L2 インターフェイス ポリシーをポリシー グループに適用します。
a)

Fabric > External Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces をクリックし、Policy Groups
を展開します。

b) [リーフ アクセス ポート]、[PC インターフェイス] または [VPC インターフェイス] を右ク
リックし、トンネルに設定しているインターフェイスのタイプに応じて、次のいずれかを
選択します。
• リーフ アクセス ポート ポリシー グループの作成
• PC ポリシー グループの作成
• VPC ポリシー グループの作成
c)

表示されるダイアログボックスで、以下のアクションを実行します:
• Name フィールドに、ポリシー グループの名前を入力します。
オプション。ポリシー グループについての説明を追加します。ポリシー グループの
目的を説明することをお勧めします。
• L2 Interface Policy フィールドで、下向き矢印をクリックし、前に作成した L2 イン
ターフェイス ポリシーを選択します。
• CDP レイヤ 2 トンネリング プロトコルでトンネルを作成する場合は、[CDP Policy] 下
向き矢印をクリックし、ポリシー ダイアログボックスでポリシーの名前を追加し、管
理状態を無効にして、[Submit] をクリックします。.
• LLDP レイヤ 2 トンネリング プロトコルでトンネルを作成する場合には、[LLDP Policy]
下向き矢印をクリックし、ポリシー ダイアログボックスでポリシーの名前を追加し、
送信状態を無効にして [submit] をクリックします。
• [Submit] をクリックします。
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ステップ 5 次の手順に従ってリーフ インターフェイス プロファイルを作成します:
a)

Fabric > External Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Profiles をクリックします。

b) Profiles プロファイルを右クリックし、Create Leaf Interface Profile を選択し、次の手順に
従います:
• Name フィールドに、Leaf Interface Profile の名前を入力します。
オプション。説明を追加します。
• Interface Selectors フィールドで、+ をクリックし、以下の情報を入力します:
• [名前] フィールドに、インターフェイス セレクタの名前を入力します。
オプション。説明を追加します。
• Interface IDs フィールドに、このトンネルに含められる Dot1q Tunnel インター
フェイス、または複数のインターフェイスの名前を入力します。
• Interface Policy Group フィールドで、下向き矢印をクリックして、前に作成した
インターフェイス ポリシー グループを選択します。

NX-OS スタイルの CLI を使用した 802.1Q トンネルの設定
NX-OS スタイル CLI を使用した802.1Q トンネルの設定
（注）

Dot1q トンネル に含まれるインターフェイスのポート、ポート チャネル、仮想ポート チャネ
ルを使用できます。手順の詳細にはポートの設定が含まれます。エッジおよびコア ポート チャ
ネルと仮想ポート チャネルを設定するコマンドについては、下の例を参照してください。
次の手順で、Dot1q トンネル を作成し、NX-OS スタイル CLI を使用してトンネルで使用する
インターフェイスを設定します。

（注）

Dot1q トンネル には2 個以上のインターフェイスを含める必要があります。手順を繰り返し
（または 2 個のインターフェイスをまとめて設定)、Dot1q トンネル で使用する各インターフェ
イスをマークします。この例で、2 個のインターフェイスは単一の顧客で使用されているエッ
ジ スイッチ ポートとして設定されます。
次の手順を使用して、設定を次の手順を使用して、NX-OS スタイル CLI を使用して Dot1q ト
ンネル を設定します。
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1.

トンネルで使用するインターフェイスを最低 2 個設定します。

2.

Dot1q トンネル を作成します。

3.

トンネルとすべてのインターフェイスを関連付けます。

始める前に
Dot1q トンネル を使用するテナントを設定します。
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

コンフィギュレーション モードに入り
ます。

例：
apic1# configure

ステップ 2

次の手順により 802.1Q で使用するため
の 2 個のインターフェイスを設定しま
す。

ステップ 3

leaf ID
例：

Dot1q トンネル のインターフェイスが
配置されるリーフを特定します。

apic1(config)# leaf 101

ステップ 4

interface ethernet slot/port
例：

トンネルのポートとしてマークされる
インターフェイスを特定します。

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/13-14

ステップ 5

switchport mode dot1q-tunnel {edgePort 802.1Q トンネルで使用するインター
| corePort}
フェイスをマークして、設定モードを
そのままにします。
例：
apic1(config-leaf-if)# switchport mode
dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit

ステップ 6

次の手順で 802.1q トンネルを作成しま
す。

ステップ 7

leaf ID
例：
apic1(config)# leaf 101
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ためにいくつかのインターフェイス設
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～ 5 を繰り返します。

インターフェイスが配置されている
リーフに戻ります。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

interface ethernetslot/port

トンネルに含まれるインターフェイス
に戻ります。

例：
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/13-14

ステップ 9

switchport
tenanttenant-namedot1q-tunnel
tunnel-name

トンネルにインターフェイスに関連付
け、設定モードを終了します。

例：
apic1(config-leaf-if)# switchport
tenant tenant64 dot1q-tunnel
vrf64_edgetunnel
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 10

トンネルとその他のインターフェイス
を関連付けるには、ステップ 7 ～ 10 を
繰り返します。

例：NX-OS スタイル CLI でポートを使用する 802.1Q トンネルを設定す
る
この例では、2 つのポートを Dot1q トンネルで使用されるエッジ ポート インターフェイスと
してマークし、 さらに 2 つの ポートをコア ポート インターフェイスで使用されるものととし
てマークし、トンネルを作成して、ポートをトンネルに関連付けます。
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/13-14
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/10, 1/21
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel corePort
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel cdp
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel lldp
apic1(config-tenant-tunnel)# access-encap 200
apic1(config-tenant-tunnel)# mac-learning disable
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/13-14
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-leaf-if)# exit
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apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/10, 1/21
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：NX-OS スタイル CLI でポート チャネルを使用する 802.1Q トンネル
を設定する
例では、このエッジ ポート 8021 q インターフェイスとして 2 つのポート チャネルにマークし、
2 つ以上のポート チャネルをコア ポート 802.1 q インターフェイスとしてマークして、Dotq ト
ンネル を作成し、トンネルとポート チャネルを関連付けます。

apic1# configure
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel cdp
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel lldp
apic1(config-tenant-tunnel)# access-encap 200
apic1(config-tenant-tunnel)# mac-learning disable
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-3
apic1(config-leaf-if)# channel-group pc1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc1
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc2
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/4-5
apic1(config-leaf-if)# channel-group pc2
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel pc2
apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel corePort
apic1(config-leaf-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel

例：NX-OS スタイル CLI で仮想ポート チャネルを使用する 802.1Q トン
ネルを設定する
この例では、2 つの仮想ポート チャネル (VPC) を Dot1q トンネルの エッジポート 802.1Q イン
ターフェイスとしてマークし、さらに 2 つの VPC をトンネルのためのコアポート インターフェ
イスとしてマークし、トンネルを作成して、仮想ポート チャネルをトンネルに関連付けていま
す。
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apic1# configure
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1
apic1(config-vpc-if)# switchport mode dot1q-tunnel edgePort
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 103 104
apic1(config)# vpc context leaf 103 104
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc2
apic1(config-vpc-if)# switchport mode dot1q-tunnel corePort
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel cdp
apic1(config-tenant-tunnel)# l2protocol-tunnel lldp
apic1(config-tenant-tunnel)# access-encap 200
apic1(config-tenant-tunnel)# mac-learning disable
apic1(config-tenant-tunnel)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/6
apic1(config-leaf-if)# channel-group vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 104
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/6
apic1(config-leaf-if)# channel-group vpc1 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc vpc1
apic1(config-vpc-if)# switchport tenant tenant64 dot1q-tunnel vrf64_tunnel
apic1(config-vpc-if)# exit

REST API を使用した 802.1Q トンネルの設定
REST API を使用してポートを持つトンネル 802.1 q の設定
作成、 Dot1q トンネル 、ポートを使用して、次の例などの手順でのインターフェイスを設定
します。
始める前に
Dot1q トンネル を使用するテナントを設定します。
手順

ステップ 1 次の例のように XML で REST API を使用して Dot1q トンネル を作成します。
例では、LLDP レイヤ 2 トンネリング プロトコルでトンネルを設定し、アクセス カプセル化
VLAN を追加し、トンネルで MAC ラーニングを無効にします。
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例：
<fvTnlEPg name="VRF64_dot1q_tunnel" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"
fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/13]"/>
</fvTnlEPg>

ステップ 2 次の例のように XML で静的にバインディングするレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定
します。
この例では、エッジ スイッチ ポートにレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定します。コ
ア スイッチ ポートのポリシーを設定するには、l2IfPol MO で edgePort の代わりに corePort
を使用します。
例：
<l2IfPol name="VRF64_L2_int_pol" qinq="edgePort"

/>

ステップ 3 次の例のように、XML でリーフ アクセス ポート ポリシー グループにレイヤ 2 インターフェ
イス ポリシーを適用します。
例：
<infraAccPortGrp name="VRF64_L2_Port_Pol_Group" >
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="VRF64_L2_int_pol"/>
</infraAccPortGrp>

ステップ 4 次の例のように、XML でインターフェイス セレクタとともにリーフ プロファイルを設定しま
す。
例：
<infraAccPortP name="VRF64_dot1q_leaf_profile" >
<infraHPortS name="vrf64_access_port_selector" type="range">
<infraPortBlk name="block2" toPort="15" toCard="1" fromPort="13" fromCard="1"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-VRF64_L2_Port_Pol_Group"
/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>

例
次の例のように、2 個の POST 上のエッジ ポートのポート設定を示します。
Post 1 の XML：
<polUni>
<infraInfra>
<l2IfPol name="testL2IfPol" qinq="edgePort"/>
<infraNodeP name="Node_101_phys">
<infraLeafS name="phys101" type="range">
<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-phys21"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="phys21">
<infraHPortS name="physHPortS" type="range">
<infraPortBlk name="phys21" fromCard="1" toCard="1" fromPort="21" toPort="21"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-21"/>

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
212

802.1Q トンネル
REST API を使用した PC を持つトンネル 802.1Q の設定

</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="21">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntityProf1701"/>
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<l2IfPol name='testL2IfPol' qinq=‘edgePort'/>
<infraAttEntityP name="AttEntityProf1701">
<infraRsDomP tDn="uni/phys-dom1701"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>
</polUni>

Post 2 の XML：
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-Coke" name="Coke">
<fvTnlEPg name="WEB5" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"
fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/21]"/>
</fvTnlEPg>
</fvTenant>
</polUni>

REST API を使用した PC を持つトンネル 802.1Q の設定
PC を使用して Dot1q トンネル を作衛して、次の例のような手順でインターフェイスを設定し
ます。
始める前に
Dot1q トンネル を使用するテナントを設定します。
手順

ステップ 1 次の例のように XML で REST API を使用して Dot1q トンネル を作成します。
例では、LLDP レイヤ 2 トンネリング プロトコルでトンネルを設定し、アクセス カプセル化
VLAN を追加し、トンネルで MAC ラーニングを無効にします。
例：
<fvTnlEPg name="WEB" qiqL2ProtTunMask=lldp accEncap="vlan-10"
fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[po2]"/>
</fvTnlEPg>

ステップ 2 次の例のように XML で静的にバインディングするレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定
します。
この例では、エッジ スイッチ ポートにレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定します。コ
ア スイッチ ポートのレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定するには、l2IfPol MO の
edgePort 代わりに corePort を使用します。
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例：
<l2IfPol name="testL2IfPol" qinq="edgePort"/>

ステップ 3 次の例のように、XML で PC インターフェイス ポリシー グループにレイヤ 2 インターフェイ
ス ポリシーを適用します。
例：
<infraAccBndlGrp name="po2" lagT="link">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
</infraAccBndlGrp>

ステップ 4 次の例のように、XML でインターフェイス セレクタを持つリーフ プロファイルを設定しま
す。
例：
<infraAccPortP name="PC">
<infraHPortS name="allow" type="range">
<infraPortBlk name="block2" fromCard="1" toCard="1" fromPort="10" toPort="11" />
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-po2"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>

例
次の例では、2 個のポストの PC 設定を示します。
この例では、エッジ ポートとして PC ポートを設定します。コア ポートとして設定を
使用するには、Post 1 にある l2IfPol MO の edgePort 代わりに corePort を使用します。
Post 1 の XML：
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="bLeaf3">
<infraLeafS name="leafs3" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk3" from_="101" to_="101">
</infraNodeBlk>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping3"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="shipping3">
<infraHPortS name="pselc3" type="range">
<infraPortBlk name="blk3" fromCard="1" toCard="1" fromPort="24" toPort="25"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag3" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag3" lagT='link'>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp3'/>
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol3"/>
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
<lacpLagPol name='accountingLacp3' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='active' />
<l2IfPol name='testL2IfPol3' qinq='edgePort'/>
<infraAttEntityP name="default">

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
214

802.1Q トンネル
REST API を使用する VPC と 802.1 Q トンネルの設定

</infraAttEntityP>
</infraInfra>

Post 2 の XML：
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-Coke" name="Coke">
<!-- bridge domain -->
<fvTnlEPg name="WEB6" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"
fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[accountingLag1]"/>
</fvTnlEPg>
</fvTenant>
</polUni>

REST API を使用する VPC と 802.1 Q トンネルの設定
VPC を使用して Dot1q トンネル を作成し、次の例のような手順でインターフェイスを作成し
ます。
始める前に
Dot1q トンネル を使用するテナントを設定します。
手順

ステップ 1 次の例のように、XML とともに REST API を使用して 802.1 q トンネルを作成します。
例ではレイヤ 2 トンネル プロトコルとともにトンネルを設定し、アクセス カプセル化 VLAN
を追加し、トンネルで MAC 学習を無効にします。
例：
<fvTnlEPg name="WEB" qiqL2ProtTunMask=lldp accEncap="vlan-10" fwdCtrl="mac-learn-disable"
>
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/protpaths-101-102/pathep-[po4]" />
</fvTnlEPg>

ステップ 2 次の例のように、XML とともに静的バインディングでレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを
設定します。
この例では、エッジ スイッチ ポートのレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定します。コ
ア スイッチ ポートのレイヤ 2 インターフェイス ポリシーを設定するには、qinq ="corePort"
ポート タイプを使用します。
例：
<l2IfPol name="testL2IfPol" qinq="edgePort"/>

ステップ 3 次の例のように、XML を持つ VPC インターフェイス ポリシー グループにレイヤ 2 インター
フェイス ポリシーを適用します。
例：
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<infraAccBndlGrp name="po4" lagT="node">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
</infraAccBndlGrp>

ステップ 4 次の例のように、XML を持つインターフェイス セレクタでリーフ プロファイルを設定しま
す。
例：
<infraAccPortP name="VPC">
<infraHPortS name="allow" type="range">
<infraPortBlk name="block2" fromCard="1" toCard="1" fromPort="10" toPort="11" />
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-po4"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>

例
次の例では、3 つのポストの VPC の設定を示しています。
この例では、エッジ ポートとして VPC ポートを設定します。コア ポートとして設定
するには、ポスト 2 で corePort を edgePort の代わりに l2IfPol MO で使用します。
Post 1 の XML：
<polUni>
<fabricInst>
<fabricProtPol pairT="explicit">
<fabricExplicitGEp name="101-102-vpc1" id="30">
<fabricNodePEp id="101"/>
<fabricNodePEp id="102"/>
</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>
</fabricInst>
</polUni>

Post 2 の XML：
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="bLeaf1">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk" from_="101" to_="101">
</infraNodeBlk>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping1"/>
</infraNodeP>
<infraNodeP name="bLeaf2">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk" from_="102" to_="102">
</infraNodeBlk>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping2"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="shipping1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="4" toPort="4"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag1" />
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</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortP name="shipping2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="2" toPort="2"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag2" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag1" lagT='node'>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp1'/>
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
</infraAccBndlGrp>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag2" lagT='node'>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp1'/>
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
<lacpLagPol name='accountingLacp1' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='active' />
<l2IfPol name='testL2IfPol' qinq='edgePort'/>
<infraAttEntityP name="default">
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

Post 3 の XML：
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-Coke" name="Coke">
<!-- bridge domain -->
<fvTnlEPg name="WEB6" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"
fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/protpaths-101-102/pathep-[accountingLag2]"/>
</fvTnlEPg>
</fvTenant>
</polUni>
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EPG の Q-in-Q カプセル化マッピング
• EPG の Q-in-Q カプセル化マッピング （219 ページ）
• GUI を使用した EPG の Q-in-Q カプセル化マッピングの設定 （220 ページ）
• NX-OS スタイル CLI を使用した Q-in-Q カプセル化リーフ インターフェイスへの EPG の
マッピング （224 ページ）
• REST API を使用した Q-in-Q カプセル化対応インターフェイスに EPG をマッピングする
（225 ページ）

EPG の Q-in-Q カプセル化マッピング
Cisco APIC を使用して、通常のインターフェイスまたは VPC で二重タグ付き VLAN トラフィッ
ク入力を EPG にマッピングできます。この機能が有効になっている場合、二重タグ付きトラ
フィックが EPG のネットワークに入るとき、両方のタグがファブリックで個別に処理され、
ACI スイッチを入力するとき二重タグに復元されます。単一タグおよびタグなしのトラフィッ
クの入力はドロップします。
この機能は、Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチでのみサポートされています。
外側と内側の両方のタグは、EtherType 0x8100 である必要があります。
MAC ラーニングおよびルーティングは、カプセル化のアクセスではなく、 EPG ポート、sclass、
VRF に基づいています。
QoS 優先度設定がサポートされ、入力の外側のタグから派生し、出力の両方のタグに書き換え
られます。
EPG はリーフ スイッチの他のインターフェイスに同時に関連付けることができ、単一タグの
VLAN に設定されます。
サービス グラフは、Q-in-Q カプセル化たインターフェイスにマッピングされているプロバイ
ダとコンシューマ EPG をサポートしています。サービス ノードの入力および出力トラフィッ
クが単一タグのカプセル化フレームにある限り、サービス グラフを挿入することができます。
この機能では、次の機能とオプションがサポートされていません。
• ポートごとの VLAN 機能
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• FEX 接続
• 混合モードはサポートされていません。たとえば、Q-in-Q カプセル化モードのインター
フェイスでは、通常の VLAN のカプセル化ではなく、二重タグ付きカプセルのみを持つ
EPG にバインディングされている静的パスを有します。
• STP および「カプセル化でフラッディング」オプション
• タグなしおよび 802.1p モード
• マルチポッドと複数サイト
• レガシ ブリッジ ドメイン
• L2Out および L3Out 接続
• VMM の統合
• Q-in-Q カプセル化モードにルーティングされるポート モードの変更はサポートされてい
ません
• Q-in-Q カプセル化モードのポートと通常のトランク モードのポート間では、各 Vlan MCP
はサポートされていません。
• VPC ポートが Q-in-Q カプセル化モードを有効にしている場合、VLAN の整合性チェック
は行われません。

GUI を使用した EPG の Q-in-Q カプセル化マッピングの設
定
GUI を使用して、特定のリーフ スイッチ インターフェイス上で Q-in-Q
カプセル化を有効にします
リーフ スイッチ ポート、PC、または VPC は、APIC GUI の次のいずれかの場所の Interface タ
ブで、Q-in-Q カプセル化モードで有効になっています。
• [Fabric] > [Inventory] > [Topology]
• [Fabric] > [Inventory] > [Pod]
• [Fabric] > [Inventory] > [Pod] > [leaf-name]
[Topology] または [Pod] [Configure][Interface] タブで VPC を設定します。
始める前に
Q-in-Q モードに設定されたインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケーション
プロファイル、およびアプリケーション EPG を作成する必要があります。
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手順

ステップ 1 メニューバーで [Fabric > Inventory] を選択し、[Topology]、[Pod] をクリックするか、[Pod] を
展開してリーフを選択します。
ステップ 2 [Topology] または [Pod] パネルで [Interface] タブを構成します。
ステップ 3 [Operation/Configuration] トグル ボタンをクリックして、設定パネルを表示します。
ステップ 4 [+] をクリックしてリーフスイッチの図を追加し、1 つ以上のスイッチを選択して[Add Selected]
をクリックします。
[Leaf-name] パネルの [ConfigureInterface] タブでは、[Operation/Configuration] トグルボタン
をクリックすると、スイッチのダイアグラムが自動的に表示されます。
ステップ 5 Q-in-Q カプセル化モードを有効にするインターフェイスをクリックします。
ステップ 6 ポートを設定するには、次の手順を実行します。
a)

左上の L2 をクリックします。

b) L2 タブの [L2 QinQ State] フィールドで [Double Q Tag Port] をクリックし、[Submit] をク
リックします。
ステップ 7 PCを設定するには、次の手順を実行します。
a)

左上の PC をクリックします。

b) [Physical Interface] タブで、[Policy Group Name] を入力します。
c)

L2 タブの [L2 QinQ State] フィールドで [Double Q Tag Port] をクリックし、[Submit] をク
リックします。

ステップ 8 VPC を設定するには、次の手順を実行します。
a)

2 つのリーフ スイッチ ダイアグラムで、VPC の 2 つのレッグのインターフェイスをクリッ
クします。

b) [VPC] をクリックします。
c)

[Physical Interface] タブで、[Logical Pair ID] (自動保護グループの識別子) を入力します。
各保護グループには、固有の ID があります。ID は1～1000 の範囲です) および [Policy
Group Name]。

d) L2 タブの [L2 QinQ State] フィールドで [Double Q Tag Port] をクリックし、[Submit] をク
リックします。

GUI を使用したファブリック インターフェイス ポリシーでリーフ イン
ターフェイスの Q-in-Q カプセル化の有効化
リーフ インターフェイス プロファイルを使用して、Q-in-Q カプセル化のリーフ インターフェ
イス、PC、VPC を有効にします。
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始める前に
Q-in-Q モードに設定されたインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケーション
プロファイル、およびアプリケーション EPG を作成する必要があります。
手順

ステップ 1 メニュー バーで、Fabric > External Access Policies を選択します。
ステップ 2 [ナビゲーション] バーで、[ポリシー] > [インターフェイス] > [L2 インターフェイス] をクリッ
クします。
ステップ 3 [L2 インターフェイス] を右クリックし、[L2 インターフェイス ポリシーの作成] を選択して、
次の操作を実行します。
a)

[名前｝ フィールドに、レイヤ 2 インターフェイス ポリシーの名前を入力します。

b) オプション。ポリシーの説明を追加します。L2 インターフェイス ポリシーの目的を説明
することをお勧めします。
c)

Q-in-Q カプセル化を有効にするインターフェイス ポリシーを作成するには、[QinQ] フィー
ルドで [doubleQtagPort] をクリックします。

d) [Submit] をクリックします。
ステップ 4 次の手順で、ポリシー グループに L2 インターフェイス ポリシーを適用されます。
a)

[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [インターフェイス] > [リーフ インターフェイ
ス] をクリックし、[ポリシー グループ] を展開します。

b) [リーフ アクセス ポート]、[PC インターフェイス] または [VPC インターフェイス] を右ク
リックし、トンネルに設定しているインターフェイスのタイプに応じて、次のいずれかを
選択します。
• リーフ アクセス ポート ポリシー グループの作成
• PC ポリシー グループの作成
• VPC ポリシー グループの作成
c)

結果のダイアログボックスでポリシー グループ名を入力し、以前作成した L2 インターフェ
イス ポリシーを選択し、[送信] をクリックします。

ステップ 5 次の手順で、リーフ インターフェイス プロファイルを作成します。
a)

[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [インターフェイス] > [リーフ インターフェイ
ス] > [プロファイル] の順にクリックします。

b) [リーフ プロファイル] を右クリックして、[リーフ インターフェイス ポリシーの作成] を
選択し、次の手順を実行します。
• Name フィールドに、Leaf Interface Profile の名前を入力します。
オプション。説明を追加します。
• [インターフェイス セレクタ] フィールドで、[+] をクリックし、次の情報を入力しま
す。
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• [名前] フィールドに、インターフェイス セレクタの名前を入力します。
オプション。説明を追加します。
• セレクタの名前とし、任意で説明を入力します。
• インターフェイス ID フィールドに、プロファイルに含む単一または複数のイン
ターフェイスを入力します。
• [インターフェイス ポリシー グループ] フィールドで、以前作成したインターフェ
イス ポリシー グループを選択します。

GUI を使用して EPG から Q-in-Q カプセル化が有効なインターフェイス
にマッピングする
EPF は、次のモデルのいずれかで Q-in-Q カプセルが有効なインターフェイスに関連付けるこ
とができます:
• 特定の Q-in-Q カプセル化が有効なインターフェイス上に静的な EPG を展開します。
• EPG を Q-in-Q カプセル化が有効なリーフ スイッチに静的にリンクします。
• EPG を Q-in-Q カプセル化が有効なエンドポイント (スタティック MAC アドレスを持つも
の) に関連付けます
APIC GUI の同じエリアに 3 つすべてのタスクが実行されます。
始める前に
• Q-in-Q モードで構成されたインターフェイスにマッピングされるテナント、アプリケー
ション プロファイル、おおびアプリケーション EPG を作成します。
• ターゲット インターフェイスは Q-in-Q カプセル化で構成されている必要があります。
手順

ステップ 1 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 ナビゲーション ウィンドウで、Application Profiles > > application-profile-name > Application
EPGs > application-EPG-name を展開します。
ステップ 3 静的 EPG を Q-in-Q モードが有効化されたインターフェイス、PC、または VPC に展開するに
は、次の手順を実行します:
a)

アプリケーション EPG で、Static Ports を右クリックして、Deploy Static EPG on PC, VPC,
or Interface を選択します。
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b) パスのタイプ、ノード、および Q-in-Q が有効になっているインターフェイスのパスを選択
します。
c)

Port Encap (or Secondary VLAN for Micro-Seg) フィールドで、 QinQ を選択し、EPG に
マップされるトラフィックの外部および内部 VLAN タグを入力します。

d) [Submit] をクリックします。
ステップ 4 EPG をQ-in-Q モードが有効なノードに静的にリンクするには、次の手順を実行します:
a)

アプリケーション EPG で、Static Leafs を右クリックして、Statically Link With Node を選
択します。

b) [Node] フィールドで、リストから Q-in-Q が有効なスイッチを選択します。
c)

[Encap] フィールドで、 QinQ を選択し、EPG の外部および内部 VLAN タグを入力しま
す。

d) [Submit] をクリックします。
ステップ 5 EPG と静的エンドポイントを関連付けるには、次の手順を実行します:
a)

アプリケーション EPG で、Static EndPoints を右クリックし、Create Static EndPoint を選
択します。

b) インターフェイスの MAC アドレスを入力します。
c)

パスのタイプ、ノード、および Q-in-Q カプセル化が有効になっているインターフェイスの
パスを選択します。

d) オプション。エンドポイントの IP アドレスを追加します。
e)

Encap フィールドで、QinQ を選択し、外部および内部 VLAN タグを入力します。

f)

[送信（Submit）] をクリックします。

NX-OS スタイル CLI を使用した Q-in-Q カプセル化リーフ
インターフェイスへの EPG のマッピング
Q-in-Q カプセル化のインターフェイスを有効にし、EPG にインターフェイスを関連付けます。
始める前に
Q-in-Q モードに設定されているインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケー
ション プロファイル、アプリケーション EPG を作成します。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Configure
例：
apic1# configure
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 leaf number

設定するリーフを指定します。

例：
apic1(config)# leaf 101
ステップ 3 interface ethernetslot/port

設定するインターフェイスを指定しま
す。

例：
apic1 (config-leaf)# interface ethernet
1/25

ステップ 4 switchport mode dot1q-tunnel
doubleQtagPort

Q-in-Q カプセル化のインターフェイス
を有効にします。

例：
apic1(config-leaf-if)# switchport mode
dot1q-tunnel doubleQtagPort

ステップ 5 switchport trunkqinq
インターフェイスを EPG に関連付けま
outer-vlanvlan-number inner-vlan
す。
vlan-number tenant tenant-name application
application-name epg epg-name
例：
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk
qinq outer-vlan 202 inner-vlan 203
tenant tenant64 application AP64 epg
EPG64

例
次の例では、リーフ インターフェイス 101/1/25 で Q-in-Q カプセル化を有効にして
（VLAN ID 201 外部および VLAN ID 203 内部）、EPG64 にインターフェイスを関連付
けます。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/25
apic1(config-leaf-if)#switchport mode dot1q-tunnel doubleQtagPort
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk qinq outer-vlan 202 inner-vlan 203 tenant tenant64
application AP64 epg EPG64

REST API を使用した Q-in-Q カプセル化対応インターフェ
イスに EPG をマッピングする
始める前に
Q-in-Q モードに設定されたインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケーション
プロファイル、およびアプリケーション EPG を作成します。
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手順

次の例のように、Q-in-Q カプセル化のインターフェイスを有効にし、XML で EPG のインター
フェイスを関連付けます。
例：
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-tenant64" name="tenant64">
<fvCtx name="VRF64"/>
<fvBD name="BD64_1">
<fvRsCtx tnFvCtxName="VRF64"/>
<fvSubnet ip="20.0.1.2/24"/>
</fvBD>
<fvAp name="AP64">
<fvAEPg name="WEB7">
<fvRsBd tnFvBDName="BD64_1"/>
<fvRsQinqPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/25]"
encap="qinq-202-203"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>
</polUni>
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章

ダイナミック ブレイクアウト ポート
この章は、次の項で構成されています。
• ダイナミック ブレークアウト ポートの設定 （227 ページ）
• APIC GUI を使用したダイナミック ブレイクアウト ポートの設定 （228 ページ）
• NX-OS スタイルの CLI を使用したダイナミック ブレイクアウト ポートの設定 （230 ペー
ジ）
• REST API を使用したダイナミック ブレークアウト ポートの設定 （234 ページ）

ダイナミック ブレークアウト ポートの設定
ブレークアウト ケーブルは非常に短いリンクに適しており、コスト効率の良いラック内および
隣接ラック間を接続する方法を提供します。
ブレークアウトでは、40 ギガビット（Gb）ポートを独立して 4 分割し、10Gb または 100Gb
ポートを独立した状態で論理 25 Gb ポートに 4 分割できます。
ブレークアウト ポートを設定する前に、次のケーブルのいずれかを使用して 40 Gb ポートを 4
つの 10 Gb ポートまたは 100 Gb ポートを 4 つの 25 Gb ポートに接続します。
• Cisco QSFP-4SFP10G
• Cisco QSFP-4SFP25G
40 Gb から 10 Gb までのダイナミック ブレークアウト機能は、次のスイッチのポートが面して
いるアクセスでサポートされています。
• N9K-C9332PQ
• N9K-C93180LC-EX
• N9K-C9336C-FX
100 Gb から 25 Gb までの ブレークアウト機能は、次のスイッチのポートが面しているアクセ
スでサポートされています。
• N9K-C93180LC-EX
• N9K-C9336C-FX2
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• N9K-C93180YC-FX
次の注意事項および制約事項を確認します。
• 一般に、ブレーアウトおよびポート プロファイル（アップリンクからダウンリンクへ変更
されたポート）は、同一ポートではサポートされません。
ただし Cisco APIC、リリース 3.2 から、ダイナミック ブレークアウト（100 Gb および 40
Gb の両方）は N9K-C93180YC-FX スイッチのプロファイリングされた QSFP ポートでサ
ポートされます。
• ファスト リンク フェールオーバー ポリシーは、ダイナミック ブレークアウト機能と同一
ポートではサポートされていません。
• ブレークアウトのサポートは、ポリシー モデルが使用されているその他のポート タイプ
と同じ方法で使用できます。
• ポートがダイナミック ブレークアウトに対して有効になっている場合、親ポートのその他
のポート（モニタリング ポリシー以外）は無効になります。
• ポートがダイナミック ブレークアウトに対して有効になっている場合、親ポートのその他
の EPG 展開が無効になります。
• ブレークアウト サブポートは、ブレークアウト ポリシー グループを使用してもこれ以上
分割することはできません。

APIC GUI を使用したダイナミック ブレイクアウト ポート
の設定
次の手順でリーフ インターフェイス プロファイルでブレークアウト リーフ ポートを設定し、
スイッチとプロファイルを関連付け、サブ ポートを設定します。

（注）

APIC GUI でブレイクアウトのためのポートを設定することもできます。[Fabric] > [Inventory]
に移動し、[Topology] または [Pod] をクリックするか、 [Pod] を展開して、 [Leaf] をクリックし
ます。次に設定を有効にし、[Interface] タブをクリックします。
手順
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
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• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
• 40GE または 100GE リーフ スイッチ ポートは、ダウンリンク ポートに Cisco ブレークア
ウト ケーブルを接続します。
手順

ステップ 1 メニュー バーで、Fabric > External Access Policies を選択します。
ステップ 2 ナビゲーション ウィンドウで、Interfaces および Leaf Interfaces および Profiles を展開します。
ステップ 3 Profiles を右クリックして Create Leaf Interface Profile を選択します。
ステップ 4 名前と説明 (オプション) を入力して、Interface Selectors の [+] 記号をクリックします。
ステップ 5 次の手順を実行します。
a)

Access Port Selector の名前と説明（オプション）を入力します。

b) Interface IDs フィールドで、ブレイクアウト ポートのスロットとポートを入力します。
c)

Interface Policy Group フィールドで、下矢印をクリックして Create Leaf Breakout Port
Group を選択します。

d) Leaf Breakout Port Group の名前 (およびオプションとして説明) を入力します。
e)

Breakout Map フィールドで、10g-4x または 25g-4x を選択します。
ブレイク アウトをサポートするスイッチについては、ダイナミック ブレークアウト ポー
トの設定 （227 ページ） を参照してください。

f)

[Submit] をクリックします。

ステップ 6 リーフ インターフェイス プロファイルをリーフ スイッチに関連付けるため、次の手順に従い
ます。
a)

Switches と Leaf Switches、および Profiles を展開します。

b)

Profiles を右クリックして Create Leaf Profiles を選択します。

c)

リーフ プロファイルの名前と、オプションとして説明を入力します。

d)

+ 記号 (Leaf Selectors エリア) をクリックします。

e)

リーフ セレクタの名前と、オプションとして説明を入力します。

f)

Blocks フィールドの下向き矢印をクリックして、ブレイクアウト インターフェイス プ
ロファイルと関連付けるスイッチを選択します。

g)

Policy Group フィールドの下向き矢印をクリックし、Create Access Switch Policy Group
を選択します。

h)

アクセス スイッチ ポリシー グループの名前と、オプションとして説明を入力します。

i)

オプション。その他のポリシーを有効にします。

j)

[Submit] をクリックします。

k)

Update をクリックします。

l)

[Next] をクリックします。

m)

Associations Interface Selector Profiles エリアで、ブレイクアウト ポート用に以前に作成
したインターフェイス セレクタ プロファイルを選択します。

n)

Finish をクリックします。
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ステップ 7 ブレイクアウト ポートが 4 つのサブ ポートに分割されたことを確認するために、次の手順に
従います:
a)

メニュー バーで、Fabric > Inventory をクリックします。

b) ナビゲーション バーで、ブレイクアウト ポートがあるポッドとリーフをクリックします。
c)

Interfaces および Physical Interfaces を展開します。
ブレイクアウト ポートが設定された場所に 4 つのポートが表示されます。たとえば、1/10
をブレイクアウト ポートとして設定した場合、次のように表示されます:
• eth1/10/1
• eth1/10/2
• eth1/10/3
• eth1/10/4

ステップ 8 サブ ポートを設定するには、次の手順を実行します:
a)

メニュー バーで、Fabric > External Access Policies をクリックします。

b) ナビゲーションバーで、Interfaces、Leaf Interfaces、Profiles、および前に作成したブレイ
クアウト リーフ インターフェイス プロファイルを展開します。
c)

以前に作成したブレイク アウト ポート アクセス ポートのセレクタ プロファイルをクリッ
クします。

d) Sub Port Blocks エリアで、+ シンボルをクリックします。
e)

Interface IDs フィールドに、4 つのサブ ポートの ID を、1/10/1-4 のフォーマットで入力
します。

f)

[送信（Submit）] をクリックします。

NX-OS スタイルの CLI を使用したダイナミック ブレイク
アウト ポートの設定
ブレークアウトポートを設定、設定を確認および NX-OS スタイル CLI を使用してサブ ポート
で、EPG を設定するには、次の手順を使用します。
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
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• 40GE または 100GE リーフ スイッチ ポートは、ダウンリンク ポートに Cisco ブレークア
ウト ケーブルを接続します。
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

コンフィギュレーション モードに入り
ます。

例：
apic1# configure

ステップ 2

leaf ID

ブレークアウトポートが配置され、
リーフ configuration mode(設定モード、
コンフィギュレーション モード) を開
始リーフ スイッチを選択します。

例：
apic1(config)# leaf 101

ステップ 3

interface ethernetslot/port
例：
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/16

ステップ 4

40 ギガビット イーサネット (GE) ブ
レークアウトポートとして有効にする
インターフェイスを識別します。

ブレイク アウトを選択したインター
フェイスを有効にします。

breakout10g-4x|25g-4x
例：

apic1(config-leaf-if)# breakout 10g-4x （注）

ステップ 5

show run
例：
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf
101 interface ethernet 1 / 16
# Time: Fri Dec 2 18:13:39 2016
leaf 101
interface ethernet 1/16
breakout 10g-4x
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

ステップ 6

tenant tenant-name
例：
apic1(config)# tenant tenant64

ダイナミック ブレイク アウ
トポート機能は、スイッチの
サポートを参照してくださ
い。 ダイナミック ブレーク
アウト ポートの設定 （227
ページ） 。

インターフェイスの実行コンフィギュ
レーションを表示することによって、
設定を確認し、グローバル コンフィ
ギュレーション モードに戻ります。

選択またはブレイク アウト ポートで消
費され、テナント configuration mode(設
定モード、コンフィギュレーション
モード)を開始するテナントを作成しま
す。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

vrf context vrf-name

作成またはテナントに関連付けられて
いる Virtual Routing and Forwarding
(VRF) インスタンスを識別し、
configuration mode(設定モード、コン
フィギュレーション モード) を終了し
ます。

例：
apic1(config-tenant)# vrf context
vrf64
apic1(config-tenant-vrf)# exit

ステップ 8

bridge-domain bridge-domain-name
例：
apic1(config-tenant)# bridge-domain
bd64

ステップ 9

vrf member vrf-name
例：
apic1(config-tenant-bd)# vrf member
vrf64
apic1(config-tenant-bd)# exit

ステップ 10

application application-profile-name
例：
apic1(config-tenant)# application
app64

ステップ 11

epg epg-name
例：
apic1(config-tenant)# epg epg64

ステップ 12

作成またはテナントと EPG に関連付け
られているアプリケーションプロファ
イルを識別します。

作成または EPG を識別し、EPG
configuration mode(設定モード、コン
フィギュレーション モード) に入力し
ます。
EPG をブリッジ ドメインに関連付け、
グローバル設定モードをに戻ります。

例：

たとえば、必要に応じて、サブ ポート
を設定コマンドを使用して、速度リー
フ インターフェイス モードでサブ ポー
トを設定します。

speed interface-speed
例：
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/16/1
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit
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ブリッジ ドメイン、VRF の関連付け、
configuration mode(設定モード、コン
フィギュレーション モード) を終了し
ます。

bridge-domain member
bridge-domain-name

apic1(config-tenant-app-epg)#
bridge-domain member bd64
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit

ステップ 13

作成またはテナントに関連付けられて
いるブリッジ ドメインを識別し、BD
configuration mode(設定モード、コン
フィギュレーション モード) を開始し
ます。

リーフ インターフェイス モードを開始
し、[インターフェイスの速度を設定
configuration mode(設定モード、コン
フィギュレーション モード) を終了し
ます。
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

show run

サブ ポートを設定した後にリーフ
configuration mode(設定モード、コン
フィギュレーション モード) で次のコ
マンドを入力して、サブ ポートの詳細
が表示されます。

例：
apic1(config-leaf)# show run

サブ ポート 1/16/1、2/1/16、1/16/3 および 4/1/16 ブレイク アウトを有効になっているリーフ イ
ンターフェイス 1/16 で 101 上のポートを確認します。
例
この例では、ブレイク アウト ポートで設定します。
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16
apic1(config-leaf-if)# breakout 10g-4x

この例では、サブインターフェイス ポートの EPG で設定します。
apic1(config)# tenant tenant64
apic1(config-tenant)# vrf context vrf64
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd64
apic1(config-tenant-bd)# vrf member vrf64
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# application app64
apic1(config-tenant-app)# epg epg64
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd64
apic1(config-tenant-app-epg)# end

この例では、10 G に、ブレイク アウトの速度サブ ポートを設定します。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/1
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/2
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/3
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/16/4
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# exit

この例では、リーフ 101、インターフェイス 1/16 に接続されている、4 つのアシスタ
ント的なポートを示します。
apic1#(config-leaf)# show run
# Command: show running-config leaf 101
# Time: Fri Dec 2 00:51:08 2016
leaf 101
interface ethernet 1/16/1
speed 10G
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negotiate auto
link debounce time 100
exit
interface ethernet 1/16/2
speed 10G
negotiate auto
link debounce time 100
exit
interface ethernet 1/16/3
speed 10G
negotiate auto
link debounce time 100
exit
interface ethernet 1/16/4
speed 10G
negotiate auto
link debounce time 100
exit
interface ethernet 1/16
breakout 10g-4x
exit
interface vfc 1/16

REST API を使用したダイナミック ブレークアウト ポート
の設定
次の手順でリーフ インターフェイス プロファイルでブレークアウト リーフ ポートを設定し、
スイッチとプロファイルを関連付け、サブ ポートを設定します。
ブレークアウト機能のスイッチ サポートについては、ダイナミック ブレークアウト ポートの
設定 （227 ページ） を参照してください。
手順
始める前に
• 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。
• 必要なファブリック インフラストラクチャ設定を作成できる APIC ファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
• ターゲット リーフ スイッチが ACI ファブリックに登録され、使用可能であること。
• 40GE または 100GE リーフ スイッチ ポートは、ダウンリンク ポートに Cisco ブレークア
ウト ケーブルを接続します。
手順

ステップ 1 次の例のように、JSON でブレークアウトポートのブレークアウト ポリシー グループを設定し
ます。
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例：
この例では、ポート セレクタの下の唯一のポート 44 でインターフェイス プロファイル
「brkout44」を作成します。ポート セレクタは、ブレークアウト ポリシー グループ
「new-brkoutPol」を指しています。
{
"infraAccPortP": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44",
"name":"brkout44",
"rn":"accportprof-brkout44",
"status":"created,modified"
},
"children":[ {
"infraHPortS": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-new-brekoutPol-typ-range",
"name":"new-brkoutPol",
"rn":"hports-new-brkoutPol-typ-range",
"status":"created,modified"
},
"children":[ {
"infraPortBlk": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-new-brkoutPol-typ-range/portblk-block2",
"fromPort":"44",
"toPort":"44",
"name":"block2",
"rn":"portblk-block2",
"status":"created,modified"
},
"children":[] }
}, {
"infraRsAccBaseGrp": {
"attributes":{
"tDn":"uni/infra/funcprof/brkoutportgrp-new-brkoutPol",
"status":"created,modified"
},
"children":[]
}
}
]
}
}
]
}
}

ステップ 2 次の例のように JSON で以前作成された新しいスイッチ プロファイルを作成し、ポート プロ
ファイルに関連付けます。
例：
この例で、唯一のノードとしてスイッチ 1017 で新しいプロファイル「'leaf1017」を作成しま
す。この新しいスイッチ プロファイルを、上で作成されたポート プロファイル「brkout44」に
関連付けます。この後、スイッチ 1017 上のポート 44 には 4 個のサブ ポートがあります。
例：
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{
"infraNodeP": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/nprof-leaf1017",
"name":"leaf1017","rn":"nprof-leaf1017",
"status":"created,modified"
},
"children": [ {
"infraLeafS": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/nprof-leaf1017/leaves-1017-typ-range",
"type":"range",
"name":"1017",
"rn":"leaves-1017-typ-range",
"status":"created"
},
"children": [ {
"infraNodeBlk": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/nprof-leaf1017/leaves-1017-typ-range/nodeblk-102bf7dc60e63f7e",
"from_":"1017","to_":"1017",
"name":"102bf7dc60e63f7e",
"rn":"nodeblk-102bf7dc60e63f7e",
"status":"created"
},
"children": [] }
}
]
}
}, {
"infraRsAccPortP": {
"attributes": {
"tDn":"uni/infra/accportprof-brkout44",
"status":"created,modified"
},
"children": [] }
}
]
}
}

ステップ 3 サブポートを設定します。
例：
この例では、スイッチ 1017 のサポート 1/44/1、2/1/44、1/44/3、1/44/4 を設定します。下の例で
は、インターフェイス 3/1/44 を設定します。また、infraPortBlk オブジェクトの代わりに
infraSubPortBlk オブジェクトを作成します。
{
"infraAccPortP": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44",
"name":"brkouttest1",
"rn":"accportprof-brkout44",
"status":"created,modified"
},
"children": [{
"infraHPortS": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-sel1-typ-range",
"name":"sel1",
"rn":"hports-sel1-typ-range",
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"status":"created,modified"
},
"children": [{
"infraSubPortBlk": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-sel1-typ-range/subportblk-block2",
"fromPort":"44",
"toPort":"44",
"fromSubPort":"3",
"toSubPort":"3",
"name":"block2",
"rn":"subportblk-block2",
"status":"created"
},
"children":[]}
},
{
"infraRsAccBaseGrp": {
"attributes": {
"tDn":"uni/infra/funcprof/accportgrp-p1",
"status":"created,modified"
},
"children":[]}
}
]
}
}
]
}
}
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プロキシ ARP
この章の内容は、次のとおりです。
• プロキシ ARP について （239 ページ）
• 注意事項と制約事項 （246 ページ）
• プロキシ ARP がサポートされている組み合わせ （247 ページ）
• 拡張 GUI を使用したプロキシ ARP の設定 （247 ページ）
• プロキシ ARP は、Cisco NX-OS スタイル CLI を使用しての設定 （248 ページ）
• プロキシ ARP REST API を使用しての設定 （249 ページ）

プロキシ ARP について
Cisco ACI のプロキシ ARP は、ネットワークまたはサブネット内のエンドポイントが、別のエ
ンドポイントの MAC アドレスを知らなくても、そのエンドポイントと通信できるようにしま
す。プロキシ ARP はトラフィックの宛先場所を知っており、代わりに、最終的な宛先として
自身の MAC アドレスを提供します。
プロキシ ARP を有効にするには、EPG 内エンドポイント分離を EPG で有効にする必要があり
ます。詳細については、次の図を参照してください。EPG 内エンドポイント分離と Cisco ACI
の詳細については、「Cisco ACI 仮想化ガイド」を参照してください。
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図 27 : プロキシ ARP および Cisco APIC

Cisco ACI ファブリック内のプロキシ ARP は従来のプロキシ ARP とは異なります。通信プロ
セスの例として、プロキシ ARP が EPG で有効になっているとき、エンドポイント A が ARP
要求をエンドポイント B に送信し、エンドポイント B がファブリック内で学習される場合、
エンドポイント A はブリッジ ドメイン（BD）MAC からプロキシ ARP 応答を受信します。エ
ンドポイント A が B、エンドポイントの ARP 要求を送信し、エンドポイント B はすでに ACI
ファブリック内で学習しない場合は、ファブリックはプロキシ ARP の BD 内で要求を送信し
ます。エンドポイント B は、ファブリックに戻る要求、このプロキシ ARP に応答します。こ
の時点では、ファブリックはプロキシ ARP エンドポイント A への応答を送信しませんが、エ
ンドポイント B は、ファブリック内で学習します。エンドポイント A は、エンドポイント B
に別の ARP 要求を送信する場合、ファブリックはプロキシ ARP 応答から送信 BD mac です。
次の例ではプロキシ ARP 解像度がクライアント VM1 と VM2 間の通信の手順します。
1.

VM2 通信を VM1 が必要です。
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図 28 : VM2 通信を VM1 が必要です。

表 14 : ARP 表の説明

2.

デバイス

状態

VM1

IP = * MAC = *

ACI ファブリック

IP = * MAC = *

VM2

IP = * MAC = *

VM1 は、ブロードキャスト MAC アドレスとともに ARP 要求を VM2 に送信します。
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図 29 : VM1 はブロードキャスト MAC アドレスとともに ARP 要求を VM2 に送信します

表 15 : ARP 表の説明

3.

デバイス

状態

VM1

IP = VM2 IP; MAC = ?

ACI ファブリック

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

VM2

IP = * MAC = *

ACI ファブリックは、ブリッジ ドメイン（BD）内のプロキシ ARP 要求をフラッディング
します。
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図 30 : ACI ファブリックは BD 内のプロキシ ARP 要求をフラッディングします

表 16 : ARP 表の説明

4.

デバイス

状態

VM1

IP = VM2 IP; MAC = ?

ACI ファブリック

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

VM2

IP = VM1 IP; MAC = BD MAC

VM2 は、ARP 応答を ACI ファブリックに送信します。
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図 31 : VM2 は ARP 応答を ACI ファブリックに送信します

表 17 : ARP 表の説明

5.

デバイス

状態

VM1

IP = VM2 IP; MAC = ?

ACI ファブリック

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

VM2

IP = VM1 IP; MAC = BD MAC

VM2 が学習されます。
図 32 : VM2 が学習されます
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表 18 : ARP 表の説明

デバイス

状態

VM1

IP = VM2 IP; MAC = ?

ACI ファブリック

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC
IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC

VM2
6.

IP = VM1 IP; MAC = BD MAC

VM1 は、ブロードキャスト MAC アドレスとともに ARP 要求を VM2 に送信します。
図 33 : VM1 はブロードキャスト MAC アドレスとともに ARP 要求を VM2 に送信します

表 19 : ARP 表の説明

デバイス

状態

VM1

IP = VM2 IP MAC = ?

ACI ファブリック

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC
IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC

VM2
7.

IP = VM1 IP; MAC = BD MAC

ACI ファブリックは、プロキシ ARP VM1 への応答を送信します。
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図 34 : ACI ファブリック VM1 にプロキシ ARP 応答を送信します。

表 20 : ARP 表の説明

デバイス

状態

VM1

IP = VM2 IP;MAC = BD MAC

ACI ファブリック

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC
IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC

VM2

IP = VM1 IP; MAC = BD MAC

注意事項と制約事項
プロキシ ARP を使用すると、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。
• プロキシ ARP は、隔離 Epg でのみサポートされます。EPG が隔離ではない場合、障害が
発生します。プロキシ ARP が有効になっていると隔離 Epg 内で発生する通信では、uSeg
Epg を設定する必要があります。たとえば、隔離の EPG 内で別の IP アドレスを持つ複数
の Vm がある可能性があり、これらの Vm の IP address range(IP アドレス範囲、IP アドレ
スの範囲) に一致する IP の属性を持つ uSeg EPG を設定することができます。
• 隔離されたエンドポイントを通常のエンドポイントと、定期的なエンドポイントを隔離の
エンドポイントからの ARP 要求には、プロキシ ARP は使用しないでください。このよう
な場合は、エンドポイントは、接続先の Vm の実際の MAC アドレスを使用して通信しま
す。
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プロキシ ARP がサポートされている組み合わせ
次のプロキシ ARP 表では、サポートされている組み合わせを示します。
ARP 送信元/宛先

定期的な EPG

プロキシ ARP に適用される
EPG の隔離

定期的な EPG

ARP

ARP

プロキシ ARP に適用される
EPG の隔離

ARP

プロキシ ARP

拡張 GUI を使用したプロキシ ARP の設定
始める前に
• 適切なテナント、VRF、ブリッジ ドメイン、アプリケーションプロファイルおよび EPG
を作成する必要があります。
• プロキシ ARP が有効にするのにが EPG で内通 EPG の分離を有効にする必要があります。
手順

ステップ 1 メニュー バーで、Tenant > Tenant_name をクリックします。
ステップ 2 ナビゲーション ] ペインで、展開、 Tenant_name > アプリケーション プロファイル >
Application_Profile_name > アプリケーション Epg 、右クリックして アプリケーション EPG
の作成 を実行するダイアログボックス、次のアクションに、 アプリケーション EPG の作成
ダイアログボックス:
a)

Name フィールドに EPG 名を追加します。

ステップ 3 Intra EPG Isolation フィールドで、Enforced を選択します。
内通 EPG 分離が適用されるときに、 転送制御 フィールドは使用可能になります。
ステップ 4 Forwarding Control フィールドで、proxy-arp チェック ボックスをオンにします。
proxy-arp が有効になります。
ステップ 5 Bridge Domain フィールドで、ドロップダウン リストから、関連付ける適切なブリッジ ドメ
インを選択します。
ステップ 6 必要に応じて、ダイアログボックスの残りのフィールドを選択し、をクリックして 終了 。
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プロキシ ARP は、Cisco NX-OS スタイル CLI を使用しての
設定
始める前に
• 適切なテナント、VRF、ブリッジ ドメイン、アプリケーションプロファイルおよび EPG
を作成する必要があります。
• プロキシ ARP が有効にするのにが EPG で内通 EPG の分離を有効にする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure
例：

目的
コンフィギュレーション モードに入り
ます。

apic1# configure

ステップ 2 tenant tenant-name
例：

テナント コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

apic1(config)# tenant Tenant1

ステップ 3 application application-profile-name
例：

アプリケーション プロファイルを作成
し、アプリケーション モードを開始し
ます。

apic1(config-tenant)# application
Tenant1-App

ステップ 4 epg application-profile-EPG-name

EPG を作成し、EPG モードに入ります。

例：
apic1(config-tenant-app)# epg
Tenant1-epg1

ステップ 5 proxy-arp enable
例：
apic1(config-tenant-app-epg)# proxy-arp
enable

ステップ 6 exit
例：
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7 exit

テナント コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

例：
apic1(config-tenant-app)# exit

ステップ 8 exit

グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

例：
apic1(config-tenant)# exit

例
次に、プロキシ ARP を設定する例を示します。
apic1# conf t
apic1(config)# tenant Tenant1
apic1(config-tenant)# application Tenant1-App
apic1(config-tenant-app)# epg Tenant1-epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# proxy-arp enable
apic1(config-tenant-app-epg)#
apic1(config-tenant)#

プロキシ ARP REST API を使用しての設定
始める前に
• プロキシ ARP が有効にするのにが EPG で内通 EPG の分離を有効にする必要があります。
手順

プロキシ ARP を設定します。
例：
<polUni>
<fvTenant name="Tenant1" status="">
<fvCtx name="EngNet"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="BD1">
<fvRsCtx tnFvCtxName="EngNet" />
<fvSubnet ip="1.1.1.1/24"/>
</fvBD>
<fvAp name="Tenant1_app">
<fvAEPg name="Tenant1_epg" pcEnfPref-"enforced" fwdCtrl="proxy-arp">
<fvRsBd tnFvBDName="BD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-dom9"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
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</fvTenant>
</polUni>
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トラフィック ストーム制御
この章は、次の項で構成されています。
• トラフィック ストーム制御について （251 ページ）
• GUI を使用したトラフィック ストーム制御ポリシーの設定 （252 ページ）
• NX-OS スタイルの CLI を使用したトラフィック ストーム制御ポリシーの設定 （253 ペー
ジ）
• REST API を使用したトラフィック ストーム制御ポリシーの設定 （255 ページ）

トラフィック ストーム制御について
トラフィック ストームは、パケットが LAN でフラッディングする場合に発生するもので、過
剰なトラフィックを生成し、ネットワークのパフォーマンスを低下させます。トラフィック ス
トーム制御ポリシーを使用すると、物理インターフェイス上におけるブロードキャスト、未知
のマルチキャスト、または未知のユニキャストのトラフィック ストームによって、レイヤ 2
ポート経由の通信が妨害されるのを防ぐことができます。
デフォルトでは、ストーム制御は ACI ファブリックでは有効になっていません。ACI ブリッジ
ドメイン（BD）レイヤ 2 の未知のユニキャストのフラッディングは BD 内でデフォルトで有
効になっていますが、管理者が無効にすることができます。その場合、ストーム制御ポリシー
はブロードキャストと未知のマルチキャストのトラフィックにのみ適用されます。レイヤ 2 の
未知のユニキャストのフラッディングが BD で有効になっている場合、ストーム制御ポリシー
は、ブロードキャストと未知のマルチキャストのトラフィックに加えて、レイヤ 2 の未知のユ
ニキャストのフラッディングに適用されます。
トラフィック ストーム制御（トラフィック抑制ともいいます）を使用すると、着信するブロー
ドキャスト、マルチキャスト、未知のユニキャストのトラフィックのレベルを 1 秒間隔でモニ
タできます。この間に、トラフィック レベル（ポートで使用可能な合計帯域幅のパーセンテー
ジ、または特定のポートで許可される 1 秒あたりの最大パケット数として表されます）が、設
定したトラフィック ストーム制御レベルと比較されます。入力トラフィックが、ポートに設定
したトラフィック ストーム制御レベルに到達すると、トラフィック ストーム制御機能によっ
てそのインターバルが終了するまでトラフィックがドロップされます。管理者は、ストーム制
御しきい値を超えたときにエラーを発生させるようにモニタリング ポリシーを設定できます。
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GUI を使用したトラフィック ストーム制御ポリシーの設
定
手順

ステップ 1

メニュー バーで、[Fabric] をクリックします。

ステップ 2

サブメニュー バーで External Access Policies をクリックします。

ステップ 3

Navigation ウィンドウで Policies を展開します。

ステップ 4

Interface を展開します。

ステップ 5

[Storm Control] を右クリックし、[Create Storm Control Interface Policy] を選択します。

ステップ 6

[Create Storm Control Interface Policy] ダイアログボックスで、[Name] フィールドにポリシーの
名前を入力します。

ステップ 7

Configure Storm Control フィールドで、All Types または Unicast, Broadcast, Multicast のいず
れかのオプション ボタンをクリックします。
（注）

Unicast, Broadcast, Multicast オプション ボタンを選択すると、それぞれのトラフィッ
ク タイプで個別にストーム制御を設定することができます。

ステップ 8

[Specify Policy In] フィールドで、[Percentage] または [Packets Per Second] いずれかのオプション
ボタンをクリックします。

ステップ 9

[Percentage] を選択した場合は、次の手順を実行します。
a)

[Rate] フィールドに、トラフィック レートのパーセンテージを入力します。
ポートで使用可能な合計帯域幅のパーセンテージを指定する 0 ～ 100 の数値を入力しま
す。1 秒の間隔中に入力トラフィックがこのレベルに達するか、それを超えると、トラ
フィック ストーム制御により、その間隔の残りのトラフィックはドロップされます。値
100 は、トラフィック ストーム制御を行わないことを意味します。値 0 の場合、すべての
トラフィックが抑制されます。

b) [Max Burst Rate] フィールドに、バースト トラフィック レートのパーセンテージを入力し
ます。
ポートで使用可能な合計帯域幅のパーセンテージを指定する 0 ～ 100 の数値を入力しま
す。入力トラフィックがこれ以上になると、トラフィック ストーム制御が開始してトラ
フィックをドロップされるようになります。
（注）

ステップ 10

Max Burst Rate は、Rate の値以上でなければなりません。

[Packets Per Second] を選択した場合は、次の手順を実行します。
a)

[Rate] フィールドに、トラフィック レートを 1 秒あたりのパケット数で入力します。
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この間、トラフィック レベル（1 秒あたりにポートを通過するパケット数として表され
る）が、設定したトラフィック ストーム制御レベルと比較されます。入力トラフィック
が、ポートに設定したトラフィック ストーム制御レベルに達するかそれを超えると、トラ
フィック ストーム制御機能によってそのインターバルが終了するまでトラフィックがド
ロップされます。
b) [Max Burst Rate] フィールドに、バースト トラフィック レートを 1 秒あたりのパケット数
で入力します。
この間、トラフィック レベル（1 秒あたりにポートを通過するパケット数として表され
る）が、設定したバースト トラフィック ストーム制御レベルと比較されます。入力トラ
フィックが、ポートに設定したトラフィック ストーム制御レベルに達するかそれを超える
と、トラフィック ストーム制御機能によってそのインターバルが終了するまでトラフィッ
クがドロップされます。
ステップ 11

[Submit] をクリックします。

ステップ 12

ストーム制御インターフェイス ポリシーをインターフェイス ポートに適用します。
a)

メニュー バーで、[Fabric] をクリックします。

b) サブメニュー バーで External Access Policies をクリックします。
c)

Navigation ウィンドウで Interfaces を展開します。

d) Leaf Interfaces を展開します。
e)

Policy Groups を展開します。

f)

Leaf Policy Groups を選択します。
（注）

APIC バージョンが 2.x よりも前の場合は、[Policy Groups] を選択します。

g) ストーム制御ポリシーを適用するリーフ アクセス ポート ポリシー グループ、PC インター
フェイス ポリシー グループ、VPC インターフェイス ポリシー グループ、または PC/VPC
オーバーライド ポリシー グループを選択します。
h) [Work] ペインで、[Storm Control Interface Policy] のドロップダウンをクリックし、作成した
トラフィック ストーム制御ポリシーを選択します。
i)

[送信（Submit）] をクリックします。

NX-OS スタイルの CLI を使用したトラフィック ストーム
制御ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 次のコマンドを入力して PPS ポリシー
を作成します。
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コマンドまたはアクション
例：
(config)# template policy-group pg1
(config-pol-grp-if)# storm-control pps
10000 burst-rate 10000

ステップ 2 次のコマンドを入力してパーセント ポ
リシーを作成します。
例：
(config)# template policy-group pg2
(config-pol-grp-if)# storm-control
level 50 burst-rate 60

ステップ 3 物理ポート、ポート チャネルまたは仮
想ポート チャネルでストーム制御を設
定します。
例：
[no] storm-control
[unicast|multicast|broadcast] level
<percentage> [burst-rate <percentage>]
[no] storm-control
[unicast|multicast|broadcast] pps
<packet-per-second> [burst-rate
<packet-per-second>]
sd-tb2-ifc1# configure terminal
sd-tb2-ifc1(config)# leaf 102
sd-tb2-ifc1(config-leaf)# interface
ethernet 1/19
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control unicast level 35
burst-rate 45
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control broadcast level 36
burst-rate 36
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control broadcast level 37
burst-rate 38
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
sd-tb2-ifc1# configure terminal
sd-tb2-ifc1(config)# leaf 102
sd-tb2-ifc1(config-leaf)# interface
ethernet 1/19
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control broadcast pps 5000
burst-rate 6000
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control unicast pps 7000
burst-rate 7000
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control unicast pps 8000
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コマンドまたはアクション

目的

burst-rate 10000
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#

REST API を使用したトラフィック ストーム制御ポリシー
の設定
トラフィック ストーム制御ポリシーを設定するには、希望するプロパティを使用して
stormctrl:IfPol オブジェクトを作成します。
MyStormPolicy というポリシーを作成するには、次の HTTP POST メッセージを送信します。
POST https://192.0.20.123/api/mo/uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy.json

使用可能な帯域幅のパーセンテージでポリシーを指定するには、POST メッセージの本文に次
の JSON ペイロード構造を含めます。
{"stormctrlIfPol":
{"attributes":
{"dn":"uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy",
"name":"MyStormPolicy",
"rate":"75",
"burstRate":"85",
"rn":"stormctrlifp-MyStormPolicy",
"status":"created"
},
"children":[]
}
}

1 秒あたりのパケット数でポリシーを指定するには、POST メッセージの本文に次の JSON ペ
イロード構造を含めます。
{"stormctrlIfPol":
{"attributes":
{"dn":"uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy",
"name":"MyStormPolicy",
"ratePps":"12000",
"burstPps":"15000",
"rn":"stormctrlifp-MyStormPolicy",
"status":"created"
},
"children":[]
}
}

トラフィック ストーム制御インターフェイス ポリシーをインターフェイス ポートに適用しま
す。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<infraInfra status='created,modified'>
<infraHPathS name='__ui_l101_eth1--3' status='created,

modified'>
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<infraRsPathToAccBaseGrp tDn='uni/infra/funcprof/accportgrp-__ui_l101_eth1--3'
status='created,modified'>
</infraRsPathToAccBaseGrp>
<infraRsHPathAtt tDn='topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]'
status='created,modified'>
</infraRsHPathAtt>
</infraHPathS>
<infraFuncP status='created,modified'>
<infraAccPortGrp name='__ui_l101_eth1--3' status='created,modified'>
<infraRsStormctrlIfPol status='created,modified'
tnStormctrlIfPolName='__ui_l101_eth1--3'>
</infraRsStormctrlIfPol>
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<stormctrlIfPol status='created,modified' uucRate=’11' uucBurstPps='0xffffffff'
isUcMcBcStormPktCfgValid='1' name='__ui_l101_eth1--3' uucRatePps='0xffffffff'
uucBurstRate='22'>
</stormctrlIfPol>
</infraInfra>
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章

MACsec
この章の内容は、次のとおりです。
• MACsec について （257 ページ）
• MACSec の注意事項と制約事項 （259 ページ）
• GUI を使用したファブリック リンクの MACsec の設定 （261 ページ）
• GUI を使用したアクセス リンクの MACsec の設定 （261 ページ）
• APIC GUI を使用した MACsec パラメータの設定 （262 ページ）
• GUI を使用した MACsec キーチェーン ポリシーの設定 （262 ページ）
• NX-OS スタイルの CLI を使用したMACsecの設定 （263 ページ）
• REST API を使用した MACsec の設定 （266 ページ）

MACsec について
MACsec は、IEEE 802.1AE 規格ベースのレイヤ 2 ホップバイホップ暗号化であり、これによ
り、メディア アクセス非依存プロトコルに対してデータの機密性と完全性を確保できます。
MACsec は、暗号化キーにアウトオブバンド方式を使用して、有線ネットワーク上で MAC レ
イヤの暗号化を提供します。MACsec Key Agreement（MKA）プロトコルでは、必要なセッショ
ン キーを提供し、必要な暗号化キーを管理します。
802.1 ae MKA と暗号化はリンク、つまり、リンク (ネットワーク アクセス デバイスと、PC か
IP 電話機などのエンドポイント デバイス間のリンク) が直面しているホストのすべてのタイプ
でサポートされますかにリンクが接続されている他のスイッチまたはルータ。
MACsec は、イーサネット パケットの送信元および宛先 MAC アドレスを除くすべてのデータ
を暗号化します。ユーザは、送信元と宛先の MAC アドレスの後に最大 50 バイトの暗号化を
スキップするオプションもあります。
WAN またはメトロ イーサネット上に MACsec サービスを提供するために、サービス プロバイ
ダーは、Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）および L2TPv3 などのさまざま
なトランスポート レイヤ プロトコルを使用して、E-Line や E-LAN などのレイヤ 2 透過サービ
スを提供しています。
EAP-over-LAN（EAPOL）プロトコル データ ユニット（PDU）のパケット本体は、MACsec Key
Agreement PDU（MKPDU）と呼ばれます。3 回のハートビート後（各ハートビートは 2 秒）に
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参加者から MKPDU を受信しなかった場合、ピアはライブ ピア リストから削除されます。た
とえば、クライアントが接続を解除した場合、スイッチ上の参加者はクライアントから最後の
MKPDU を受信した後、3 回のハートビートが経過するまで MKA の動作を継続します。
APIC ファブリック MACsec
APIC はまたは責任を負う MACsec キーチェーン ディストリビューションのポッド内のすべて
のノードに特定のポートのノードになります。サポートされている MACsec キーチェーンし、
apic 内でサポートされている MACsec ポリシー ディストリビューションのとおりです。
• 単一ユーザ提供キーチェーンと 1 ポッドあたりポリシー
• ユーザが提供されるキーチェーンとファブリック インターフェイスごとのユーザが提供さ
れるポリシー
• 自動生成されたキーチェーンおよび 1 ポッドあたりのユーザが提供されるポリシー
ノードは、複数のポリシーは、複数のファブリック リンクの導入を持つことができます。これ
が発生すると、ファブリック インターフェイスごとキーチェーンおよびポリシーが優先して指
定の影響を受けるインターフェイス。自動生成されたキーチェーンと関連付けられている
MACsec ポリシーでは、最も優先度から提供されます。
APIC MACsec では、2 つのセキュリティ モードをサポートしています。MACsec セキュリティ
で保護する必要があります 中に、リンクの暗号化されたトラフィックのみを許可する セキュ
リティで保護する必要があります により、両方のクリアし、リンク上のトラフィックを暗号
化します。MACsec を展開する前に セキュリティで保護する必要があります モードでのキー
チェーンは影響を受けるリンクで展開する必要がありますまたはリンクがダウンします。たと
えば、ポートをオンにできますで MACsec セキュリティで保護する必要があります モードが
ピアがしているリンクでのキーチェーンを受信する前にします。MACsec を導入することが推
奨されて、この問題に対処する セキュリティで保護する必要があります モードとリンクの 1
回すべてにセキュリティ モードを変更 セキュリティで保護する必要があります 。

（注）

MACsec インターフェイスの設定変更は、パケットのドロップになります。
MACsec ポリシー定義のキーチェーンの定義に固有の設定と機能の機能に関連する設定で構成
されています。キーチェーン定義と機能の機能の定義は、別のポリシーに配置されます。
MACsec 1 ポッドあたりまたはインターフェイスごとの有効化には、キーチェーン ポリシーお
よび MACsec 機能のポリシーを組み合わせることが含まれます。

（注）

内部を使用して生成キーチェーンは、ユーザのキーチェーンを指定する必要はありません。

APIC アクセス MACsec
MACsec はリーフ スイッチ L3out インターフェイスと外部のデバイス間のリンクを保護するた
めに使用します。APIC GUI および CLI のユーザを許可するで、MACsec キーとファブリック

Cisco APIC Layer 2 ネットワーキング構成ガイド
258

MACsec
MACSec の注意事項と制約事項

L3Out インターフェイスの設定を MacSec をプログラムを提供する物理/pc/vpc インターフェイ
スごと。ピアの外部デバイスが正しい MacSec 情報を使用してプログラムすることを確認する
には、ユーザの責任です。

MACSec の注意事項と制約事項
次の注意事項と制約事項に従って MACSec を設定します。
• Fex ポートは MACsec ではサポートされていません。
• ポッド レベルでは、必須セキュア モードはサポートされていません。
• 「デフォルト」名の MACsec ポリシーはサポートされていません。
• 自動キー生成はファブリック ポートのポッド レベルでのみサポートされます。
• MACSEC はリモート リーフではサポートされていません。
• そのノードのファブリック ポートが [必須セキュア] モードの MACsec で実行されている
場合、ノードの再起動をクリアしないでください。
• MACsec を実行しているポッド内のノードのポッドまたはステートレス再起動に新しい
ノードを追加することで、ノードがポッドに参加するために [必須セキュア] モードを
[should-secure] モードに変更する必要があります。
• ファブリッ のリンクが [should-secure] モードの場合、アップグレー/ダウングレードのみ
を開始する必要があります。アップグレード/ダウン グレードが完了すると、次にモード
を [必須セキュア] に変更できます。[必須セキュア] モードでのアップグレード/ダウング
レードは、ノードからファブリックへの接続が失われます。接続の遮断から回復するに
は、APIC に表示されるノードのファブリック リンクを [should-secure] モードに設定する
必要があります。ファブリックが MACsec をサポートしていないバージョンにダウング
レードされた場合、ファブリック外のノードが クリーン リブートされる必要があります。
• PC/VPC インターフェイスでは、PC/VPC インターフェイスごとのポリシー グループによっ
て MACsec を展開できます。ポート セレクタは、特定のポートのセットにポリシーを展
開するために使用されます。したがって、L3Out インターフェイスに対応する正しいポー
ト セレクタを作成することはユーザの責任です。
• 設定がエクスポートされる前に、MACsec ポリシーを [should-secure] モードに設定するこ
とをお勧めします。
• スパイン上のすべてのリンクは、ファブリック リンクと見なされます。ただし、スパイン
リンクの IPN 接続を使用するとアクセス リンクとして次のリンクが処理されます。これ
は、MACsec アクセス ポリシーを次のリンクの MACsec を導入するために使用する必要が
あることを意味します。
• MACSEC セッションは、フォームに分をかかるまたは空のキーチェーンに新しいキーが
追加されるか、アクティブ キーがキーチェーンから削除切断する可能性があります。
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must-secure モードの展開
不正な導入手順に設定されているポリシーの 必須 secure モードが接続の消失で発生すること
ができます。そのような問題を避けるため次の手順に従う必要があります。
• MACsec [必須セキュア] モードを有効にする前に、各リンク ペアがそれぞれのキーチェー
ンを持っていることを確認する必要があります。これを確認するために推奨されること
は、[should-secure] モードでポリシーを展開し、MACsec セッションが予想されるリンク
上でアクティブになったら、モードを [必須セキュア] に変更することです。
• [必須セキュア] に設定されている MACsec ポリシーでキーチェーンの交換を試行すると、
リンクがダウンする原因となる可能性があります。この場合、以下の推奨手順に従う必要
があります。
• 新しいキーチェーンを使用している MACsec ポリシーを [should-secure] モードに変更
します。
• 影響を受けるインターフェイスが [should-secure] モードを使用しているか確認します。
• 新しいキーチェーンを使用するように MACsec ポリシーを更新します。
• アクティブな MACsec セッションと関連するインターフェイスが新しいキーチェーン
を使用していることを確認します。
• MACsec ポリシーを [必須セキュア] モードに変更します。
• [必須セキュア] モードに展開されている MACsec ポリシーを無効/削除するには、次の手順
に従う必要があります。
• MACsec ポリシーを [should-secure] に変更します。
• 影響を受けるインターフェイスが [should-secure] モードを使用しているか確認しま
す。
• MACsec ポリシーを無効/削除します。

キーチェーンの定義
• 開始時刻が [現在] のキーチェーンに 1 個のキーが存在します。must-secure がすぐにアク
ティブになるキーを持たないキーチェーンで展開される場合、キーが現在時刻になり
MACsec セッションが開始されるまでトラフィックはリンク上でブロックされます。
should-secure モードが使用されている場合、キーが現在になり、MACsec セッションが開
始されるまでトラフィックが暗号化されます。
• 終了時刻が infinite のキーチェーンに 1 個のキーが存在する必要があります。キーチェー
ンの期限が切れると、must-secure モードに設定されている影響を受けるインターフェイ
スでトラフィックがブロックされます。設定されたインターフェイス はセキュア モード
暗号化されていないトラフィック送信します。
• 終了時刻のオーバー ラップし、キーの間に移行すると、MACsec セッションを順番に使用
されるキーの開始時刻が残っています。
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GUI を使用したファブリック リンクの MACsec の設定
手順

ステップ 1 メニュー バーで、Fabric > Fabric Policies > Policies > MACsec > Interfaces をクリックします。
Navigation ウィンドウで、Interfaces を右クリックして Create MACsec Fabric Interface Policy
を開き、次の手順を実行します:
a)

Name フィールドに、MACsec ファブリック インターフェイス ポリシーの名前を入力しま
す。

b) MACsec Parameters フィールドで、以前に設定した MACsec パラメータ ポリシーを選択す
るか、新しいものを作成します。
c)

MACsec Keychain Policy フィールドで、以前に設定した MACsec パラメータ ポリシーを選
択するか、新しいものを作成して、Submit を作成します。
MACsec Keychain Policy を作成するには、GUI を使用した MACsec キーチェーン ポリシー
の設定 （262 ページ）を参照してください。

ステップ 2 MACsec Fabric Interface Policy をファブリック リーフまたはスパイン ポート ポリシー グルー
プに適用するには、Interfaces > Leaf/Spine Interfaces > Policy Groups > Spine/Leaf Port Policy
Group_name をクリックします。Work ウィンドウで、今作成した MACsec Fabric Interface
Policy を選択します。
ステップ 3 MACsec Fabric Interface Policy をポッド ポリシー グループに適用するには、ナビゲーション
ウィンドウで Pods > Policy Groups > Pod Policy Group_name をクリックします。Work ウィン
ドウで、今作成した MACsec Fabric Interface Policy を選択します。

GUI を使用したアクセス リンクの MACsec の設定
手順

ステップ 1 メニュー バーで、[ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] をクリックします。Navigation
ウィンドウで、Policies > Interface > MACsec > Interfaces をクリックし、Interfaces を右クリッ
クして Create MACsec Fabric Interface Policy を開き、次の手順を実行します:
a)

Name フィールドに、MACsec アクセス インターフェイス ポリシーの名前を入力します。

b) MACsec Parameters フィールドで、以前に設定した MACsec パラメータ ポリシーを選択す
るか、新しいものを作成します。
c)

MACsec Keychain Policy フィールドで、以前に設定した MACsec パラメータ ポリシーを選
択するか、新しいものを作成して、Submit を作成します。
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MACsec Keychain Policy を作成するには、GUI を使用した MACsec キーチェーン ポリシー
の設定 （262 ページ）を参照してください。
ステップ 2 MACsec Access Interface Policy をファブリック リーフまたはスパイン ポート ポリシー グルー
プに適用するには、Interfaces > Leaf/Spine Interfaces > Policy Groups > Spine/Leaf Policy
Group_name をクリックします。Work ウィンドウで、今作成した MACsec Fabric Interface
Policy を選択します。

APIC GUI を使用した MACsec パラメータの設定
手順

ステップ 1 メニュー バーで、[Fabric] > [Access Policies] の順にクリックします。ナビゲーション ] ペイン
で、[をクリックする インターフェイス ポリシー > ポリシー ] を右クリックし、 MACsec ポ
リシー を開く MACsec アクセス パラメータ ポリシーの作成 し、次のアクションを実行しま
す。
a)

Name フィールドに、MACsec アクセス パラメータ ポリシーの名前を入力します。

b) セキュリティ ポリシー フィールドで、暗号化されたトラフィックのモードを選択し、を
クリックして Submit 。
（注）

MACsec を展開する前に セキュア モードをする必要があります キーチェーン
は、影響を受けるインターフェイスに導入する必要があります、またはインター
フェイスがダウンします。

ステップ 2 適用する、 MACsec アクセス パラメータ ポリシー リーフまたはナビゲーション ペインで、
スパイン ポートのポリシー グループをクリックして インターフェイス ポリシー > ポリシー
グループ > スパイン リーフ/ポリシー Group_ 名 。作業 ] ペインで、[、 MACsec アクセス
インターフェイス ポリシー だけを作成します。

GUI を使用した MACsec キーチェーン ポリシーの設定
手順

ステップ 1 メニュー バーで Fabric > Fabric Policies > Policies > MACsec > KeyChains をクリックします。
Navigation ウィンドウで、KeyChains を右クリックして Create MACsec Keychain Policy を開
き、次の手順を実行します:
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a)

Name フィールドに、MACsec ファブリック インターフェイス ポリシーの名前を入力しま
す。

b) MACsec キー ポリシー テーブルを展開して、キー ポリシーを作成します。
ステップ 2 MACsec 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、MACsec キー ポリシーの名前を入力します。

b) Key Name フィールドにキーの名前を入力します (64 文字までの 16 進数)。
（注）

c)

キーチェーンあたり最大 64 のキーがサポートされています。

Pre-shared Key フィールドに、事前共有キーの情報を入力します。
（注）

• 128 ビットの暗号スイートでは、32 文字の PSK だけが許可されます。
• 256 ビットの暗号スイートでは、64 文字の PSK だけが許可されます。

d) Start Time フィールドで、キーが有効になる日付を選択します。
e)

End Time フィールドで、キーの有効期限が切れる日付を選択します。Ok と Submit をク
リックします。
（注）

キーチェーンで複数のキーを定義する場合には、古いキーから新しいキーへのス
ムーズな移行を確実にするために、キーの有効期間をオーバーラップさせて定義
する必要があります。古いキーの endTime と新しいキーの startTime をオーバー
ラップさせてください。

アクセス ポリシーでキーチェーン ポリシーを設定するには、メニュー バーで Fabric > External
Access Policies をクリックします。Navigation ウィンドウで Policies > Interface > MACsec >
MACsec KeyChain Policies をクリックし、Create MACsec Keychain Policy を右クリックして開
き、上記の手順を実行します。

NX-OS スタイルの CLI を使用したMACsecの設定
手順

ステップ 1 アクセス インターフェイスの MACsec セキュリティ ポリシーの設定
例：
apic1# configure
apic1(config)#
template macsec access security-policy accmacsecpol1
apic1(config-macsec-param)#
cipher-suite gcm-aes-128
apic1(config-macsec-param)#
conf-offset offset-30
apic1(config-macsec-param)#
description 'description for mac sec parameters'
apic1(config-macsec-param)#
key-server-priority 1
apic1(config-macsec-param)#
sak-expiry-time 110
apic1(config-macsec-param)#
security-mode must-secure
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aapic1(config-macsec-param)#
apic1(config-macsec-param)#
apic1(config)#

window-size 1
exit

ステップ 2 アクセス インターフェイスの MACsec キー チェーンを設定します。
PSK は、2 通りの方法で設定できます:
（注）

• 下のキー 12ab に示すように、psk-string コマンドを使用してインラインで設定し
ます。PSK は、ログに記録され、公開されるため、安全ではありません。
• キー ab12 で示すように、新しいコマンド Enter PSK string を psk-string コマンド
の後で使用し、個別に入力して設定します。ローカルにエコーされるだけで、ロ
グには記録されないため、PSK は安全です。

例：
apic1# configure
apic1(config)#
template macsec access keychain acckeychainpol1
apic1(config-macsec-keychain)#
description 'macsec key chain kc1'
apic1(config-macsec-keychain)#
key 12ab
apic1(config-macsec-keychain-key)#
life-time start 2017-09-19T12:03:15 end
2017-12-19T12:03:15
apic1(config-macsec-keychain-key)#
psk-string 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)#
exit
apic1(config-macsec-keychain)#
key ab12
apic1(config-macsec-keychain-key)#
life-time start now end infinite
apic1(config-macsec-keychain-key)#
life-time start now end infinite
apic1(config-macsec-keychain-key)# psk-string
Enter PSK string: 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)# exit
apic1(config-macsec-keychain)# exit
apic1(config)#

ステップ 3 アクセス インターフェイスの MACsec インターフェイス ポリシーを設定します:
例：
apic1# configure
apic1(config)#
template macsec access interface-policy accmacsecifpol1
apic1(config-macsec-if-policy)#
inherit macsec security-policy accmacsecpol1 keychain
acckeychainpol1
apic1(config-macsec-if-policy)#
exit
apic1(config)#

ステップ 4 MACsec インターフェイス ポリシーをリーフ (またはスパイン) 上のアクセス ンターフェイス
に関連付けます:
例：
apic1# configure
apic1(config)#
template macsec access interface-policy accmacsecifpol1
apic1(config-macsec-if-policy)#
inherit macsec security-policy accmacsecpol1 keychain
acckeychainpol1
apic1(config-macsec-if-policy)#
exit
apic1(config)

ステップ 5 ファブリック インターフェイス用に MACsec セキュリティ ポリシーを設定します:
例：
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apic1# configure
apic1(config)#
template macsec fabric security-policy fabmacsecpol1
apic1(config-macsec-param)#
cipher-suite gcm-aes-xpn-128
apic1(config-macsec-param)#
description 'description for mac sec parameters'
apic1(config-macsec-param)#
window-size 1
apic1(config-macsec-param)#
sak-expiry-time 100
apic1(config-macsec-param)#
security-mode must-secure
apic1(config-macsec-param)#
exit
apic1(config)#

ステップ 6 ファブリック インターフェイス用に MACsec キー チェーンを設定します:
PSK は、2 通りの方法で設定できます:
（注）

• 下のキー 12ab に示すように、psk-string コマンドを使用してインラインで設定し
ます。PSK は、ログに記録され、公開されるため、安全ではありません。
• キー ab12 で示すように、新しいコマンド Enter PSK string を psk-string コマンド
の後で使用し、個別に入力して設定します。ローカルにエコーされるだけで、ロ
グには記録されないため、PSK は安全です。

例：
apic1# configure
apic1(config)#
template macsec fabric security-policy fabmacsecpol1
apic1(config-macsec-param)#
cipher-suite gcm-aes-xpn-128
apic1(config-macsec-param)#
description 'description for mac sec parameters'
apic1(config-macsec-param)#
window-size 1
apic1(config-macsec-param)#
sak-expiry-time 100
apic1(config-macsec-param)#
security-mode must-secure
apic1(config-macsec-param)#
exit
apic1(config)#
template macsec fabric keychain fabkeychainpol1
apic1(config-macsec-keychain)#
description 'macsec key chain kc1'
apic1(config-macsec-keychain)#
key 12ab
apic1(config-macsec-keychain-key)#
psk-string 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)#
life-time start 2016-09-19T12:03:15 end
2017-09-19T12:03:15
apic1(config-macsec-keychain-key)#
exit
apic1(config-macsec-keychain)#
key cd78
apic1(config-macsec-keychain-key)# psk-string
Enter PSK string: 123456789a223456789a323456789abc
apic1(config-macsec-keychain-key)# life-time start now end infinite
apic1(config-macsec-keychain-key)# exit
apic1(config-macsec-keychain)# exit
apic1(config)#

ステップ 7 MACsec インターフェイス ポリシーをリーフ (またはスパイン) 上のファブリック ンターフェ
イスに関連付けます:
例：
apic1# configure
apic1(config)#
leaf 101
apic1(config-leaf)#
fabric-interface ethernet 1/52-53
apic1(config-leaf-if)#
inherit macsec interface-policy fabmacsecifpol2
apic1(config-leaf-if)#
exit
apic1(config-leaf)#
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REST API を使用した MACsec の設定
MACsec ファブリック ポリシーをファブリックのすべてのポッドに適用します。
例：
<fabricInst>
<macsecFabPolCont>
<macsecFabParamPol name="fabricParam1" secPolicy="should-secure"
replayWindow="120" >
</macsecFabParamPol>
<macsecKeyChainPol name="fabricKC1">
<macsecKeyPol name="Key1"
preSharedKey="0102030405060708090A0B0C0D0E0F100102030405060708090A0B0C0D0E0F10"
keyName="A1A2A3A0" startTime="now" endTime="infinite"/>
</macsecKeyChainPol>
</macsecFabPolCont>
<macsecFabIfPol name="fabricPodPol1" useAutoKeys="0">
<macsecRsToParamPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/fabparamp-fabricParam1"/>
<macsecRsToKeyChainPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/keychainp-fabricKC1"/>
</macsecFabIfPol>
<fabricFuncP>
<fabricPodPGrp name = "PodPG1">
<fabricRsMacsecPol tnMacsecFabIfPolName="fabricPodPol1"/>
</fabricPodPGrp>
</fabricFuncP>
<fabricPodP name="PodP1">
<fabricPodS name="pod1" type="ALL">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-PodPG1"/>
</fabricPodS>
</fabricPodP>
</fabricInst>

リーフ 101 の eth1/4 上で MACsec アクセス ポリシーを適用します。
例：
<infraInfra>
<macsecPolCont>
<macsecParamPol name="accessParam1" secPolicy="should-secure" replayWindow="120"
>
</macsecParamPol>
<macsecKeyChainPol name="accessKC1">
<macsecKeyPol name="Key1"
preSharedKey="0102030405060708090A0B0C0D0E0F100102030405060708090A0B0C0D0E0F10"
keyName="A1A2A3A0" startTime="now" endTime="infinite"/>
</macsecKeyChainPol>
</macsecPolCont>
<macsecIfPol name="accessPol1">
<macsecRsToParamPol tDn="uni/infra/macsecpcont/paramp-accessParam1"/>
<macsecRsToKeyChainPol tDn="uni/infra/macsecpcont/keychainp-accessKC1"/>
</macsecIfPol>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name = "LeTestPGrp">
<infraRsMacsecIfPol tnMacsecIfPolName="accessPol1"/>
</infraAccPortGrp>
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</infraFuncP>
<infraHPathS name="leaf">
<infraRsHPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/4]" />
<infraRsPathToAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-LeTestPGrp" />
</infraHPathS>
</infraInfra>

リーフ 101 の Eth1/49 およびスパイン 102 の eth 5/1 上で MACsec ファブリック ポリシーを適
用します。
<fabricInst>
<macsecFabPolCont>
<macsecFabParamPol name="fabricParam1" secPolicy="should-secure"
replayWindow="120" >
</macsecFabParamPol>
<macsecKeyChainPol name="fabricKC1">
<macsecKeyPol name="Key1"
preSharedKey="0102030405060708090A0B0C0D0E0F100102030405060708090A0B0C0D0E0F10"
keyName="A1A2A3A0" startTime="now" endTime="infinite"/>
</macsecKeyChainPol>
</macsecFabPolCont>
<macsecFabIfPol name="fabricPol1" useAutoKeys="0">
<macsecRsToParamPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/fabparamp-fabricParam1"/>
<macsecRsToKeyChainPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/keychainp-fabricKC1"/>
</macsecFabIfPol>
<fabricFuncP>
<fabricLePortPGrp name = "LeTestPGrp">
<fabricRsMacsecFabIfPol tnMacsecFabIfPolName="fabricPol1"/>
</fabricLePortPGrp>
<fabricSpPortPGrp name = "SpTestPGrp">
<fabricRsMacsecFabIfPol tnMacsecFabIfPolName="fabricPol1"/>
</fabricSpPortPGrp>
</fabricFuncP>
<fabricLFPathS name="leaf">
<fabricRsLFPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/49]" />
<fabricRsPathToLePortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/leportgrp-LeTestPGrp" />
</fabricLFPathS>
<fabricSpPortP name="spine_profile">
<fabricSFPortS name="spineIf" type="range">
<fabricPortBlk name="spBlk" fromCard="5" fromPort="1" toCard="5" toPort="1" />
<fabricRsSpPortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/spportgrp-SpTestPGrp" />
</fabricSFPortS>
</fabricSpPortP>
<fabricSpineP name="SpNode" >
<fabricRsSpPortP tDn="uni/fabric/spportp-spine_profile" />
<fabricSpineS name="spsw" type="range">
<fabricNodeBlk name="node102" to_="102" from_="102" />
</fabricSpineS>
</fabricSpineP>
</fabricInst>
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