
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（iページ）
•新機能および変更された機能に関する情報（iページ）
•表記法（xviページ）
•関連資料（xviiiページ）
•マニュアルに関するフィードバック（xixページ）

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

•仮想マシンのインストールと管理

•サーバ管理

•スイッチおよびネットワークの管理

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編成と特徴に加えられた主な変更点の概要を示

しています。ただし、今リリースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載され

ていません。
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表 1 : Cisco APIC Release 3.2(1)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:リ
モートリーフスイッチ

vPCドメインで、リモート
リーフスイッチの孤立した

ポートチャネルまたは物理

ポートに対するサポートが利

用できるようになりました。

孤立したポートのサポート

次の章を参照してください:
L3Outsの QoS

L3Outsのための QoSは、個別
の章に移動されました。

L3Outsのための QoSの章

次の項を参照してください。

レイヤ 3ルーティングおよび
サブインターフェイスポート

チャネル

レイヤ 3ポートチャネルへの
サポーが追加されました。

レイヤ 3ルーティングとサブ
インターフェイスポートチャ

ネル

次の章を参照してください:リ
モートリーフスイッチ

新しい機能とオプションがサ

ポートされました。

リモートのリーフスイッチの

強化

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

APIC GUI、NX-OSスタイル
CLI、または REST APIを使用
してトランジットルーティン

グを構成する方法についての

情報が追加されました。

トランジットルーティングの

強化

表 2 : Cisco APIC Release 2.2(4)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
IPv6ネイバー探索

ネイバー探索重複アドレス検

出 (DAD)を無効にするための
サポートが追加されました。

ネイバー探索重複アドレス検

出（DAD）

表 3 : Cisco APIC Release 3.1(2m)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

L3Outsの QoSを参照してくだ
さい。

このリリースでは、L3Out入
力トラフィックでの QoSポリ
シーの適用が強化されまし

た。

L3Outsのための QoS
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参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:外
部ネットワークへのルーテッ

ド接続

9216までの外部ネットワーク
と通信するために使用される

MTUの設定を有効にするため
に、最大MTUが 9000から
9216バイトに増加されまし
た。

最大MTUの増加

次の章を参照してください:
IPv6ネイバー探索

RS/RAパケットは、自動設定
は使用されは、ルーテッドイ

ンターフェイス、レイヤ 3サ
ブインターフェイス、SVIな
どのレイヤ 3インターフェイ
スで設定できます。

Outレイヤ 3でネイバー探索
ルータアドバタイズメント

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

ASオーバーライド機能が、ア
ウトバウンドルートの ASパ
スで送信 BGPルータの AS番
号を持つ発信元ルータからの

AS番号を置き換えます。

BGP外部ルーテッドネット
ワークと自律システムのオー

バーライド

表 4 : Cisco APIC Release 3.1(1i)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください: IP
Multicast：IPマルチキャスト

FEXポートに接続されている
マルチキャストの送信元また

は受信先がサポートされてい

ます。

FEXでのレイヤ 3マルチキャ
ストのサポート

次の章を参照してください:ス
イッチ仮想インターフェイス

SVI自動状態操作を有効にで
きます。これにより、VLAN
内のすべてのポートがダウン

すると SVI状態をダウン状態
にできます。

この機能は、APICリリース
2.2(3x)リリースおよび APIC
リリース 3.1 (1)で使用できま
す。APICリリース 3.0(x)では
サポートされていません。

スイッチ仮想インターフェイ

ス（SVI）自動状態
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参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:リ
モートリーフスイッチ

ACIファブリックを導入する
と、ACIサービスとAPIC管理
を、ローカルスパインスイッ

チまたはAPICが接続されてい
ない Cisco ACIリーフスイッ
チのあるリモートデータセン

ターに拡張できます。

リモートリーフスイッチ

Cisco ACI GOLFと「マルチ
ポッド」の章を参照してくだ

さい。

マルチポッドおよび GOLF
は、すべてのCiscoNexus 9300
プラットフォーム ACIモード
スイッチと、Cisco Nexus 9500
プラットフォーム ACIモード
スイッチラインカードとファ

ブリックモジュールによりサ

ポートされています。Cisco
APIC、リリース 3.1(x)以降で
は、これに N9K-C9364Cス
イッチも含まれます。

Multipodしの新しいハード
ウェアサポート

次の章を参照してください:
Cisco ACI GOLF

拡大 Vrfゴルフ接続を共有す
る場合、複数のサイトトポロ

ジでは、APICサイトの VRF
間のトラフィックの問題を回

避するガイドラインが追加さ

れました。

Multi-Siteサイト間の共有
GOLF接続を使用する

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

スパインスイッチ上で
Bidirectional Forwarding
Detection（BFD）のサポート
が追加されます。

スパインスイッチの BFDサ
ポート

次の章を参照してください:外
部ネットワークへのルーテッ

ド接続

新しい GUI、NX-OSスタイル
CLI、および REST APIの例
は、明確で一貫したものにな

りました。

L3Out構成の新しい例

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

ナレッジベースの記事、

「Cisco APICとトランジット
ルーティング」がこのガイド

に組み込まれました。APIC
GUI、NX-OSスタイル CLI、
および REST APIの新しい構
成例が含まれています。

トランジットルーティングの

設定
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参照先説明機能または変更

--このガイドの章は、より論理

的な順番になるように再編成

されました。次の章名が変更

されています:

•「テナント外部のネット
ワーク」が「外部ネット

ワークへのルーティング

接続」に

•「ルートプロファイル、
ルートマップ、および IP
プレフィックスリスト」

が「ルート制御」に

•「共有レイヤ 3外部接
続」が「共有サービス」

に

•「SVI外部カプセル化ス
コープが「スイッチ仮想

インターフェイス」に

再編成された章

表 5 : Cisco APIC Release 3.0(2h)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:ス
タティックルートブリッジド

メイン

パーベイシブブリッジドメイ

ン (BD)からファイアウォール
の背後にある仮想サービスへ

のルートを有効にする、スタ

ティックルートの構成へのサ

ポートが追加されました。

この機能は、通常の EPGを使
用して、パーベイシブ BDに
は直接接続されていないサブ

ネットやホストへのエンドポ

イント (EP)の到達可能性を有
効にします。

BDのスタティックルート：

注: APICRelease 2.2(3x)の機能は、この特定のリリースでのみ使用可能です。APICRelease 3.0(x)
または 3.1(x)ではサポートされていません。
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表 6 : Cisco APIC Release 2.2(3x)に関連した Cisco APICの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:ス
イッチ仮想インターフェイス

SVI自動状態操作を有効にで
きます。これにより、VLAN
内のすべてのポートがダウン

すると、SVI状態もダウン状
態になります。

この機能は APIC
Release 2.2(3x)リ
リースで利用可能で

す。APIC Release
3.0(x)ではサポート
されていません。

（注）

スイッチ仮想インターフェイ

ス（SVI）自動状態

表 7 : Cisco APIC Release 3.0(1k)に関連した Cisco APICの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

リモートピアによる最適なパ

ス選択の呼び出しのため、BGP
ルートの自律システムパスの

長さを変更できます

ASパスのプリペンド

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

等コストマルチパスロードバ

ランシングを呼び出すため

に、BGPがルートテーブルに
追加するパスの最大数を構成

できるようになりました。

BGP最大パス

表 8 : Cisco APIC Release 2.3(1e)に関連した Cisco APICの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:ス
イッチ仮想インターフェイス

このリリースでは、レイヤ 3
ネットワーク経由での SVIの
カプセル化の範囲を構成でき

ます。

レイヤ 3外部ネットワーク経
由での SVIのカプセル化の範
囲

次の章を参照してください:
ルート制御

特定のルートのコンテキスト

ルールを拒否することがサ

ポートされるようになりまし

た。

Denyプレフィックスのサポー
ト
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表 9 : Cisco APIC Release 2.2(2e)および 2.2(2f)に関連した Cisco APICの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

このリリースでは、ノードあ

たりの各VRFでBPGタイマー
を定義および関連付けること

ができます。

ノードBGPタイマー値ごとの
各 VRF

次の章を参照してください:共
有サービス

このリリースでは、異なるVrf
に、共有のレイヤ 3が記録さ
れるコントラクトを使用して

相互に通信できます。

レイヤ 3をインターVRF漏出
Out Out 3をレイヤします。

See chapter外部ネットワーク
へのルーテッド接続 andルー
ト制御

このリリースでは、複数の

BGPコミュニティは、ルート
プレフィックスのBGPプロト
コルを使用してごとここで割

り当てられます。

ルートプレフィックスごとに

割り当てられた複数のBGPコ
ミュニティ

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

サポートトランジットコンビ

ネーションマトリクスでのサ

ポートが追加されました。

EIGRPから BGPへのトラン
ジットルーティングが利用可

能になりました。

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

範囲とサブネットの集約コン

トロールでのステートメント

へのサポートが追加されまし

た。

異なる VRFの共有 L3Outs間
の通信
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表 10 :このドキュメントの新機能と変更された情報

参照先説明機能または変更

Cisco APICレイヤ 3構成ガイ
ド (本書)

このガイドのトピックは、

『Cisco APICベーシックコン
フィギュレーションガイドリ

リース 2.x』、『Cisco ACIお
よびCisco ACIでのレイヤ 3マ
ルチキャスト』、および次の

知識ベースの記事から取られ

ています:

• Cisco APICと外部ルート
の Interleak

• Cisco APICと明示的なプ
レフィックスリストを使

用するルートマップ

• Cisco APICの IPエージン
グポリシー

•テナントネットワークの
ための Cisco APIC Layer 3
Outside

• Cisco APICテナント、
VRF、および IPv6ネイ
バー探索でのブリッジド

メインの作成

• Cisco APICと共通パーベ
イシブゲートウェイ

• Cisco APICと HSRP

• Cisco APICと IGMPス
ヌープレイヤ 2マルチ
キャスト構成

• Cisco APICとインポート
およびエクスポート制御

を使用するルート制御プ

ロトコル

• Cisco APICと BGP外部
ルーティングネットワー

クと BFD

• Cisco APICと EIGRP

ドキュメントの再編成

はじめに
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参照先説明機能または変更

Cisco ACI GOLFと「マルチ
ポッド」の章を参照してくだ

さい。

「ファブリックWANのため
のレイヤ 3 EVPNサービス」
の名前が「Cisco ACI GOLF」
に変更されました

名称変更

表 11 : Cisco APIC Release 2.2(1n)に関連して本書に記されている新機能および変更点に関する情報

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
HSRP

このリリースでは、HSRPを有
効にできます。これはファー

ストホップ冗長プロトコル

（FHRP）であり、ファースト
ホップ IPルータの透過的な
フェールオーバーを可能にし

ます。HSRPは、デフォルト
ルータの IPアドレスを指定し
て設定された、イーサネット

ネットワーク上の IPホストに
ファーストホップルーティン

グの冗長性を提供します。

ルータグループでは HSRPを
使用して、アクティブルータ

およびスタンバイルータを選

択します。ルータグループで

は、アクティブルータはパ

ケットをルーティングする

ルータであり、スタンバイ

ルータはアクティブルータに

障害が発生したときや、プリ

セット条件に達したときに使

用されるルータです。

HSRP
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表 12 : Cisco APIC Release 2.1(1h)に関連した Cisco APICの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
Cisco ACI GOLF

EVPNトポロジの最適なトラ
フィック転送へのサポートが

追加されました。これを実現

するため、ファブリックのス

パインが BGP EVPNタイプ 5
（IPプレフィックス）ルート
の形式のパブリック BDサブ
ネットとともに、EVPNタイ
プ 2（MAC-IP）ルートを使用
するホストルートを DCIGに
アドバタイズするように設定

できます。

EVPNタイプ 2ホストルート
の配布

次の章を参照してください:
ルート制御

パブリックなブリッジドメイ

ン (BD)サブネットと外部トラ
ンジットネットワークのため

の明示的なプレフィックスリ

ストは、インバウンドとアウ

トバウンドのルート制御を可

能にします。レイヤ 3アウト
のインバウンドおよびアウト

バウンドルートコントロール

は、ルートマップ/プロファイ
ル（rtctrlProfile）によって管理
されます。ルートマップ/プロ
ファイルポリシーは、Cisco
ACIファブリックでレイヤ 3
アウトを完全に管理するプレ

フィックスリストをサポート

し\ています。

明示的なプレフィクスリスト

を使用するルートマップ

はじめに
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参照先説明機能または変更

次の章を参照してください: IP
エージング

このリリースでは、エンドポ

イントでの IPのための新しい
エージングポリシーを有効に

できます。IPエージングポリ
シーは、エンドポイント上の

使用されていない IPを追跡
し、その寿命を管理します。

追跡は、ローカルのエンドポ

イントエージング間隔の 75%
で、IPv4の場合にはARPリク
エスト、IPv6の場合にはネイ
バー誘導を送信する、BD用に
設定されたエンドポイント保

持ポリシーを使用して実行さ

れます。IPから応答を受信し
なかった場合、その IPの寿命
は切れます。

IPエージングポリシー

次の章を参照してください:
IGMPスヌーピング

Internet Group Management
Protocol（IGMP）ネットワー
クトラフィックをリッスンす

るプロセスである IGMPス
ヌーピングのサポートが追加

されました。この機能は、

ネットワークスイッチがホス

トとルータの間の対話をリッ

スンし、必要のないマルチ

キャストリンクはフィルタし

て、どのポートが特定のマル

チキャストトラフィックを受

信するかを制御できるように

します。

IGMPスヌープアクセスグ
ループのサポートおよびIGMP
スヌープスタティックグルー

プのサポート

次の章を参照してください: IP
Multicast：IPマルチキャスト

multipodトポロジで IPマルチ
キャストのサポートが追加さ

れました

multipodでのマルチキャスト
のサポート

はじめに

xi

はじめに
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表 13 : Cisco APICCisco APICリリース 2.0(1m)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

See chapters外部ネットワーク
へのルーテッド接続 andルー
ト制御

BGPの場合と同様に、OSPF
を使用したインポートおよび

エクスポート制御へのサポー

トが追加されました。

OSPFインバウンドフィルタ
リングでのインポート制御ポ

リシーのサポート

次の章を参照してください:
Cisco ACI GOLF

GOLFが導入されました。GOLF (ファブリックWAN経
由のレイヤ 3 EVPNサービス)

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

GOLF L3Outsと境界リーフ
BGP/OSPF L3Outsがサポート
されました。

トランジットルーティングで

GOLFがサポートされました。

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

帯域幅と遅延などの EIGRPの
プロパティのサポートが追加

されました。

EIGRPインターフェイスポリ
シーの強化

次の章を参照してください: IP
Multicast：IPマルチキャスト

レイヤ 3マルチキャストが導
入されました。

レイヤ 3マルチキャスト

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

サブネットの範囲と集約コン

トロールについての新しいセ

クションを追加されました。

トランジットルーティングの

サブネットの集約コントロー

ルのサポート

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

Ethertype、プロトコル、L4
ポート、および TCPフラグ
フィルタのサポートが使用可

能になり、トランジットルー

ティング制御に使用できるよ

うになりました。

Ethertype、プロトコル、L4
ポート、および TCPフラグ
フィルタのサポート

表 14 : Cisco APICCisco APICリリース 1.3(1g)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

オブジェクトモデル CLIの手
順が削除されました。

GUIと NX-OS CLIインター
フェイスの追加ルート集約手

順が追加されました。

ルート集約

はじめに
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参照先説明機能または変更

•この章のNX-OSスタイル
CLIのトピック

次の章を参照してくださ

い:トランジットルーティ
ング

IPv6とネイバー探索

•ルートコントロールでの
NX-OSスタイル CLIのト
ピック

• BFDでの BGP外部ルー
テッドネットワーク (ルー
ティングプロトコルのサ

ポート)でのNX-OSスタ
イル CLIのトピック

•次の章を参照してくださ
い:ルーティングプロトコ
ルサポート

オブジェクトモデル CLIの手
順が削除され、NX-OSスタイ
ル CLIの手順が追加されまし
た。

-

表 15 : Cisco APIC Release 1.2(x)に関連した Cisco APICの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

コミュニティ、ローカルプレ

フィックス、MEDなど、受信
したすべてのルートの属性設

定のサポートが追加されまし

た。タグ、ローカルプレ

フィックス、コミュニティな

ど、再分配したすべてのルー

トの属性を設定します。

OSPFから受信し、再分配した
すべてのルートへの属性設定

はじめに

xiii
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はじめに
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参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

ルート集約では、ルートテー

ブルで多数の固有アドレスを

1つのアドレスに置き換えるこ
と可能にします。たとえば、

10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、
10.1.3.0/24は 10.1.0.0/16に置
き換えられます。ルート集約

ポリシーにより、ボーダー

リーフスイッチとそのネイ

バーリーフスイッチの間で

ルートを効率的に共有するこ

とができます。BGP、OSPF、
あるいは EIGRPのルート集約
ポリシーは、ブリッジドメイ

ンまたは中継サブネットに適

用されます。OSPFでは、エリ
ア間ルート集約と外部ルート

集約がサポートされます。

OSPF、BGP、およびEIGRPの
ルート集約

次の章を参照してください:共
通パーベイシブゲートウェイ

ブリッジ -ドメインごとに IPv4
共通ゲートウェイを使用して

2つの ACIファブリックを設
定できます。これにより、1つ
以上の仮想マシン（VM）また
は従来のホストを、ホストが

その IPアドレスを保持したま
まファブリック間で移動でき

ます。ファブリック間の VM
とホストの移動は、VMハイ
パーバイザによって自動的に

行うことができます。ACI
ファブリックは、同じ場所に

配置することも、複数のサイ

ト間でプロビジョニングする

こともできます。ACIファブ
リック間のレイヤ 2接続は、
ローカルリンクか、ブリッジ

型ネットワークにわたるもの

になります。

共通パーベイシブゲートウェ

イ

はじめに
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参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

BGP属性の設定は、コミュニ
ティ、ローカル環境設定、

MEDなどの着信のコミュニ
ティに基づくルートに対して

有効です。

着信コミュニティに基づく

ルートの BGP属性の設定

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

BFDのサポートが導入されま
した。これにより、ピアリン

グルータの接続をサポートす

るように設定された ACIファ
ブリック境界リーフスイッチ

間の転送パスのサブセカンド

障害検出時間を提供します。

Bidirectional Forwarding
Detection（BFD）:

GUI、NX-OSCLIおよびREST
APIのグローバル構成

GUI、NX-OSCLIおよびREST
APIのインターフェイス構成

GUI、NX-OSCLIおよびREST
APIコンシューマプロトコル
の構成

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

BGP最大プレフィックスの制
限のサポートが追加されまし

た。

最大プレフィックスの制限

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

BGP属性のダイナミックネイ
バー、ルートダンプニング、

ウェイト属性と

remove-private-asへのサポート
の追加。

アクションルールプロファイ

ルとピア接続プロファイルの

属性設定のためのBGPの強化

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

IPv6はEIGRPでサポートされ
ます。

インターフェイスポリシーが

強化されました。既存のイン

ターフェイスポリシーパラ

メータだけでなく、帯域幅と

遅延も、eigrpIfPol 属性によっ
てインターフェイス上で制御

できます。。

NX OSスタイル CLIの手順が
追加されました。

IPv6のサポートとインター
フェイスポリシーの強化

はじめに

xv
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参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:外
部ルートのインターリーク

OSPFから BGPへのルートの
インターリークを有効にする

ため、属性 (コミュニティ、設
定、またはメトリック)を設定
するためのサポートが追加さ

れました。

外部ルータのインターリーク

次の章を参照してください:ト
ランジットルーティング

ファブリックでの中継ルー

ティングのサポートが追加さ

れました。

トランジットルーティングの

サポート

表 16 : Cisco APIC、リリース 1.1(x)の新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

次の章を参照してください:
ルーティングプロトコルサ

ポート

IPv6のサポート、直接BGPの
サポートおよびeBGPのサポー
トが導入されました。

IPv6のサポート、直接BGPの
サポートおよびeBGPのサポー
ト

次の章を参照してください:外
部ネットワークへのルーテッ

ド接続

テナントレイヤ 3外部ネット
ワークに付いての記述が追加

されました。

テナントレイヤ 3外部ネット
ワーク

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

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。

[x]

いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや
引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

はじめに

xvi
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説明表記法

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。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック

体が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用
しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringと
みなされます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーン

フォントで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーン

フォントで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体のスクリーンフォ

ントで示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で
囲んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコ

で囲んで示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合
には、コメント行であることを示します。

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

はじめに
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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

警告

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

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
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シスコアプリケーションセントリックインフラストラクチャ（ACI）シミュレータのマニュア
ル

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。
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