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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。

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。

太字

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。イタリック

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
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説明表記法

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

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

[x | y]

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

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す

べき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

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

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

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

screen フォント

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

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screenフォント
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

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

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

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

!、#
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このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

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

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

います。

注意

安全上の重要な注意事項

「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。装置の取り扱

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

警告の各国語版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「TranslatedSafetyWarnings」を参
照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

関連資料

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のマニュアル

APICの関連マニュアル（『Cisco APIC Getting Started Guide』、『Cisco APIC Basic Configuration
Guide』、『Cisco APIC Layer 2 Networking Configuration Guide』、『Cisco APIC Layer 3 Networking
Configuration Guide』、『Cisco APIC NX-OS Style Command-Line Interface Configuration Guide』、
『Cisco APIC REST API Configuration Guide』、『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Services Deployment
Guide』、および『Cisco ACI Virtualization Guide』）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

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。
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Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのマニュアル

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのマニュアルは、次の URLで入手できます。http://
www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Application Virtual Switch のマニュアル

Cisco Application Virtual Switch（AVS）のマニュアルは、次の URLで入手できます。http://
www.cisco.com/c/en/us/support/switches/application-virtual-switch/tsd-products-support-series-home.html

シスコアプリケーションセントリックインフラストラクチャ（ACI）と OpenStack の統合に関す
るマニュアル

Cisco ACIと OpenStackの統合に関するマニュアルは、次の URLから入手できます。http://
www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、apic-docfeedback@cisco.comまでご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

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

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

新機能および変更された機能に関する情報

この章の内容は、次のとおりです。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表は、この最新リリースまでのガイドでの主な変更点の概要を示したものです。ただし、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。

表 1：このマニュアルの変更された機能

参照先説明変更された機能

Cisco APIC Layer 2 Configuration
Guide

「ACI Fabric Access Layer 2
Connectivity」の章は新しい設定
ガイドに移動されました

新しいガイドに移動された章

Cisco APIC Layer 3 Configuration
Guide

「ACI Fabric Access Layer 3
Outside Connectivity」の章は新
しい設定ガイドに移動されまし

た

新しいガイドに移動された章

表 2：Cisco APIC 2.2(2e) リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

『ACI Fabric Layer 3 Outside
Connectivity』の「Cisco ACI
GOLF」

「ファブリックWANのレイヤ
3 EVPNサービス」の名前が
「CiscoACIGOLF」に変更され
ました

名称変更

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
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表 3：Cisco APIC 2.2(1n) リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能

Supporting Fibre Channel over
Ethernet Traffic on the ACI Fabric

FCoE over FEXポートを設定で
きるようになりました。

FCoE over FEX

表 4：Cisco APIC 2.1(1h) リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能

『Configuring Layer 3 EVPN
Services over Fabric WAN』の
「Distributing BGP EVPN Type-2
Host Routes」

このリリースでは、EVPNトポ
ロジの最適なトラフィック転送

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

ベアメタルでのネットワーク

ベースの属性によるマイクロセ

グメンテーションの使用

このリリースでは、物理エンド

ポイントデバイスの IPアドレ
ス属性またはMACアドレス属
性を使用してマイクロセグメン

ト EPGを設定できます。

ベアメタル環境でのネットワー

クベースのマイクロセグメント

EPGの設定

共有リソースとしての IPアド
レスベースのマイクロセグメン

ト EPGの設定

このリリースでは、EPGが属す
るVRF以外のVRFにあるデバ
イスでアクセスおよび共有でき

るリソースとして、IPアドレス
ベースのマイクロセグメント

EPGを設定できます。

共有リソースとしての IPアド
レスベースの EPGの設定

「拡張 GUIを使用したインバ
ンド管理アクセスの設定」、

「NX-OSスタイルのCLIを使用
したインバンド管理アクセスの

設定」、および「REST APIを
使用したインバンド管理アクセ

スの設定」

このリリースでは、APICサー
バと外部の管理デバイスの間の

デフォルト管理接続モードとし

てインバンドとアウトオブバン

ドを切り替えることができま

す。

グローバルインバンド/アウト
オブバンドデフォルト管理接

続の切り替え
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表 5：Cisco APIC 2.0(2f) リリースの新機能と変更された動作

参照先説明機能

このリリースでは大幅な変更は

行われていません。

表 6：Cisco APIC およびドキュメントの再編成における新機能と変更された機能

参照先説明機能Cisco APIC のリ
リースバージョン

インポートおよびエクスポート制御

のOSPFサポートは、次のトピック
で取り上げられています。

• Configuring a Layer 3 Outside for
Tenant Networks Using the GUI
200

• Configuring Layer 3 Outside for
Tenant Networks Using the REST
API 202

• Configuring a Route Control
Protocol to Use Import and Export
Controls, With the GUI 225

• Configuring a Route Control
Protocol to Use Import and Export
Controls, With the REST API 227

• Configuring a Route Control
Protocol to Use Import and Export
Controls, With the NX-OS Style
CLI 228

• Transit Route Control 241

インポートおよ

びエクスポート

制御を有効にす

ると、BGPだけ
ではなくOSPFに
も適用されるこ

とに注意してく

ださい。

インポート制御ポリ

シーのサポート：イ

ンバウンドフィル

タリングにOSPFを
使用可能。

リリース 2.0(1m)

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
3

新機能および変更された機能に関する情報

新機能および変更された機能に関する情報



参照先説明機能Cisco APIC のリ
リースバージョン

–このガイドの内

容が再編成され

ました。

以前のリリース

の『Cisco APIC
Getting Started
Guide』に記載さ
れている GUI、
REST API、CLI
の複数のタスク

がこのガイドに

移行されまし

た。

–リリース 2.0(1m)

FCoEの概念と APICの設定につい
ては、「ACI Fabric Layer 2
Connectivity」の章の次のトピック
で説明しています。

• FCoE Basic GUI Configuration
122

• FCoE Advanced GUI
Configuration 129

• Configuring FCoE Connectivity
Using the NX-OS Style CLI 147

• Configuring FCoE Connectivity
Using the REST API 155

ACIファブリック
を介したFCoE接
続の実装に関す

る概要と設定の

トピック。

Fibre Channel over
Ethernet（FCoE）サ
ポート

リリース 2.0(1m)
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参照先説明機能Cisco APIC のリ
リースバージョン

ファブリックWAN経由のレイヤ 3
サービスの概念と APICの設定につ
いては、「ACI Fabric Layer 3
OutsideConnectivity」の章の次のト
ピックで説明しています。

• Layer 3 EVPN Services Over
Fabric WAN 191

• Configuring Layer 3 EVPN for
WAN Services Using the GUI 208

• Configuring Layer 3 EVPN for
WAN Services Using the NX-OS
Style CLI 210

• Configuring Layer 3 EVPN for
WAN Services Using the REST
API 211

ファブリック

WAN経由のレイ
ヤ 3 EVPNサービ
スの実装に関す

る概要と設定の

トピック。

ファブリックWAN
経由のレイヤ 3
EVPNサービス

リリース 2.0(1m)
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第 2 章

Cisco ACI/APIC インターフェイスについて

• ACI/APICインターフェイスについて, 7 ページ

ACI/APIC インターフェイスについて
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）アーキテクチャ内での一元
管理は、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）と呼ばれています。このコントローラ
によって、すべての設定、管理、モニタリング、ヘルスの機能にアクセスできます。アプリケー

ションプログラミングインターフェイス（API）を備えた中央集中型コントローラを使用すると、
ファブリックを通じて設定またはアクセスされるすべての機能に次のインターフェイスを介して

アクセスできます。

• APIC GUI

APIC GUIは、REST APIメッセージを交換することによって APICエンジンと内部的に通信
する APICへのブラウザベースのグラフィカルインターフェイスです。次の 2つのモードが
あります。

◦拡張：大規模な構成、導入環境、運用で使用します。スイッチプロファイル、インター
フェイスプロファイル、ポリシーグループ、アクセスエンティティプロファイル

（AEP）などでの詳細なポリシー制御が可能で、大規模なファブリック構成および導入
環境の自動化を実現します。

◦基本：一般的なワークフローを可能にするシンプルなインターフェイスです。GUIの動
作モードにより、管理者はオブジェクトモデルの最小限の知識で簡単に ACIの使用を
開始することができます。シンプル化された GUIを使用すると、高度なポリシーを設
定しなくてもリーフポートとテナントの設定が可能です。

APIC GUIの詳細については、『Cisco APIC Getting Started Guide, Release 2.x』および『Cisco
APICリリース 2.x基本設定ガイド』を参照してください。

• NX-OSスタイルの CLI：NX-OSスタイルのコマンドラインインターフェイス（CLI）は、
APICの設定、導入、および運用に使用できます。この CLIは、ルートに EXECモードを持
つコマンドモードの階層にまとめられており、グローバルコンフィギュレーションモード

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
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で始まるコンフィギュレーションサブモードのツリーが含まれます。使用できるコマンドは

実行しているモードによって異なります。

NX-OSスタイルの CLIの詳細については、『 Cisco APIC NX-OS Style Command-Line Interface
Configuration Guide』を参照してください。

• APICRESTAPI：RESTAPIは構成を許可するとともに、コントローラに管理機能へのアクセ
スを提供します。このインターフェイスは、GUIやCLIの重要なコンポーネントであり、ま
た、自動化ツール、プロビジョニングスクリプト、およびサードパーティのモニタリング

ツールや管理ツールへのアクセスポイントにもなっています。

APIC REST APIは、RESTアーキテクチャを使用するプログラマチックインターフェイスで
す。APIは JavaScriptオブジェクトの表記（JSON）または拡張マークアップ言語（XML）の
ドキュメントを含むHTTP（デフォルトでは無効）またはHTTPSのメッセージを受け入れ、
返します。プログラミング言語を使用して、APIメソッドまたはMOの説明を含むメッセー
ジや JSONまたは XMLドキュメントを生成できます。

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

   Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
8

Cisco ACI/APIC インターフェイスについて
ACI/APIC インターフェイスについて



APICの基本GUIを使用して行われた変更を拡張GUIで表示することはできますが、変更を加
えることはできません。また、拡張 GUIで行われた変更を基本 GUIで表示することはできま
せん。基本 GUIと NX-OSスタイルの CLIは常に同期されるため、NX-OSスタイルの CLIか
ら行った変更は基本 GUIに表示され、基本 GUIで行った変更は NX-OSスタイルの CLIに表
示されます。ただし拡張GUIとNX-OSスタイルの CLIの間ではこのような同期が行われませ
ん。次の例を参照してください。

注意

•基本 GUIモードと拡張 GUIモードを混在させないでください。拡張モードを使用して 2
つのポートにインターフェイスポリシーを適用し、次に基本モードを使用していずれか

のポートの設定を変更すると、変更内容が両方のポートに適用される可能性があります。

• APICでインターフェイスごとの設定を行う際に、拡張GUIとCLIを混在させないでくだ
さい。GUIで行われた設定が、NX-OS CLIでは部分的にしか機能しない可能性がありま
す。

たとえば、GUIの [Tenants] > [tenant-name] > [Application Profiles] > [application-profile-name]
> [Application EPGs] > [EPG-name] > [Static Ports] > [Deploy Static EPG on PC, VPC, or Interface]
でスイッチポートを設定したと仮定します。

次に NX-OSスタイルの CLIで show running-configコマンドを使用すると、以下のような
出力を受信します。

leaf 102
interface ethernet 1/15
switchport trunk allowed vlan 201 tenant t1 application ap1 epg ep1
exit
exit

NX-OSスタイルの CLIでこれらのコマンドを使用してスタティックポートを設定する
と、次のエラーが発生します。

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/15
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 201 tenant t1 application ap1
epg ep1
No vlan-domain associated to node 102 interface ethernet1/15 encap vlan-201

これは、CLIにAPICGUIでは実行されない検証があることが原因です。showrunning-config
コマンドによって出力されたコマンドが NX-OS CLIで機能するためには、VLANドメイ
ンが事前に設定されている必要があります。設定の順序は GUIに適用されません。

•拡張GUIを使用する前に、基本GUIまたはNX-OSCLIによって変更を加えないでくださ
い。変更を加えてしまうと、名前の先頭に_ui_が付加されたオブジェクトが意図せず作
成される場合があります。このオブジェクトは拡張 GUIで変更または削除できません。

このようなオブジェクトを削除する手順については、『APIC Troubleshooting Guide』の
「Troubleshooting Unwanted _ui_ Objects」を参照してください。

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
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第 3 章

ユーザアクセス、認証およびアカウンティ

ング

この章の内容は、次のとおりです。

• アクセス権のワークフローの依存関係, 11 ページ

• ユーザアクセス、認可およびアカウンティング, 12 ページ

• ローカルユーザの設定, 14 ページ

• リモートユーザの設定, 17 ページ

• APICアクセス用のWindows Server 2008 LDAPの設定, 23 ページ

• LDAPアクセス用の APICの設定, 25 ページ

• Cisco AVペアが欠落しているか不良であるリモートユーザのデフォルトの動作の変更, 26
ページ

• NX-OSスタイル CLIを使用した欠落または不良 Cisco AVペアを持つリモートユーザのデ
フォルトの動作の変更, 26 ページ

• 署名ベースのトランザクションについて, 27 ページ

• アカウンティング, 35 ページ

• 共有サービスとしての外部ネットワークへのルーテッド接続の課金と統計情報, 37 ページ

アクセス権のワークフローの依存関係
Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）RBACのルールによって、ファブリック全体へのア
クセスを有効にするか、一部へのアクセスに制限します。たとえば、ベアメタルサーバアクセ

ス用のリーフスイッチを設定するには、ログインしている管理者が infraドメインに対する権限

を持っている必要があります。デフォルトでは、テナント管理者は infraドメインに対する権限

を持っていません。この場合、リーフスイッチに接続されているベアメタルサーバの使用を計
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11



画しているテナント管理者は、そのために必要なすべての手順を実行することはできません。テ

ナント管理者は、infraドメインに対する権限を持っているファブリック管理者と連携する必要が

あります。ファブリック管理者は、テナント管理者が ACIリーフスイッチに接続されたベアメ
タルサーバを使用するアプリケーションポリシーを導入するために使用するスイッチ設定ポリ

シーをセットアップします。

ユーザアクセス、認可およびアカウンティング
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）ポリシーは、Cisco Application Centric Infrastructure
（ACI）ファブリックの認証、認可、およびアカウンティング（AAA）機能を管理します。ユー
ザ権限、ロール、およびドメインとアクセス権限の継承を組み合わせることにより、管理者は細

分化された方法で管理対象オブジェクトレベルで AAA機能を設定することができます。これら
の設定は、REST API、CLI、または GUIを使用して実行できます。

マルチテナントのサポート

コア Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の内部データアクセスコントロールシス
テムにより、マルチテナント分離が提供され、テナント間での個人情報の漏洩が防止されます。

読み取り/書き込みの制約により、テナントによる他のテナントの設定、統計情報、障害、または
イベントデータの参照が防止されます。管理者によって読み取り権限が割り当てられない限り、

テナントはファブリックの設定、ポリシー、統計情報、障害、またはイベントの読み取りが制限

されます。

ユーザアクセス：ロール、権限、セキュリティドメイン

APICでは、ロールベースアクセスコントロール（RBAC）を介してユーザのロールに従ってア
クセスが提供されます。Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックユーザは、次
に関連付けられています。

•ロールのセット

•ロールごとの権限タイプ：アクセスなし、読み取り専用、または読み取り/書き込み

•ユーザがアクセスできる管理情報ツリー（MIT）の一部を識別する 1つ以上のセキュリティ
ドメインタグ

ACIファブリックは、管理対象オブジェクト（MO）レベルでアクセス権限を管理します。権限
は、システム内の特定の機能に対するアクセスを許可または制限するMOです。たとえば、ファ
ブリック機器は権限ビットです。このビットは、Application Policy InfrastructureController（APIC）
によって物理ファブリックの機器に対応するすべてのオブジェクトで設定されます。

ロールは権限ビットの集合です。たとえば、「管理者」ロールが「ファブリック機器」と「テナ

ントセキュリティ」に対する権限ビットに設定されていると、「管理者」ロールにはファブリッ

クの機器とテナントセキュリティに対応するすべてのオブジェクトへのアクセス権があります。
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セキュリティドメインは、ACI MITオブジェクト階層の特定のサブツリーに関連付けられたタグ
です。たとえば、デフォルトのテナント「common」にはドメインタグ commonが付いています。

同様に、特殊なドメインタグ allの場合、MITオブジェクトツリー全体が含まれます。管理者
は、MITオブジェクト階層にカスタムドメインタグを割り当てることができます。たとえば、管
理者は「solar」という名前のテナントにドメインタグ「solar」を割り当てることができます。MIT
内では、特定のオブジェクトだけがセキュリティドメインとしてタグ付けできます。たとえば、

テナントはセキュリティドメインとしてタグ付けすることができますが、テナント内のオブジェ

クトはできません。

ユーザを作成してロールを割り当てても、アクセス権は有効になりません。1つ以上のセキュリ
ティドメインにそのユーザを割り当てることも必要です。デフォルトでは、ACIファブリックに
は事前作成された次の 2つの特殊なドメインが含まれています。

• All：MIT全体へのアクセスを許可

• Infra：ファブリックアクセスポリシーなどの、ファブリックインフラストラクチャのオブ
ジェクトおよびサブツリーへのアクセスを許可

ユーザのクレデンシャルが許可しない管理対象オブジェクトの読み取り操作の場合、「DN/Class
Unauthorized to read」ではなく「DN/Class Not Found」というエラーが返されます。ユーザのク
レデンシャルが許可しない管理対象オブジェクトへの書き込み操作の場合、「HTTP 401
Unauthorized」というエラーが返されます。GUIでは、ユーザのクレデンシャルが許可しない
アクションの場合、表示されないか、またはグレー表示されます。

（注）

事前に定義された一連の管理対象オブジェクトクラスをドメインに関連付けることができます。

これらのクラスがオーバーラップすることはできません。ドメインの関連付けをサポートするク

ラスの例：

•レイヤ 2およびレイヤ 3のネットワークで管理されたオブジェクト

•ネットワークプロファイル（物理、レイヤ 2、レイヤ 3、管理など）

• Quality of Service（QoS）ポリシー

ドメインに関連付けることができるオブジェクトが作成されると、ユーザは、ユーザのアクセス

権の範囲内でオブジェクトにドメインを割り当てる必要があります。ドメインの割り当てはいつ

でも変更できます。

仮想マシン管理（VMM）ドメインがセキュリティドメインとしてタグ付けされている場合、セ
キュリティドメイン内のユーザは、対応するタグ付き VMMドメインにアクセスできます。たと
えば、solarという名前のテナントに sunというセキュリティドメインのタグが付いており、VMM
ドメインにも sunというセキュリティドメインのタグが付いている場合、solarテナント内のユー
ザは各自のアクセス権限に従って VMMドメインにアクセスできます。

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
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ローカルユーザの設定
初期の設定スクリプトで、管理者アカウントが設定され、管理者はシステム起動時の唯一のユー

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

まざまなロールで作成することができます。

GUI を使用したローカルユーザの設定

はじめる前に

• ACIファブリックが設置され、APICコントローラがオンラインになっており、APICクラス
タが形成されて正常に動作していること。

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

テナントドメインにタグ付けします。

•以下を行うことができる APICユーザアカウントを使用できること。

◦ TACACS+と TACACS+プロバイダーグループの作成。

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

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

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

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

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]を選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

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

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

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

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

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

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

•パスワードの最小長は 8文字です。

•パスワードの最大長は 64文字です。

•連続して繰り返される文字は 3文字未満です。

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

•簡単に推測できるパスワードは使用しません。

•ユーザ名やユーザ名を逆にしたものは使用できません。

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

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

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

GUI を使用した SSH 公開キー認証の設定

はじめる前に

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

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

メインがテナントである場合、新しいローカルユーザの作成に使用するログインアカウン

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

• UNIXコマンド ssh-keygenを使用して公開キーを生成します。

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [Security Management] > [Local Users]の順に選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、事前に作成したユーザの名前をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで、[SSH Keys]テーブルを展開して次の情報を入力します。
a) [Name]フィールドにキーの名前を入力します。
b) [Key]フィールドに、事前に作成した公開キーを入力します。[Update]をクリックします。

NX-OS スタイル CLI を使用したローカルユーザの設定

手順

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

例：

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 2 新しいユーザを次に示すように作成します。

例：

apic1(config)# username
WORD User name (Max Size 28)
admin
cli-user
jigarshah
test1
testUser

apic1(config)# username test
apic1(config-username)#
account-status Set The status of the locally-authenticated user account.
certificate Create AAA user certificate in X.509 format.
clear-pwd-history Clears the password history of a locally-authenticated user
domain Create the AAA domain to which the user belongs.
email Set The email address of the locally-authenticated user.
exit Exit from current mode
expiration If expires enabled, Set expiration date of locally-authenticated user
account.
expires Enable expiry for locally-authenticated user account
fabric show fabric related information
first-name Set the first name of the locally-authenticated user.
last-name Set The last name of the locally-authenticated user.
no Negate a command or set its defaults
password Set The system user password.
phone Set The phone number of the locally-authenticated user.
pwd-lifetime Set The lifetime of the locally-authenticated user password.
pwd-strength-check Enforces the strength of the user password
show Show running system information
ssh-key Update ssh key for the user for ssh authentication
where show the current mode
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apic1(config-username)# exit

REST API を使用したローカルユーザの設定

手順

ローカルユーザを作成します。

例：
URL: https://apic-ip-address/api/policymgr/mo/uni/userext.xml
POST CONTENT:

<aaaUser name="operations" phone="" pwd="<strong_password>" >
<aaaUserDomain childAction="" descr="" name="all" rn="userdomain-all" status="">

<aaaUserRole childAction="" descr="" name="Ops" privType="writePriv"/>
</aaaUserDomain>

</aaaUser>

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

APICが少数側である（クラスタから切断されている）場合、ACIは分散システムであり、ユー
ザ情報がAPICSに分散されるため、リモートログインは失敗する可能性があります。ただし、
ローカルログインは APICに対してローカルであるため、この場合も機能します。

（注）

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

す必要があります。

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

•管理サブネットを設定する必要があります。

外部認証サーバの AV ペア
Cisco APICでは、管理者が外部認証サーバで Cisco AVペアを設定する必要があります。Cisco AV
ペアは、ユーザの RBACロールおよび権限に必要な APICを指定します。Cisco AVペアの形式
は、RADIUS、LDAP、または TACACS+のものと同じです。
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外部認証サーバで Cisco AVペアを設定するには、管理者が既存のユーザレコードに Cisco AVペ
アを追加します。Cisco AVペアの形式は次のとおりです。
shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,
domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2
shell:domains =
domainA/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2,
domainB/writeRole1|writeRole2|writeRole3/readRole1|readRole2(16003)

最初の AVペアの形式には UNIXユーザ IDがなく、2番目のものにはあります。すべてのリモー
トユーザが同じロールを持ち、相互ファイルアクセスが許可される場合はどちらの形式でも問題

ありません。UNIXユーザ IDを指定しないと、APICシステムによって ID 23999が適用され、AV
ペアユーザに対して複数のロールまたは読み取り権限が指定されます。これは、グループ設定で

設定された権限より高いかまたは低い権限がユーザに付与される原因になることがあります。

APICのCiscoAVペアの形式は互換性があり、他のCiscoAVペアの形式と共存できます。APIC
はすべての AVペアから最初に一致した AVペアを選択します。

（注）

APICは、次の正規表現をサポートしています。
shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})(\\(\\d+\\))$
shell:domains\\s*[=:]\\s*((\\S+?/\\S*?/\\S*?)(,\\S+?/\\S*?/\\S*?){0,31})$

例：

•例 1：writeRoleのみを持つ単一のログインドメインを含む Cisco AVペア

shell:domains=domainA/writeRole1|writeRole2/

•例 2：readRoleのみを持つ単一のログインドメインを含む Cisco AVペア

shell:domains=domainA//readRole1|readRole2

文字「/」はログインドメインごとにwriteRoleと readRoleの間を区切る記号で、使用するロー
ルの種類が 1つのみである場合も必要です。

Cisco AVペアの文字列は、大文字と小文字が区別されます。エラーが表示されなくても、使
用する大文字と小文字がドメイン名またはロールに一致していない場合は、予期しない権限が

付与されることがあります。

（注）

オープン RADIUSサーバ（/etc/raddb/users）の設定例は次のとおりです。
aaa-network-admin Cleartext-Password := "<password>"
Cisco-avpair = "shell:domains = all/aaa/read-all(16001)"

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

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

手順

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

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

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

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

次に、例を示します。

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

TACACS+ アクセス用の APIC の設定

はじめる前に

• Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックが設置され、Application Policy
Infrastructure Controller（APIC）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。

• TACACS+サーバのホスト名または IPアドレス、ポート、およびキーを使用できること。

• APIC管理エンドポイントグループを使用できること。

手順

ステップ 1 APICで、TACACS+プロバイダーを作成します。
a) メニューバーで、[Admin] > [AAA]の順に選択します。
b) [Navigation]ペインで、[TACACS+ Managment] > [TACACS+ Providers]の順に選択します。
c) [Work]ペインで、[Actions] > [Create TACACS+ Provider]の順に選択します。
d) TACACS+ホスト名（または IPアドレス）、ポート、認証プロトコル、キー、および管理エン
ドポイントグループを指定します。

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
19

ユーザアクセス、認証およびアカウンティング

TACACS+ アクセス用の APIC の設定



APICがインバンド管理接続用に設定されている場合、TACACS+アクセス用にアウ
トオブバンド管理エンドポイントグループを選択しても有効にはなりません。また、

インバンド管理エンドポイントグループ上のアウトオブバンドで TACACS+サーバ
に接続することはできますが、TACACS+サーバのスタティックルートの設定が必
要です。以下の Cisco ACSの設定手順例では、APICインバンド IPアドレスを使用
します。

（注）

ステップ 2 [TACACS+ Provider Group]を作成します。
a) [Navigation]ペインで、[TACACS+ Managment] > [TACACS+ Provider Groups]の順に選択しま
す。

b) [Work]ペインで、[Actions] > [Create TACACS+ Provider Group]の順に選択します。
c) 必要に応じて、TACACS+プロバイダーグループ名、説明、およびプロバイダーを指定しま
す。

ステップ 3 TACACS+の [Login Domain]を作成します。
a) [Navigation]ペインで、[AAA Authentication] > [Login Domains]の順に選択します。
b) [Work]ペインで、[Actions] > [Create Login Domain]の順に選択します。
c) 必要に応じて、ログインドメイン名、説明、レルム、およびプロバイダーグループを指定し
ます。

次の作業

これで、APICTACACS+設定手順は完了です。次に、RAIDUSサーバも使用する場合は、RADIUS
用の APICの設定も行います。TACACS+サーバのみを使用する場合は、次の ACSサーバ設定に
関するトピックに進みます。

RADIUS アクセス用の APIC の設定

はじめる前に

• ACIファブリックが設置され、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）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。

• RADIUSサーバのホスト名または IPアドレス、ポート、認証プロトコル、およびキーを使用
できること。

• APIC管理エンドポイントグループを使用できること。

手順

ステップ 1 APICで、RADIUSプロバイダーを作成します。
a) メニューバーで、[Admin] > [AAA]の順に選択します。
b) [Navigation]ペインで、[RADIUS Managment] > [RADIUS Providers]の順に選択します。
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c) [Work]ペインで、[Actions] > [Create RADIUS Provider]の順に選択します。
d) RADIUSホスト名（または IPアドレス）、ポート、プロトコル、および管理エンドポイント
グループを指定します。

APICがインバンド管理接続用に設定されている場合、RADIUSアクセス用にアウト
オブバンド管理エンドポイントグループを選択しても有効にはなりません。また、

インバンド管理エンドポイントグループ上のアウトオブバンドで RADIUSサーバに
接続することはできますが、RADIUSサーバのスタティックルートの設定が必要で
す。以下の Cisco ACSの設定手順例では、APICインバンド IPアドレスを使用しま
す。

（注）

ステップ 2 RADIUSプロバイダーグループを作成します。
a) [Navigation]ペインで、[RADIUS Managment] > [RADIUS Provider Groups]の順に選択します。
b) [Work]ペインで、[Actions] > [Create RADIUS Provider Group]の順に選択します。
c) 必要に応じて、RADIUSプロバイダーグループ名、説明、およびプロバイダーを指定します。

ステップ 3 RADIUSのログインドメインを作成します。
a) [Navigation]ペインで、[AAA Authentication] > [Login Domains]の順に選択します。
b) [Work]ペインで、[Actions] > [Create Login Domain]の順に選択します。
c) 必要に応じて、ログインドメイン名、説明、レルム、およびプロバイダーグループを指定し
ます。

次の作業

これで、APIC RADIUS設定手順は完了です。次に、RADIUSサーバを設定します。

APICへの RADIUS および TACACS+ アクセス用の Cisco Secure Access
Control Server の設定

はじめる前に

• Cisco Secure Access Control Server（ACS）バージョン 5.5がインストールされ、オンラインに
なっていること。

ここでは手順の説明にACS v5.5が使用されています。ACSの他のバージョン
でもこのタスクを実行できる可能性がありますが、GUIの手順はバージョン
によって異なる場合があります。

（注）

• CiscoApplication Policy Infrastructure Controller（CiscoAPIC）のRADIUSキーまたはTACACS+
キーを使用できること（両方を設定する場合は両方のキー）。

• Cisco APICがインストールされ、オンラインになっていること。Cisco APICクラスタが形成
されて正常に動作していること。
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• RADIUSまたは TACACS+のポート、認証プロトコル、およびキーを使用できること。

手順

ステップ 1 Cisco APICをクライアントとして設定するには、ACSサーバにログインします。
a) [Network Resources] > [Network Devices Groups] > [Network Devices and AAA Clients]に移動しま
す。

b) クライアント名とCiscoAPICインバンド IPアドレスを指定し、TACACS+またはRADIUS（ま
たは両方）の認証オプションを選択します。

RADIUSまたは TACACS+のみの認証が必要な場合は、必要なオプションのみを選
択します。

（注）

c) 共有秘密（キー）や認証オプションに適したポートなど、認証の詳細を指定します。

[Shared Secret]は Cisco APIC [Provider]キーと一致する必要がありま
す。

（注）

ステップ 2 IDグループを作成します。
a) [Users and Identity Stores] > [Internal Groups]オプションに移動します。
b) 必要に応じて、[Name]と [Parent Group]を指定します。

ステップ 3 ユーザを IDグループにマッピングします。
a) [Navigation]ペインで、[Users and Identity Stores] > [Internal Identity Stores] > [Users]オプション
をクリックします。

b) 必要に応じて、ユーザの [Name]と [Identity Group]を指定します。

ステップ 4 ポリシー要素を作成します。

a) [Policy Elements]オプションに移動します。
b) RADIUSの場合、[Authorization and Permissions] > [Network Access] > [Authorization Profiles Name]
を指定します。TACACS+の場合、必要に応じて、[Authorization and Permissions] > [Device
Administration] > [Shell Profile Name]を指定します。

c) RADIUSの場合、必要に応じて、[Attribute]には「cisco-av-pair」、[Type]には「string」、
[Value]には「shell:domains = <domain>/<role>/,<domain>// role」と指定します。TACACS+の場
合、必要に応じて、[Attribute]には「cisco-av-pair」、[Requirement]には「Mandatory」、[Value]
には「shell:domains = <domain>/<role>/,<domain>// role」と指定します。
たとえば、cisco-av-pairの値が shell:domains = solar/admin/,common// read-all(16001)であ

る場合、「solar」はセキュリティドメイン、「admin」は solarというセキュリティドメイン

に対する書き込み権限をこのユーザに付与するロール、「common」はCisco Application Centric
Infrastructure（CiscoACI）テナント common、「read-all(16001)」はCiscoACIテナント common
のすべてに対する読み取り権限をこのユーザに付与するロールです。

ステップ 5 サービス選択ルールを作成します。

a) RADIUSの場合、サービス選択ルールを作成して IDグループをポリシー要素に関連付けるに
は、[Access Policies] > [Default Device Network Access Identity] > [Authorization]に移動し、ルー
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ルの [Name]、[Status]、および [Conditions]を指定し、必要に応じて「Internal

Users:UserIdentityGroup in ALL Groups:<identity group name>」を追加します。

b) TACACS+の場合、サービス選択ルールを作成して IDグループをシェルプロファイルに関連
付けるには、[Access Policies] > [Default Device Admin Identity] > [Authorization]に移動します。
ルールの [Name]と [Conditions]を指定し、必要に応じて [Shell Profile]を選択します。

次の作業

新しく作成された RADIUSおよび TACACS+のユーザを使用して、Cisco APICにログインしま
す。割り当てられた RBACロールと権限に従って正しい Cisco APICセキュリティドメインにア
クセスできることを確認します。ユーザは、明示的に許可されていない項目にアクセスできては

なりません。読み取り/書き込みアクセス権が、そのユーザに設定されたものと一致している必要
があります。

APIC アクセス用の Windows Server 2008 LDAP の設定
はじめる前に

•最初に LDAPサーバを設定し、次に Cisco Application Policy Infrastructure Controller（Cisco
APIC）を LDAPアクセス用に設定する。

• Microsoft Windows Server 2008がインストールされ、オンラインになっていること。

• Microsoft Windows Server 2008サーバマネージャのADSI Editツールがインストールされてい
ること。ADSI Editをインストールするには、Windows Server 2008サーバマネージャのヘル
プに記載されている手順に従ってください。

• AciCiscoAVPairの属性の指定：Common Name = AciCiscoAVPair、LDAP Display Name =
AciCiscoAVPair、Unique X500 Object ID = 1.3.6.1.4.1.9.22.1、Description = AciCiscoAVPair、
Syntax = Case Sensitive String。

LDAP設定のベストプラクティスは、属性文字列として AciCiscoAVPairを使
用することです。これにより、オブジェクト識別子（OID）の重複を許可しな
い一般的な LDAPサーバの制限に関連した問題が回避されます。つまり、
ciscoAVPair OIDがすでに使用されている場合です。

（注）

•以下を行うことができるMicrosoftWindowsServer 2008ユーザアカウントを使用できること。

◦ ADSI Editを実行して AciCiscoAVPair属性を Active Directory（AD）スキーマに追加す
る。

◦ AciCiscoAVPair属性に対するアクセス許可を持つようにActive Directory LDAPユーザを
設定する。
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手順

ステップ 1 ドメイン管理者として Active Directory（AD）サーバにログインします。
ステップ 2 ADスキーマに AciCiscoAVPair属性を追加します。

a) [Start] > [Run]に移動し、「mmc」と入力し、Enterを押します。
Microsoft Management Console（MMC）が開きます。

b) [File] > [Add/Remove Sanp-in] > [Add]に移動します。
c) [Add Standalonee Snap-in]ダイアログボックスで、[Active Directory Schema]を選択し、[Add]を
クリックします。

MMCコンソールが開きます。
d) [Attributes]フォルダを右クリックし、[Create Attribute]オプションを選択します。

[Create New Attribute]ダイアログボックスが開きます。
e) [Common Name]に「AciCiscoAVPair」、[LDAP Display Name]に「AciCiscoAVPair」、[Unique

X500Object ID]に「1.3.6.1.4.1.9.22.1」と入力し、[Syntax]で「Case Sensitive String」を選択しま
す。

f) [OK]をクリックして、属性を保存します。

ステップ 3 [User Properties]クラスを [CiscoAVPair]属性が含まれるように更新します。
a) MMCコンソールで、[Classes]フォルダを展開し、[user]クラスを右クリックし、[Properties]を
選択します。

[user Properties]ダイアログボックスが開きます。
b) [Attributes]タブをクリックし、[Optional]リストから「CiscoAVPair」を選択し、[Add]をクリッ
クします。

[Select Schema Object]ダイアログボックスが開きます。
c) [Select a schema object:]リストで、「CiscoAVPair」を選択し、[Apply]をクリックします。
d) MMCコンソールで、[Active Directory Schema]を右クリックし、[Reload the Schema]を選択し
ます。

ステップ 4 AciCiscoAVPair属性のアクセス許可を設定します。
LDAPには AciCiscoAVPair属性が含まれているため、LDAPユーザに Cisco APICRBACロールを
割り当てることにより Cisco APICアクセス許可を付与する必要があります。

a) [ADSI Edit]ダイアログボックスで、Cisco APICにアクセスする必要があるユーザを見つけま
す。

b) ユーザ名を右クリックし、[Properties]を選択します。
[<user> Properties]ダイアログボックスが開きます。

c) [Attribute Editor]タブをクリックし、「AciCiscoAVPair」属性を選択し、[Value]に「shell:domains
= <domain>/<role>/,<domain>// role」と入力します。
たとえば、AciCiscoAVPairの値が shell:domains = solar/admin/,common// read-all(16001)で

ある場合、「solar」はセキュリティドメイン、「admin」は solarというセキュリティドメイ

ンに対する書き込み権限をこのユーザに付与するロール、「common」はCiscoApplicationCentric
Infrastructure（CiscoACI）テナント common、「read-all(16001)」はCiscoACIテナント common
のすべてに対する読み取り権限をこのユーザに付与するロールです。
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d) [OK]をクリックして変更を保存し、[<user> Properties]ダイアログボックスを閉じます。

LDAPサーバは Cisco APICにアクセスするように設定されます。

次の作業

Cisco APICを LDAPアクセス用に設定します。

LDAP アクセス用の APIC の設定
はじめる前に

• Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックが設置され、Application Policy
Infrastructure Controller（APIC）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。

• LDAPサーバのホスト名または IPアドレス、ポート、バインド DN、ベース DN、およびパ
スワードを使用できること。

• APIC管理エンドポイントグループを使用できること。

手順

ステップ 1 APICで、LDAPプロバイダーを設定します。
a) メニューバーで、[Admin] > [AAA]の順に選択します。
b) [Navigation]ペインで、[LDAP Managment] > [LDAP Providers]の順に選択します。
c) [Work]ペインで、[Actions] > [Create LDAP Provider]の順に選択します。
d) LDAPホスト名（または IPアドレス）、ポート、バインド DN、ベース DN、パスワード、お
よび管理エンドポイントグループを指定します。

バインドDNは、APICが LDAPサーバにログインするために使用する文字列です。APICは、
ログインしようとするリモートユーザの検証にこのアカウントを使用します。ベース DNは
APICがリモートユーザアカウントを検索するLDAPサーバのコンテナ名とパスです。これは
パスワードが検証される場所です。フィルタを使用して、cisco-av-pairに使用することをAPIC
が要求している属性を見つけます。これには、APICで使用するユーザ認証と割り当て済み
RBACロールが含まれます。APICは、この属性を LDAPサーバに要求します。

APICがインバンド管理接続用に設定されている場合、LDAPアクセス用にアウトオ
ブバンド管理エンドポイントグループを選択しても有効にはなりません。また、イ

ンバンド管理エンドポイントグループ上のアウトオブバンドで LDAPサーバに接続
することはできますが、LDAPサーバのスタティックルートの設定が必要です。本
書の設定手順例では、APICインバンド管理エンドポイントグループを使用します。

（注）

ステップ 2 APICで、LDAPプロバイダーグループを設定します。
a) [Navigation]ペインで、[LDAP Managment] > [LDAP Provider Groups]の順に選択します。
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b) [Work]ペインで、[Actions] > [Create LDAP Provider Group]の順に選択します。
c) 必要に応じて、LDAPプロバイダーグループ名、説明、およびプロバイダーを指定します。

ステップ 3 APICで、LDAPのログインドメインを設定します。
a) [Navigation]ペインで、[AAA Authentication] > [Login Domains]の順に選択します。
b) [Work]ペインで、[Actions] > [Create Login Domain]の順に選択します。
c) 必要に応じて、ログインドメイン名、説明、レルム、およびプロバイダーグループを指定し
ます。

次の作業

これで、APICLDAP設定手順は完了です。次に、APICLDAPログインアクセスをテストします。

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

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]の順にクリックします。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

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

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

Cisco APICでは、管理者が外部認証サーバで Cisco AVペアを設定する必要があります。これを行
うには、管理者は既存のユーザレコードに Cisco AVペアを追加します。Cisco AVペアは、ユー
ザの RBACロールおよび権限に必要な APICを指定します。Cisco AVペアの形式は、RADIUS、
LDAP、または TACACS+のものと同じです。AVペアの形式には Cisco UNIXユーザ IDが含まれ
るものと含まれないものがあります。すべてのリモートユーザが同じロールを持ち、相互ファイ

ルアクセスが許可される場合はどちらの形式でも問題ありません。UNIXユーザ IDを指定しない
と、APICシステムによって ID 23999が適用され、AVペアユーザに対して複数のロールまたは
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読み取り権限が指定されます。これは、グループ設定で設定された権限より高いかまたは低い権

限がユーザに付与される原因になることがあります。このトピックでは、許可されない動作を変

更する方法について説明します。

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

手順

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

例：

apic1#
apic1# configure

ステップ 2 aaaユーザデフォルトロールを設定します。

例：

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

ステップ 3 aaa認証ログインメソッドを設定します。

例：

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

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

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

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

署名ベースのトランザクションについて
Cisco ACIファブリックの APICコントローラは、ユーザを認証するためにさまざまな方法を提供
します。

主要な認証方式ではユーザ名とパスワードが使用され、APIC REST APIは APICに対するその後
のアクセスに使用できる認証トークンを返します。これは、HTTPSが使用不可であるか有効でな
い状況では安全でないと見なされます。
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提供されている別の認証形式では、トランザクションごとに計算される署名が活用されます。そ

の署名の計算には秘密キーが使用され、そのキーは安全な場所に保管して秘密にしておく必要が

あります。APICがトークン以外の署名が付いた要求を受信すると、APICは X.509証明書を活用
して署名を確認します。署名ベースの認証では、APICに対するすべてのトランザクションに新し
く計算された署名が必要です。これは、ユーザがトランザクションごとに手動で行うタスクでは

ありません。理想的には、この機能は APICと通信するスクリプトまたはアプリケーションで使
用する必要があります。この方法では、攻撃者がユーザクレデンシャルを偽装またはなりすます

ためには RSA/DSAキーを解読する必要があるため、最も安全です。

また、リプレイ攻撃を防ぐためには HTTPSを使用する必要があります。（注）

認証に X.509証明書ベースの署名を使用する前に、次の必須タスクが完了していることを確認し
ます。

1 OpenSSLまたは同様のツールを使用して X.509証明書と秘密キーを作成します。

2 APICのローカルユーザを作成します（ローカルユーザがすでに利用可能である場合、このタ
スクはオプションです）。

3 APICのローカルユーザに X.509証明書を追加します。

注意事項と制約事項

次の注意事項と制約事項に従ってください。

•ローカルユーザはサポートされます。リモート AAAユーザはサポートされません。

• APIC GUIは証明書認証方式をサポートしません。

• WebSocketと eventchannelは X.509要求では動作しません。

•サードパーティにより署名された証明書はサポートされません。自己署名証明書を使用しま
す。

X.509 証明書と秘密キーの生成

手順

ステップ 1 OpenSSLコマンドを入力して、X.509証明書と秘密キーを生成します。

例：
$ openssl req -new -newkey rsa:1024 -days 36500 -nodes -x509 -keyout userabc.key -out
userabc.crt -subj '/CN=User ABC/O=Cisco Systems/C=US'
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（注） • X.509証明書が生成されると、APICのユーザプロファイルに追加され、署名の確
認に使用されます。秘密キーは、署名を生成するためにクライアントによって使用

されます。

•証明書には公開キーは含まれていますが、秘密キーは含まれていません。公開キー
は、計算された署名を確認するためにAPICによって使用される主要な情報です。
秘密キーがAPICに保存されることはありません。このキーを秘密にしておく必要
があります。

ステップ 2 OpenSSLを使用して証明書のフィールドを表示します。

例：
$ openssl x509 -text -in userabc.crt

Certificate:
Data:

Version: 3 (0x2)
Serial Number:

c4:27:6c:4d:69:7c:d2:b6
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: CN=User ABC, O=Cisco Systems, C=US
Validity

Not Before: Jan 12 16:36:14 2015 GMT
Not After : Dec 19 16:36:14 2114 GMT

Subject: CN=User ABC, O=Cisco Systems, C=US
Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)

Modulus (1024 bit):
00:92:35:12:cd:2b:78:ef:9d:ca:0e:11:77:77:3a:
99:d3:25:42:94:b5:3e:8a:32:55:ce:e9:21:2a:ff:
e0:e4:22:58:6d:40:98:b1:0d:42:21:db:cd:44:26:
50:77:e5:fa:b6:10:57:d1:ec:95:e9:86:d7:3c:99:
ce:c4:7f:61:1d:3c:9e:ae:d8:88:be:80:a0:4a:90:
d2:22:e9:1b:25:27:cd:7d:f3:a5:8f:cf:16:a8:e1:
3a:3f:68:0b:9c:7c:cb:70:b9:c7:3f:e8:db:85:d8:
98:f6:e3:70:4e:47:e2:59:03:49:01:83:8e:50:4a:
5f:bc:35:d2:b1:07:be:ec:e1

Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:

X509v3 Subject Key Identifier:
0B:E4:11:C7:23:46:10:4F:D1:10:4C:C1:58:C2:1E:18:E8:6D:85:34

X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:0B:E4:11:C7:23:46:10:4F:D1:10:4C:C1:58:C2:1E:18:E8:6D:85:34
DirName:/CN=User ABC/O=Cisco Systems/C=US
serial:C4:27:6C:4D:69:7C:D2:B6

X509v3 Basic Constraints:
CA:TRUE

Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
8f:c4:9f:84:06:30:59:0c:d2:8a:09:96:a2:69:3d:cf:ef:79:
91:ea:cd:ae:80:16:df:16:31:3b:69:89:f7:5a:24:1f:fd:9f:
d1:d9:b2:02:41:01:b9:e9:8d:da:a8:4c:1e:e5:9b:3e:1d:65:
84:ff:e8:ad:55:3e:90:a0:a2:fb:3e:3e:ef:c2:11:3d:1b:e6:
f4:5e:d2:92:e8:24:61:43:59:ec:ea:d2:bb:c9:9a:7a:04:91:
8e:91:bb:9d:33:d4:28:b5:13:ce:dc:fe:c3:e5:33:97:5d:37:
cc:5f:ad:af:5a:aa:f4:a3:a8:50:66:7d:f4:fb:78:72:9d:56:
91:2c

[snip]
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ローカルユーザの設定

GUI を使用したローカルユーザの作成とユーザ証明書の追加

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]を選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[AAA Authentication]をクリックします。

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

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

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

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

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

ステップ 8 [User Identity]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Login ID]フィールドで、IDを追加します。
b) [Password]フィールドにパスワードを入力します。
c) [Confirm Password]フィールドで、パスワードを確認します。
d) [Finish]をクリックします。

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

ステップ 10 [Work]ペインの [User Certificates]領域で、ユーザ証明書の [+]記号をクリックし、[Create X509
Certificate]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、証明書の名前を入力します。
b) [Data]フィールドに、ユーザ証明書の詳細を入力します。
c) [Submit]をクリックします。

X509証明書がローカルユーザ用に作成されます。
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REST API を使用したローカルユーザの作成とユーザ証明書の追加

手順

ローカルユーザを作成し、ユーザ証明書を追加します。

例：
method: POST

url: http://apic/api/node/mo/uni/userext/user-userabc.json
payload:
{

"aaaUser": {
"attributes": {

"name": "userabc",
"firstName": "Adam",
"lastName": "BC",
"phone": "408-525-4766",
"email": "userabc@cisco.com",

},
"children": [{

"aaaUserCert": {
"attributes": {

"name": "userabc.crt",
"data": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIICjjCCAfegAwIBAgIJAMQnbE

<snipped content> ==\n-----END CERTIFICATE-----",
},
"children": []

},
"aaaUserDomain": {

"attributes": {
"name": "all",

},
"children": [{

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "aaa",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "access-admin",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "admin",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "fabric-admin",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
31

ユーザアクセス、認証およびアカウンティング

ローカルユーザの設定



"attributes": {
"name": "nw-svc-admin",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "ops",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "read-all",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "tenant-admin",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "tenant-ext-admin",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

"name": "vmm-admin",
"privType": "writePriv",

},
"children": []

}
}]

}
}]

}
}

Python SDK を使用したローカルユーザの作成

手順

ローカルユーザを作成します。

例：

#!/usr/bin/env python
from cobra.model.pol import Uni as PolUni
from cobra.model.aaa import UserEp as AaaUserEp
from cobra.model.aaa import User as AaaUser
from cobra.model.aaa import UserCert as AaaUserCert
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from cobra.model.aaa import UserDomain as AaaUserDomain
from cobra.model.aaa import UserRole as AaaUserRole
from cobra.mit.access import MoDirectory
from cobra.mit.session import LoginSession
from cobra.internal.codec.jsoncodec import toJSONStr

APIC = 'http://10.10.10.1'
username = ‘admin’
password = ‘p@$$w0rd’

session = LoginSession(APIC, username, password)
modir = MoDirectory(session)
modir.login()

def readFile(fileName=None, mode="r"):
if fileName is None:

return ""
fileData = ""
with open(fileName, mode) as aFile:

fileData = aFile.read()
return fileData

# Use a dictionary to define the domain and a list of tuples to define
# our aaaUserRoles (roleName, privType)
# This can further be abstracted by doing a query to get the valid
# roles, that is what the GUI does

userRoles = {'all': [
('aaa', 'writePriv'),
('access-admin', 'writePriv'),
('admin', 'writePriv'),
('fabric-admin', 'writePriv'),
('nw-svc-admin', 'writePriv'),
('ops', 'writePriv'),
('read-all', 'writePriv'),
('tenant-admin', 'writePriv'),
('tenant-ext-admin', 'writePriv'),
('vmm-admin', 'writePriv'),

],
}

uni = PolUni('') # '' is the Dn string for topRoot
aaaUserEp = AaaUserEp(uni)
aaaUser = AaaUser(aaaUserEp, 'userabc', firstName='Adam',

email='userabc@cisco.com')

aaaUser.lastName = 'BC'
aaaUser.phone = '555-111-2222'
aaaUserCert = AaaUserCert(aaaUser, 'userabc.crt')
aaaUserCert.data = readFile("/tmp/userabc.crt")
# Now add each aaaUserRole to the aaaUserDomains which are added to the
# aaaUserCert
for domain,roles in userRoles.items():

aaaUserDomain = AaaUserDomain(aaaUser, domain)
for roleName, privType in roles:

aaaUserRole = AaaUserRole(aaaUserDomain, roleName,
privType=privType)

print toJSONStr(aaaUser, prettyPrint=True)

cr = ConfigRequest()
cr.addMo(aaaUser)
modir.commit(cr)
# End of Script to create a user
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秘密キーを使用した署名の計算

はじめる前に

次の情報が用意されている必要があります。

• HTTPメソッド：GET、POST、DELETE

•要求される REST API URI（クエリオプションを含む）

• POST要求の場合、APICに送信される実際のペイロード

•ユーザの X.509証明書の生成に使用される秘密キー

• APICのユーザ X.509証明書の宛先名

手順

ステップ 1 HTTPメソッド、RESTAPIURI、およびペイロードをこの順序で連結し、ファイルに保存します。
OpenSSLで署名を計算するには、この連結データをファイルに保存する必要があります。この例
では、ファイル名 payload.txtを使用します。秘密キーは userabc.keyというファイルにあることに
注意してください。

例：

GETの例：
GET http://10.10.10.1/api/class/fvTenant.json?rsp-subtree=children

POSTの例：
POST http://10.10.10.1/api/mo/tn-test.json{"fvTenant": {"attributes": {"status": "deleted",
"name": "test"}}}

ステップ 2 OpenSSLを使用して、秘密キーとペイロードファイルを使用して署名を計算します。

例：
openssl dgst -sha256 -sign userabc.key payload.txt > payload_sig.bin

生成されたファイルには、複数行に印字された署名があります。

ステップ 3 Bashを使用して、署名から改行文字を取り除きます。

例：
$ tr -d '\n' < payload_sig.base64
P+OTqK0CeAZjl7+Gute2R1Ww8OGgtzE0wsLlx8fIXXl4V79Zl7
Ou8IdJH9CB4W6CEvdICXqkv3KaQszCIC0+Bn07o3qF//BsIplZmYChD6gCX3f7q
IcjGX+R6HAqGeK7k97cNhXlWEoobFPe/oajtPjOu3tdOjhf/9ujG6Jv6Ro=

これは、この特定の要求に関して APICに送信される署名です。その他の要求では、独
自の署名を計算する必要があります。

（注）

ステップ 4 署名を文字列内に配置し、APICが署名をペイロードと照合して確認できるようにします。
この完全な署名が、要求のヘッダー内のクッキーとして APICに送信されます。
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例：
APIC-Request-Signature=P+OTqK0CeAZjl7+Gute2R1Ww8OGgtzE0wsLlx8f
IXXl4V79Zl7Ou8IdJH9CB4W6CEvdICXqkv3KaQszCIC0+Bn07o3qF//BsIplZmYChD6gCX3f
7qIcjGX+R6HAqGeK7k97cNhXlWEoobFPe/oajtPjOu3tdOjhf/9ujG6Jv6Ro=;
APIC-Certificate-Algorithm=v1.0; APIC-Certificate-Fingerprint=fingerprint;
APIC-Certificate-DN=uni/userext/user-userabc/usercert-userabc.crt

ここで使用される DNが、次のステップの x509証明書を含むユーザ認定オブジェクト
の DNに一致する必要があります。

（注）

ステップ 5 署名を使用して APICと通信するには、Python SDKの CertSessionクラスを使用します。
次のスクリプトは、ACI Python SDKの CertSessionクラスを使用して、署名を使用して APICに要
求する方法の例です。

例：

#!/usr/bin/env python
# It is assumed the user has the X.509 certificate already added to
# their local user configuration on the APIC
from cobra.mit.session import CertSession
from cobra.mit.access import MoDirectory

def readFile(fileName=None, mode="r"):
if fileName is None:

return ""
fileData = ""
with open(fileName, mode) as aFile:

fileData = aFile.read()
return fileData

pkey = readFile("/tmp/userabc.key")
csession = CertSession("https://ApicIPOrHostname/",

"uni/userext/user-userabc/usercert-userabc.crt", pkey)

modir = MoDirectory(csession)
resp = modir.lookupByDn('uni/fabric')
pring resp.dn
# End of script

前のステップで使用したDNが、このステップのx509証明書を含むユーザ認定オブジェ
クトの DNに一致する必要があります。

（注）

アカウンティング
ACIファブリックアカウンティングは、障害およびイベントと同じメカニズムで処理される以下
の 2つの管理対象オブジェクト（MO）によって処理されます。

• aaaSessionLRMOは、APICおよびスイッチでのユーザアカウントのログイン/ログアウト
セッション、およびトークン更新を追跡します。ACIファブリックセッションアラート機能
は、次のような情報を保存します。

◦ユーザ名

◦セッションを開始した IPアドレス

◦タイプ（telnet、https、RESTなど）
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◦セッションの時間と長さ

◦トークン更新：ユーザアカウントのログインイベントは、ユーザアカウントが ACI
ファブリックの権利を行使するために必要な、有効なアクティブトークンを生成しま

す。

トークンはログインに関係なく期限切れになります。ユーザはログアウトで

きますが、トークンは含まれているタイマー値の期間に従って期限切れにな

ります。

（注）

• aaaModLRMOは、ユーザがオブジェクトに対して行う変更、およびいつ変更が発生したかを
追跡します。

• AAAサーバがping可能でない場合は、使用不可としてマークされ、エラーが表示されます。

aaaSessionLRと aaaModLRの両方のイベントログが、APICシャードに保存されます。データがプ
リセットされているストレージ割り当てサイズを超えると、先入れ先出し方式でレコードを上書

きします。

APICクラスタノードを破壊するディスククラッシュや出火などの破壊的なイベントが発生し
た場合、イベントログは失われ、イベントログはクラスタ全体で複製されません。

（注）

aaaModLRMOと aaaSessionLRMOは、クラスまたは識別名（DN）でクエリできます。クラスのク
エリは、ファブリック全体のすべてのログレコードを提供します。ファブリック全体の aaaModLR

レコードはすべて、GUIの [Fabric] > [Inventory] > [POD] > [History] > [Audit Log]セクションから入
手できます。APIC GUIの [History] > [Audit Log]オプションを使用すると、GUIに示された特定の
オブジェクトのイベントログを表示できます。

標準の syslog、callhome、RESTクエリ、および CLIエクスポートメカニズムは、aaaModLRMOと
aaaSessionLRMOのクエリデータで完全にサポートされます。このデータをエクスポートするデ
フォルトポリシーはありません。

APICには、一連のオブジェクトまたはシステム全体のデータの集約を報告する、事前設定された
クエリはありません。ファブリック管理者は、aaaModLRおよび aaaSessionLRのクエリデータを定

期的に syslogサーバにエクスポートするエクスポートポリシーを設定できます。エクスポートさ
れたデータを定期的にアーカイブし、システムの一部またはシステムログ全体のカスタムレポー

トを生成するために使用できます。
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共有サービスとしての外部ネットワークへのルーテッド

接続の課金と統計情報
APICは、共有サービスとしての外部ネットワークへのルーテッド接続用に設定されたポート
（l3extInstPEPG）からバイトカウントとパケットカウントでの課金統計情報を収集するように
設定できます。任意のテナントの任意の EPGが、外部ネットワークへのルーテッド接続用に
l3extInstPEPGを共有できます。課金統計情報は、共有サービスとして l3extInstPEPGを使用す
る任意のテナント内のEPGごとに収集できます。l3extInstPがプロビジョニングされているリー

フスイッチは課金統計情報を APICに転送し、そこで課金情報が集約されます。定期的に課金統
計情報をサーバにエクスポートするようにアカウンティングポリシーを設定できます。
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第 4 章

管理

この章の内容は、次のとおりです。

• 管理のワークフロー, 39 ページ

• 管理アクセスの追加, 41 ページ

• テクニカルサポート、統計情報、およびコアファイルのエクスポート, 57 ページ

• 概要, 61 ページ

• コントローラコンフィギュレーションのバックアップ、復元、およびロールバック, 73
ページ

• Syslogの使用, 84 ページ

• アトミックカウンタの使用, 88 ページ

• SNMPの使用, 92 ページ

• SPANの使用, 96 ページ

• トレースルートの使用, 98 ページ

管理のワークフロー

ACI 管理アクセスのワークフロー
このワークフローでは、ACIファブリック内のスイッチへの管理接続を設定するために必要な手
順の概要を示します。
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アウトオブバンド管理アクセスインバンド管理アクセス

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。

2. ACI リーフスイッチのアクセスポートの設定

次の管理アクセスシナリオのいずれかを選択します。

•インバンド管理の場合は、『』のインバンド設定に推奨されるトピックに従います。

•アウトオブバンド管理の場合は、『』のアウトオブバンド設定に推奨されるトピックに従い
ます。

推奨されるトピック

詳細については、『』の次のトピックを参照してください。

•拡張 GUIを使用したインバンド管理アクセスの設定, （44ページ）

• NX-OSスタイルの CLIを使用したインバンド管理アクセスの設定, （48ページ）

• REST APIを使用したインバンド管理アクセスの設定, （49ページ）

•拡張 GUIを使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定, （53ページ）

• NX-OSスタイルの CLIを使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定, （54ページ）

• REST APIを使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定, （55ページ）
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管理アクセスの追加
APICコントローラには、管理ネットワークに到達するルートが 2つあります。1つはインバンド
管理インターフェイスを使用し、もう 1つはアウトオブバンド管理インターフェイスを使用しま
す。

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

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

APICアウトオブバンド管理接続のリンクは、1 Gbpsである必要があります。（注）

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

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

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

APIC管理インターフェイスは IPv6アドレスをサポートしないため、このインターフェイスを介
して外部 IPv6サーバに接続することはできません。

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

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

管理インスタンスプロファイルで指定されているサブネットおよびコントラクトは、HTTP/HTTPS
または SSH/Telnetには影響しません。

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

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

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

スイッチの管理ポートの設定を定義します。

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

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

APICアウトオブバンド管理接続のリンクは、1 Gbpsである必要があります。

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

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

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

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

既存の IP tables

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

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

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

宛先のルールを追加しました。

IP tables への変更

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

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

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

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

ポートまたは送信元ポートいずれかを宛先ポートとともにルールに追加できます。

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

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

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

• IPv6のみ有効な場合、IPv4ポリシーを設定しないでください。

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

基本 GUI を使用したインバンド管理アクセスの設定

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

（注）

手順

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

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

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

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

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

（注）

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

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

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

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

インバンド管理アクセスが確立されました。

拡張 GUI を使用したインバンド管理アクセスの設定

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

（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Access Policies]を選択します。[Navigation]ペインで、[Interface
Policies]を展開します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Switch Policies]を右クリックし、[Configure Interface, PC and VPC]を選択
します。

ステップ 3 [Configure Interface, PC, and VPC]ダイアログボックスで、APICに接続されているスイッチポート
を設定し、次の操作を実行します。

a) スイッチ図の横にある大きい [+]アイコンをクリックして、新しいプロファイルを作成して
VLANを APIC用に設定します。

b) [Switches]フィールドのドロップダウンリストから、APICが接続されているスイッチのチェッ
クボックスをオンにします（leaf1および leaf2）。
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c) [Switch Profile Name]フィールドに、プロファイルの名前（apicConnectedLeaves）を入力しま
す。

d) [+]アイコンをクリックして、ポートを設定します。
ユーザがコンテンツを入力できる、次の画像のようなダイアログボックスが表示されます。

e) [Interface Type]領域で、[Individual]オプションボタンが選択されていることを確認します。
f) [Interfaces]フィールドで、APICが接続されているポートを入力します。
g) [Interface Selector Name]フィールドに、ポートプロファイルの名前（apicConnectedPorts）を入
力します。

h) [Interface Policy Group]フィールドで、[Create One]オプションボタンをクリックします。
i) [Attached Device Type]フィールドで、適切なデバイスタイプを選択してドメイン（ベアメタ
ル）を設定します。

j) [Domain]フィールドで、[Create One]オプションボタンをクリックします。
k) [Domain Name]フィールドに、ドメイン名を入力します（inband）。
l) [VLAN]フィールドで、[Create One]オプションボタンを選択します。
m) [VLANRange]フィールドに、VLAN範囲を入力します。[Save]をクリックし、[Save]をもう一
度クリックします。[Submit]をクリックします。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Switch Policies]を右クリックし、[Configure Interface, PC and VPC]を選択
します。

ステップ 5 [Configure Interface, PC, and VPC]ダイアログボックスで、次のアクションを実行します。
a) スイッチ図の横にある大きい [+]アイコンをクリックして、新しいプロファイルを作成して

VLANをサーバ用に設定します。
b) [Switches]フィールドのドロップダウンリストから、サーバが接続されているスイッチのチェッ
クボックスをオンにします（leaf1）。

c) [Switch Profile Name]フィールドに、プロファイルの名前（vmmConnectedLeaves）を入力しま
す。

d) [+]アイコンをクリックして、ポートを設定します。
ユーザがコンテンツを入力できる、次の画像のようなダイアログボックスが表示されます。
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e) [Interface Type]領域で、[Individual]オプションボタンが選択されていることを確認します。
f) [Interfaces]フィールドで、サーバが接続されているポートを入力します（1/40）。
g) [Interface Selector Name]フィールドに、ポートプロファイルの名前を入力します。
h) [Interface Policy Group]フィールドで、[Create One]オプションボタンをクリックします。
i) [Attached Device Type]フィールドで、適切なデバイスタイプを選択してドメイン（ベアメタ
ル）を設定します。

j) [Domain]フィールドのドロップダウンリストから、[Choose One]オプションボタンをクリッ
クします。

k) [Physical Domain]ドロップダウンリストから、前に作成したドメインを選択します。
l) [Domain Name]フィールドに、ドメイン名を入力します。
m) [Save]をクリックし、[Save]をもう一度クリックします。

ステップ 6 [Configure Interface, PC, and VPC]ダイアログボックスで、[Submit]をクリックします。

ステップ 7 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]をクリックします。[Navigation]ペインで、[Tenant mgmt]
> [Networking] > [Bridge Domains]を展開し、インバンド接続のブリッジドメインを設定します。

ステップ 8 インバンドブリッジドメイン（inb）を展開します。[Subnets]を右クリックします。[CreateSubnets]
をクリックし、次の操作を実行してインバンドゲートウェイを設定します。

a) [Create Subnet]ダイアログボックスで、[Gateway IP]フィールドに、インバンド管理ゲートウェ
イ IPアドレスとマスクを入力します。

b) [Submit]をクリックします。

ステップ 9 [Navigation]ペインで、[Tenant mgmt] > [Node Management EPGs]の順に展開します。[Node
Management EPGs]を右クリックし、[Create In-BandManagement EPG]を選択します。APICと通信
するために使用するインバンド EPGの VLANを設定するには、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、インバンド管理 EPG名を入力します。
b) [Encap]フィールドで、VLAN（vlan-10）を入力します。
c) [Bridge Domain]ドロップダウンフィールドから、ブリッジドメインを選択します。[Submit]
をクリックします。

d) [Navigation]ペインで、新しく作成したインバンド EPGを選択します。
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e) [ProvidedContracts]を展開します。[Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、デフォ
ルトのコントラクトを選択し、VMMサーバが存在するEPGで消費されるデフォルトのコント
ラクトを EPGが提供できるようにします。

f) [Update]をクリックし、[Submit]をクリックします。

次の画像のようなダイアログボックスが表示されます。

ステップ 10 [Navigation]ペインで、[Node Management Addresses]を右クリックし、[Create Node Management
Addresses]をクリックし、次の操作を実行してファブリック内のAPICコントローラに割り当てる
IPアドレスを設定します。
a) [Create Node Management Addresses]ダイアログボックスで、[Policy Name]フィールドに、ポリ
シー名（apicInb）を入力します。

b) [Nodes]フィールドの [Select]列で、このファブリックの一部となるノードのチェックボックス
をオンにします（apic1、apic2、apic3）。

c) [Config]フィールドで、[In-Band Addresses]チェックボックスをオンにします。
d) [Node Range]フィールドに、範囲を入力します。
e) [In-Band IP Addresses]領域の [In-Band Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリスト
から [default]を選択します。これで、デフォルトのインバンド管理EPGが関連付けられます。

f) [In-Band IP Addresses]フィールドと [Gateway]フィールドに、必要に応じて IPv4アドレスまた
は IPv6アドレスを入力します。

g) [Submit]をクリックします。これで、APICの IPアドレスが設定されました。

ステップ 11 [Navigation]ペインで、[NodeManagementAddresses]を右クリックします。[CreateNodeManagement
Addresses]をクリックし、次の操作を実行して、ファブリック内のリーフスイッチおよびスパイ
ンスイッチの IPアドレスを設定します。
a) [Create Node Management Addresses]ダイアログボックスで、[Policy Name]フィールドに、ポリ
シー名（switchInb）を入力します。

b) [Nodes]フィールドの [Select]列で、このファブリックの一部となるノードの横のチェックボッ
クスをオンにします（leaf1、leaf2、spine1、spine2）。
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c) [Config]フィールドで、[In-Band Addresses]チェックボックスをクリックします。
d) [Node Range]フィールドに、範囲を入力します。
e) [In-Band IP Addresses]領域の [In-Band Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリスト
から [default]を選択します。デフォルトのインバンド管理 EPGが関連付けられました。

f) [In-Band IP Addresses]フィールドと [Gateway]フィールドに、必要に応じて IPv4アドレスまた
は IPv6アドレスを入力します。

g) [Submit]をクリックします。[Confirm]ダイアログボックスで、[Yes]をクリックします。リー
フおよびスパインスイッチの IPアドレスが設定されました。

ステップ 12 [Navigation]ペインの [Node Management Addresses]下で、APICポリシー名（apicInb）をクリック
して設定を確認します。[Work]ペインに、さまざまなノードに割り当てられた IPアドレスが表示
されます。

ステップ 13 [Navigation]ペインの [Node Management Addresses]下で、スイッチポリシー名（switchInb）をク
リックします。[Work]ペインに、スイッチに割り当てられている IPアドレスと使用しているゲー
トウェイアドレスが表示されます。

アウトオブバンド管理アクセスを APICサーバのデフォルト管理接続モードにするに
は、[Fabric] > [Fabric Policies] > [Global Policies] > [Connectivity Preferences]をクリックし
ます。次に、[Connectivity Preferences]ページで [inband]をクリックします。

（注）

NX-OS スタイルの CLI を使用したインバンド管理アクセスの設定

手順

ステップ 1 APICインバンド管理用の VLANを次の例に示すように割り当てます。

例：

apic1(config)#
apic1(config)# vlan-domain inband-mgmt
apic1(config-vlan) vlan 10
apic1(config-vlan) exit

ステップ 2 インバンド管理ポートへの外部接続を次の例に示すように提供します。

例：
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このステップでは、コントローラはリーフスイッチ上のポートに接続されます。その

ポート上に VLANドメインメンバーを追加する必要があります。この例では、リーフ
101のポートイーサネット 1/2がコントローラ 1に接続されます。VLANドメインメ
ンバーの「インバンド管理」を設定します。これは、接続の一部です。そのほかの部分

として、管理ステーションはインターフェイスイーサネット 1/3のリーフ 102に接続さ
れます。コントローラはリーフスイッチ（この場合はリーフ 102）の 1つのポートに接
続された 1つのマシンです。このマシンは外部（イーサネット 1/3）からコントローラ
に接続しようします。

（注）

apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf) internet ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member inband-mgmt
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf) internet ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member inband-mgmt
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan
apic1(config-leaf-if)# exit

インバンド管理アクセスを APICサーバのデフォルト管理接続モードにするには、次の
CLIコマンドシーケンスを使用します。
apic1# configure
apic1(config)# mgmt_connectivity pref inband

（注）

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

手順

ステップ 1 VLANネームスペースを作成します。

例：
POST
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/uni.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<!-- Static VLAN range -->
<fvnsVlanInstP name="inband" allocMode="static">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-10" to="vlan-11"/>

</fvnsVlanInstP>
</infraInfra>

</polUni>

ステップ 2 物理ドメインを作成します。
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例：
POST
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/uni.xml -->
<polUni>
<physDomP name="inband">
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-inband-static"/>

</physDomP>
</polUni>

ステップ 3 インバンド管理用のセレクタを作成します。

例：
POST
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="vmmNodes">
<infraLeafS name="leafS" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-vmmPorts"/>

</infraNodeP>

<!-- Assumption is that VMM host is reachable via eth1/40. -->
<infraAccPortP name="vmmPorts">
<infraHPortS name="portS" type="range">
<infraPortBlk name="block1"

fromCard="1" toCard="1"
fromPort="40" toPort="40"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-inband" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraNodeP name="apicConnectedNodes">
<infraLeafS name="leafS" type="range">
<infraNodeBlk name="single0" from_="101" to_="102"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-apicConnectedPorts"/>

</infraNodeP>

<!-- Assumption is that APIC is connected to eth1/1. -->
<infraAccPortP name="apicConnectedPorts">
<infraHPortS name="portS" type="range">
<infraPortBlk name="block1"

fromCard="1" toCard="1"
fromPort="1" toPort="3"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-inband" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="inband">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-inband"/>

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>

<infraAttEntityP name="inband">
<infraRsDomP tDn="uni/phys-inband"/>

</infraAttEntityP>
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</infraInfra>
</polUni>

ステップ 4 インバンドブリッジドメインとエンドポイントグループ（EPG）を設定します。

例：
POST https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<!-- Configure the in-band management gateway address on the

in-band BD. -->
<fvBD name="inb">
<fvSubnet ip="10.13.1.254/24"/>

</fvBD>

<mgmtMgmtP name="default">
<!-- Configure the encap on which APICs will communicate on the

in-band network. -->
<mgmtInB name="default" encap="vlan-10">
<fvRsProv tnVzBrCPName="default"/>

</mgmtInB>
</mgmtMgmtP>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 5 アドレスプールを作成します。

例：
POST
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<!-- Adresses for APIC in-band management network -->
<fvnsAddrInst name="apicInb" addr="10.13.1.254/24">
<fvnsUcastAddrBlk from="10.13.1.1" to="10.13.1.10"/>

</fvnsAddrInst>

<!-- Adresses for switch in-band management network -->
<fvnsAddrInst name="switchInb" addr="10.13.1.254/24">
<fvnsUcastAddrBlk from="10.13.1.101" to="10.13.1.120"/>

</fvnsAddrInst>
</fvTenant>

</polUni>

IPv6のダイナミックアドレスプールはサポートされていませ
ん。

（注）

ステップ 6 管理グループを作成します。

例：
POST
https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<infraInfra>
<!-- Management node group for APICs -->
<mgmtNodeGrp name="apic">
<infraNodeBlk name="all" from_="1" to_="3"/>
<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-apic"/>

</mgmtNodeGrp>
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<!-- Management node group for switches-->
<mgmtNodeGrp name="switch">
<infraNodeBlk name="all" from_="101" to_="104"/>
<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-switch"/>

</mgmtNodeGrp>

<!-- Functional profile -->
<infraFuncP>
<!-- Management group for APICs -->
<mgmtGrp name="apic">
<!-- In-band management zone -->
<mgmtInBZone name="default">
<mgmtRsInbEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-default"/>
<mgmtRsAddrInst tDn="uni/tn-mgmt/addrinst-apicInb"/>

</mgmtInBZone>
</mgmtGrp>

<!-- Management group for switches -->
<mgmtGrp name="switch">
<!-- In-band management zone -->
<mgmtInBZone name="default">
<mgmtRsInbEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-default"/>
<mgmtRsAddrInst tDn="uni/tn-mgmt/addrinst-switchInb"/>

</mgmtInBZone>
</mgmtGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>

</polUni>

IPv6のダイナミックアドレスプールはサポートされていませ
ん。

（注）

基本 GUI を使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定

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

手順

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

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

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

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

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

アウトオブバンド管理アクセスが設定されました。
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拡張 GUI を使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定

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

はじめる前に

APICアウトオブバンド管理接続のリンクは、1 Gbpsである必要があります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]を選択します。[Navigation]ペインで、[Tenant mgmt]を展
開します。

ステップ 2 [NodeManagement Addresses]を右クリックし、[Create NodeManagement Addresses]をクリックしま
す。

ステップ 3 [Create Node Management Addresses]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Policy Name]フィールドに、ポリシー名（switchOob）を入力します。
b) [Nodes]フィールドで、適切なリーフおよびスパインスイッチ（leaf1、leaf2、spine1）の横に
あるチェックボックスをオンにします。

c) [Config]フィールドで、[Out of-Band Addresses]のチェックボックスをオンにします。
[Out-of-Band IP addresses]領域が表示されま
す。

（注）

d) [Out-of-Band Management EPG]フィールドで、ドロップダウンリストから EPGを選択します
（デフォルト）。

e) [Out-of-Band IP Addresses]フィールドおよび [Out-of-Band Gateway]フィールドに、スイッチに
割り当てられる希望する IPv4アドレスまたは IPv6アドレスを入力します。[OK]をクリックし
ます。

ノード管理 IPアドレスが設定されます。APICだけではなくリーフスイッチおよびスパインス
イッチにもアウトオブバンド管理アクセスのアドレスを設定する必要があります。

ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Node Management Addresses]を展開し、作成したポリシーをクリックしま
す。

[Work]ペインに、スイッチに対するアウトオブバンド管理アドレスが表示されます。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Security Policies] > [Out-of-Band Contracts]を展開します。

ステップ 6 [Out-of-Band Contracts]を右クリックし、[Create Out-of-Band Contract]をクリックします。
ステップ 7 [Create Out-of-Band Contract]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。

a) [Name]フィールドに、コントラクトの名前（oob-default）を入力します。
b) [Subjects]を展開します。[Create Contract Subject]ダイアログボックスで、[Name]フィールド
に、サブジェクト名（oob-default）を入力します。

c) [Filters]を展開し、[Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、フィルタの名前（default）
を選択します。[Update]をクリックし、[OK]をクリックします。

d) [Create Out-of-Band Contract]ダイアログボックスで、[Submit]をクリックします。
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アウトオブバンド EPGに適用できるアウトオブバンドコントラクトが作成されます。
ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Node Management EPGs] > [Out-of-Band EPG - default]を展開します。

ステップ 9 [Work]ペインで、[Provided Out-of-Band Contracts]を展開します。

ステップ 10 [OOB Contract]カラムで、ドロップダウンリストから、作成したアウトオブバンドコントラクト
（oob-default）を選択します。[Update]をクリックし、[Submit]をクリックします。
コントラクトがノード管理 EPGに関連付けられます。

ステップ 11 [Navigation]ペインで、[ExternalNetwork Instance Profile]を右クリックし、[Create ExternalManagement
Entity Instance]をクリックします。

ステップ 12 [Create External Management Entity Instance]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、名前（oob-mgmt-ext）を入力します。
b) [Consumed Out-of-Band Contracts]フィールドを展開します。[Out-of-Band Contract]ドロップダ
ウンリストから、作成したコントラクト（oob-default）を選択します。[Update]をクリックし
ます。

アウトオブバンド管理によって提供された同じコントラクトを選択します。

c) [Subnets]フィールドに、サブネットアドレスを入力します。[Submit]をクリックします。
ここで選択したサブネットアドレスだけがスイッチの管理に使用されます。含まれていないサ

ブネットアドレスはスイッチの管理に使用できません。

ノード管理 EPGは、外部ネットワークインスタンスプロファイルに接続されます。アウトオブ
バンド管理接続が設定されます。

アウトオブバンド管理アクセスを APICサーバのデフォルト管理接続モードにするに
は、[Fabric] > [Fabric Policies] > [Global Policies] > [Connectivity Preferences]をクリックし
ます。次に、[Connectivity Preferences]ページで [ooband]をクリックします。

（注）

NX-OS スタイルの CLI を使用したアウトオブバンド管理アクセスの設
定

はじめる前に

APICアウトオブバンド管理接続のリンクは、1 Gbpsである必要があります。

手順

外部管理サブネットに対するアウトオブバンド管理インターフェイスのアクセス制御を次のよう

に提供します。

例：

apic1(config-tenant)# external-l3 epg default oob-mgmt
apic1(config-tenant-l3ext-epg)#match ip 10.0.0.0/8
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config)# exit
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アウトオブバンド管理アクセスを APICサーバのデフォルト管理接続モードにするに
は、次の CLIコマンドシーケンスを使用します。
apic1 # configure
apic1(config)# mgmt_connectivity pref ooband

（注）

REST API を使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定
アウトオブバンド管理アクセスでは、IPv4アドレスと IPv6アドレスがサポートされます。

はじめる前に

APICアウトオブバンド管理接続のリンクは、1 Gbpsである必要があります。

手順

ステップ 1 アウトオブバンドコントラクトを作成します。

例：
POST https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<!-- Contract -->
<vzOOBBrCP name="oob-default">

<vzSubj name="oob-default">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="default" />

</vzSubj>
</vzOOBBrCP>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 2 アウトオブバンドコントラクトをアウトオブバンド EPGに関連付けます。

例：
POST https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<mgmtMgmtP name="default">
<mgmtOoB name="default">

<mgmtRsOoBProv tnVzOOBBrCPName="oob-default" />
</mgmtOoB>

</mgmtMgmtP>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 3 アウトオブバンドコントラクトを外部管理 EPGに関連付けます。

例：
POST https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<mgmtExtMgmtEntity name="default">
<mgmtInstP name="oob-mgmt-ext">

<mgmtRsOoBCons tnVzOOBBrCPName="oob-default" />
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<!-- SUBNET from where switches are managed -->
<mgmtSubnet ip="10.0.0.0/8" />

</mgmtInstP>
</mgmtExtMgmtEntity>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 4 管理アドレスプールを作成します。

例：
POST https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<fvnsAddrInst name="switchOoboobaddr" addr="172.23.48.1/21">
<fvnsUcastAddrBlk from="172.23.49.240" to="172.23.49.244"/>

</fvnsAddrInst>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 5 ノード管理グループを作成します。

例：
POST https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml

<polUni>
<infraInfra>

<infraFuncP>
<mgmtGrp name="switchOob">

<mgmtOoBZone name="default">
<mgmtRsAddrInst tDn="uni/tn-mgmt/addrinst-switchOoboobaddr" />
<mgmtRsOobEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default" />

</mgmtOoBZone>
</mgmtGrp>

</infraFuncP>
<mgmtNodeGrp name="switchOob">

<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-switchOob" />
<infraNodeBlk name="default" from_="101" to_="103" />

</mgmtNodeGrp>
</infraInfra>

</polUni>

デフォルトの接続モードとしてアウトオブバンド管理接続を使用するように APICサー
バを設定できます。

POST https://apic-ip-address/api/node/mo/.xml
<polUni>
<fabricInst>

<mgmtConnectivityPrefs interfacePref=“ooband"/>
</fabricInst>
</polUni>

（注）
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テクニカルサポート、統計情報、およびコアファイルの

エクスポート

ファイルのエクスポートについて

管理者は、APIC内で、コアファイルとデバッグデータを処理するために、統計情報、テクニカ
ルサポートの収集、障害およびイベントをファブリック（APICおよびスイッチ）から外部ホス
トにエクスポートするようエクスポートポリシーを設定できます。エクスポートはXML、JSON、
Webソケット、Secure Copy Protocol（SCP）、HTTPなどのさまざまな形式にできます。ストリー
ミング、定期的、またはオンデマンドの各形式でエクスポートを登録できます。

管理者は、転送プロトコル、圧縮アルゴリズム、転送の頻度などポリシーの詳細を設定できます。

ポリシーは、AAAを使用して認証されたユーザによって設定できます。実際の転送のセキュリ
ティメカニズムは、ユーザ名とパスワードに基づいています。内部的に、ポリシー要素はデータ

のトリガーを処理します。

ファイルのエクスポートに関するガイドラインと制約事項

• HTTPエクスポートとストリーミングAPI形式は、統計情報の場合にのみサポートされます。
コア情報とテクニカルサポートデータはサポートされません。

•エクスポートされるファイルの宛先 IPは、IPv6アドレスであってはなりません。

特に、APIC、または帯域幅と計算用リソースが不足している外部サーバにエクスポートする
場合は、5つを超えるノードから同時にテクニカルサポートをトリガーしないでください。

ファブリック内のすべてのノードから定期的にテクニカルサポートを収集するには、複数の

ポリシーを作成する必要があります。各ポリシーは、ノードのサブセットをカバーする必要が

あり、時間をずらしてトリガーされるようにスケジュールします（少なくとも 30分離す）。

（注）

ファイルエクスポート用のリモートロケーションの作成

この手順では、エクスポートされたファイルを受け取るリモートホストのホスト情報とファイル

転送セッティングを設定します。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin]をクリックします。
ステップ 2 サブメニューバーで、[Import/Export]をクリックします。
ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Export Policies]を展開します。

ステップ 4 [Remote Locations]を右クリックし、[Create Remote Path of a File]を選択します。
ステップ 5 [Create Remote Path of a File]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、リモートロケーションの名前を入力します。
b) [Host Name/IP]フィールドに、送信先ホストの IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力し
ます。

c) [Protocol]フィールドで、必要なファイル転送プロトコルのオプションボタンをクリックしま
す。

d) [Remote Path]フィールドで、リモートホストでファイルが保存されるパスを入力します。
e) リモートホストにログインするためのユーザ名とパスワードを入力し、パスワードを確認しま
す。

f) [Management EPG]ドロップダウンリストから管理 EPGを選択します。
g) [Submit]をクリックします。

GUI を使用したオンデマンドの techsupport ファイルの送信

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin]をクリックします。
ステップ 2 サブメニューバーで、[Import/Export]をクリックします。
ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Export Policies]を展開します。

ステップ 4 [On-demand TechSupport]を右クリックし、[Create On-demand TechSupport]を選択します。
[Create On-demand TechSupport]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 [Create On-demand TechSupport]ダイアログボックスのフィールドに適切な値を入力します。
フィールドの説明については、[Create On-demand TechSupport]ダイアログボックスの情
報アイコン（i）をクリックします。ヘルプファイルが開いてプロパティの説明ページ
が表示されます。

（注）

ステップ 6 [Submit]をクリックして、テクニカルサポートファイルを送信します。
オンデマンドのテクニカルサポートファイルは別のAPICに保存し、ストレージとCPU
条件のバランスを取ることができます。場所を確認するには、[Navigation]ペインでオ
ンデマンドのテクニカルサポートポリシーをクリックし、[Work]ペインで
[OPERATIONAL]タブをクリックします。コントローラが [EXPORTLOCATION]フィー
ルドに表示されます。

（注）
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ステップ 7 ポリシー名を右クリックし、[Collect Tech Support]を選択します。
ステップ 8 [Yes]を選択して、テクニカルサポート情報の収集を開始します。

NX-OS スタイルの CLI を使用したオンデマンドの techsupport ファイル
の送信

APICにエクスポートする場合や、帯域幅と計算のリソースが不足している外部サーバにエク
スポートする場合は特に、同時に 5つを超えるノードから techsupportファイルの回収をトリ
ガーしないでください。

APICの過剰なストレージの使用を避けるには、ローカルに保存された techsupportファイルを
すぐに削除してください。

（注）

はじめる前に

techsupportファイルをエクスポートするリモートパスを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コントローラ、スイッチ、またはすべてからリモー

トパスへの techsupportファイルのエクスポートを
triggertechsupport {all |
controllersswitchnode-id}
[remotenameremote-path-name]

ステップ 1   

トリガーします。スイッチの場合、範囲またはカ

例：
apic1# trigger techsupport
switch 101,103 remotename
remote5

ンマ区切りのリストを指定できます。リモートホ

ストを指定しない場合、ファイルはコントローラ

自体に収集されます。

指定されたホストからリモートパスへの techsupport
ファイルのエクスポートをトリガーします。リモー

triggertechsupporthosthost-id

例：
apic1# trigger techsupport host

ステップ 2   

トホストを指定しない場合、ファイルはコント

ローラ自体に収集されます。

リモートホストへのローカル techsupportファイル
のエクスポートをトリガーします。リモートホス

triggertechsupportlocal

例：
apic1# trigger techsupport
local

ステップ 3   

トを指定しない場合、ファイルはコントローラ自

体に収集されます。
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目的コマンドまたはアクション

techsupportファイルがトリガーされると、このコ
マンドによって techsupportレポートのステータス
が表示されます。

showtechsupport {all |
controllersswitchnode-id} status

例：
apic1# show techsupport switch
101 status

ステップ 4   

例

次に、apic1コントローラのローカルに保存されるようにスイッチ 101の techsupportファイルをト
リガーする例を示します。

apic1# trigger techsupport switch 101

Triggering techsupport for Switch 101 using policy supNode101, setting filters to default
value

Triggered on demand tech support successfully for Switch 101, will be available at:
/data/techsupport on
the controller. Use 'show techsupport' with your options to check techsupport status.

REST API を使用したオンデマンドの techsupport ファイルの送信

手順

ステップ 1 REST APIを使用して次の例のような XMLを POST送信し、テクニカルサポートファイルのリ
モート宛先を設定します。

例：
<fileRemotePath userName="" remotePort="22" remotePath="" protocol="sftp" name="ToSupport"
host="192.168.200.2"
dn="uni/fabric/path-ToSupport" descr="">

<fileRsARemoteHostToEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default"/>

</fileRemotePath>

ステップ 2 RESTAPIを使用して次のようなXMLを POST送信し、オンデマンドのテクニカルサポートファ
イルを生成します。

例：
<dbgexpTechSupOnD upgradeLogs="no" startTime="unspecified" name="Tech_Support_9-20-16"
exportToController="no"
endTime="unspecified" dn="uni/fabric/tsod-Tech_Support_9-20-16" descr="" compression="gzip"

category="forwarding" adminSt="untriggered">

<dbgexpRsExportDest tDn="uni/fabric/path-ToSupport"/>
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<dbgexpRsTsSrc tDn="topology/pod-1/node-102/sys"/>

<dbgexpRsTsSrc tDn="topology/pod-1/node-103/sys"/>

<dbgexpRsTsSrc tDn="topology/pod-1/node-101/sys"/>

<dbgexpRsData tDn="uni/fabric/tscont"/>

</dbgexpTechSupOnD>

概要
このトピックでは、次の情報を提供します。

• Cisco APICの設定のインポートとエクスポートを使用して、設定の状態を最新の既知の良好
な状態に回復する方法

• Cisco APICの設定ファイルのセキュアプロパティを暗号化する方法

ユーザ設定のスケジュールバックアップとオンデマンドバックアップの両方を行うことができま

す。設定の状態を回復すると（「ロールバック」とも呼ばれます）、以前良好であった既知の状

態に戻ることができます。そのためのオプションは、アトミック置換と呼ばれます。設定インポー

トポリシー（configImportP）は、アトミック +置換（importMode=atomic、importType=replace）を
サポートします。これらの値に設定すると、インポートされる設定が既存の設定を上書きし、イ

ンポートされるファイルに存在しない既存の設定があれば削除されます。定期的な設定のバック

アップとエクスポートを行うか、または既知の良好な設定のエクスポートを明示的にトリガーす

る限り、後で以下のCLI、RESTAPI、およびGUI用の手順を使用してこの設定を復元することが
できます。

Cisco APICを使用した設定状態の回復に関する詳細な概念情報については、『Cisco Application
Centric Infrastructure Fundamentals Guide』を参照してください。

次の項では、設定ファイルのセキュアプロパティの暗号化に関する概念情報を提供します。

設定ファイルの暗号化

リリース 1.1(2)以降、AES-256暗号化を有効にすることによりAPIC設定ファイルを暗号化できま
す。AES暗号化はグローバル設定オプションです。すべてのセキュアプロパティは AES構成設
定に従っています。テナント設定などのACIファブリック設定のサブセットをAES暗号化を使用
してエクスポートするが、ファブリック設定の残りの部分は暗号化しないということはできませ

ん。セキュアプロパティのリストについては、『CiscoApplicationCentric InfrastructureFundamentals』
の「Appendix K: Secure Properties」を参照してください。

APICは、16～ 32文字のパスフレーズを使用して AES-256キーを生成します。APIC GUIでは、
AESパスフレーズのハッシュを表示します。このハッシュを使用して、2つの ACIファブリック
で同じパスフレーズが使用されているかどうかを確認できます。このハッシュをクライアントコ

ンピュータにコピーして、別のACIファブリックのパスフレーズハッシュと比較できます。これ
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により、それらのハッシュが同じパスフレーズを使用して生成されたかどうかを確認できます。

ハッシュを使用して、元のパスフレーズまたは AES-256キーを再構築することはできません。

暗号化された設定ファイルを使用する際は、次のガイドラインに従ってください。

• AES暗号化設定オプションを使用しているファブリックに古いACI設定をインポートするた
めの後方互換性がサポートされています。

逆の互換性はサポートされていません。AES暗号化が有効になっている ACI
ファブリックからエクスポートされた設定を古いバージョンの APICソフト
ウェアにインポートすることはできません。

（注）

•ファブリックバックアップ設定のエクスポートを実行するときは、必ず AES暗号化を有効
にします。これにより、ファブリックを復元するときに、設定のすべてのセキュアプロパ

ティが正常にインポートされるようになります。

AES暗号化を有効にせずにファブリックバックアップ設定がエクスポートさ
れると、どのセキュアプロパティもエクスポートに含まれません。そのよう

な暗号化されていないバックアップにはセキュアプロパティは何も含まれて

いないため、そのようなファイルをインポートしてシステムを復元すると、

ファブリックの管理者およびすべてのユーザがシステムからロックアウトさ

れてしまう可能性があります。

（注）

•暗号化キーを生成するAESパスフレーズは、ACI管理者やその他のユーザが復元したり読み
取ったりすることはできません。AESパスフレーズは保存されません。APICは、AESパス
フレーズを使用して AESキーを生成した後でそのパスフレーズを廃棄します。AESキーは
エクスポートされません。AESキーは、エクスポートされず、REST APIを使用して取得で
きないため、復元できません。

•同じ AES-256パスフレーズは、常に同じ AES-256キーを生成します。設定のエクスポート
ファイルは、同じ AESパスフレーズを使用する他の ACIファブリックにインポートできま
す。

•トラブルシューティングを目的として、セキュアプロパティの暗号化データが含まれていな
い設定ファイルをエクスポートします。設定のエクスポートを実行する前に一時的に暗号化

をオフにすると、エクスポートされた設定からすべてのセキュアプロパティ値が削除されま

す。すべてのセキュアプロパティが削除されたそのような設定ファイルをインポートするに

は、インポートマージモードを使用します。インポート置換モードは使用しません。イン

ポートマージモードを使用すると、ACIファブリック内の既存セキュアプロパティが保持
されます。

•デフォルトでは、APICは復号できないフィールドが含まれているファイルの設定のインポー
トを拒否します。この設定をオフにするときは注意してください。このデフォルト設定がオ

フになっているときに設定のインポートが適切に実行されないと、ファブリックのAES暗号
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化設定に一致しない設定ファイルのインポート時にACIファブリックのすべてのパスワード
が削除される可能性があります。

このガイドラインに従わないと、ファブリック管理者を含むすべてのユーザ

がシステムからロックアウトされる可能性があります。

（注）

GUI を使用したリモートロケーションの設定
この手順では、APICGUIを使用してリモートロケーションを作成する方法について説明します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [Import/Export]の順に選択します。
ステップ 2 ナビゲーションペインで、[Remote Locations]を右クリックして [Create Remote Location]を選択し

ます。

[Create Remote Location]ダイアログが表示されます。

ステップ 3 [Create Remote Location]ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
フィールドの説明については、[i]アイコンをクリックするとヘルプファイルが表示さ
れます。

（注）

ステップ 4 [Create Remote Location]ダイアログのフィールドに値を入力したら、[Submit]をクリックします。
これで、データをバックアップするためのリモートロケーションが作成されました。

NX-OS スタイルの CLI を使用したリモートロケーションの設定
ACIファブリックでは、techsupportまたはコンフィギュレーションファイルをエクスポートする
1つ以上のリモート宛先を設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure

例：
apic1# configure

ステップ 1   

リモートパスのコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no]remotepathremote-path-name

例：
apic1(config)# remote path myFiles

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

リモートサーバにログインするユーザ名

を設定します。パスワードを入力するよう

に求められます。

userusername

例：
apic1(config-remote)# user admin5

ステップ 3   

リモートサーバへのパスとプロトコルを

設定します。パスワードを入力するように

求められます。

path {ftp | scp | sftp} host[ :port ]
[remote-directory]

例：
apic1(config-remote)# path sftp
filehost.example.com:21
remote-directory /reports/apic

ステップ 4   

例

次に、ファイルをエクスポートするためにリモートパスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# remote path myFiles
apic1(config-remote)# user admin5
You must reset the password when modifying the path:
Password:
Retype password:
apic1(config-remote)# path sftp filehost.example.com:21 remote-directory /reports/apic
You must reset the password when modifying the path:
Password:
Retype password:

REST API を使用したリモートロケーションの設定
この手順では、RESTAPIを使用してリモートロケーションを作成する方法について説明します。
<fileRemotePath name="local" host=“host or ip" protocol=“ftp|scp|sftp" remotePath=“path to
folder" userName=“uname" userPasswd=“pwd" />

GUI を使用したエクスポートポリシーの設定
この手順では、APICGUIを使用してエクスポートポリシーを設定する方法について説明します。
データのバックアップをトリガーするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin] > [Import/Export]の順に選択します。
ステップ 2 ナビゲーションペインで、[Export Policies]を右クリックして [Create Configuration Export Policy]を

選択します。
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[Create Configuration Export Policy]ダイアログが表示されます。

ステップ 3 [Create Configuration Export Policy]ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
フィールドの説明については、[i]アイコンをクリックするとヘルプファイルが表示さ
れます。

（注）

ステップ 4 [Create Configuration Export Policy]ダイアログのフィールドに値を入力したら、[Submit]をクリッ
クします。

これで、バックアップが作成されました。[Configuration]タブでこれを確認できます（右側の
[Configuration]ペインにバックアップファイルが表示されます）。[Operational]タブで状況（実行
中、成功、または失敗）を確認できます。まだトリガーしていない場合は、空になっています。

バックアップを作成するとファイルが作成され、作成したバックアップファイルの [Operational]
ビューに表示されます。そのデータをインポートする場合は、インポートポリシーを作成する必

要があります。

NX-OS スタイルの CLI を使用したエクスポートポリシーの設定

はじめる前に

スケジュールに従ってスナップショットをエクスポートする場合、エクスポートポリシーを設定

する前にスケジューラを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：
apic1# configure

ステップ 1   

スナップショットをエクスポートするポリシー

を作成します。

[no]snapshotexportpolicy-name

例：
apic1(config)# snapshot export
myExportPolicy

ステップ 2   

エクスポートされたコンフィギュレーションファ

イルのデータ形式を指定します。

format {xml | json}

例：
apic1(config-export)# format
json

ステップ 3   

（任意）

スナップショットをエクスポートする既存のス

ケジューラを指定します。

[no]scheduleschedule-name

例：
apic1(config-export)# schedule
EveryEightHours

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

エクスポートのターゲットを割り当てます。ファ

ブリック、インフラ、特定のテナント、または

[no]target [infra | fabric |
tenant-name]

例：
apic1(config-export)# target
tenantExampleCorp

ステップ 5   

なしにすることができます。ターゲットを指定

しない場合、すべての設定情報がエクスポート

されます。デフォルトではターゲットはありま

せん。

（任意）

ファイルが送信される設定済みのリモートパス

の名前を指定します。リモートパスを指定しな

[no]remotepathremote-path-name

例：
apic1(config-export)# remote
path myBackupServer

ステップ 6   

い場合、ファイルはコントローラ内のフォルダ

にローカルにエクスポートされます。デフォル

トではリモートパスはありません。

EXECモードに戻ります。end

例：
apic1(config-export)# end

ステップ 7   

スナップショットエクスポートタスクを実行し

ます。エクスポートポリシーにスケジューラを

triggersnapshotexportpolicy-name

例：
apic1# trigger snapshot export
myExportPolicy

ステップ 8   

設定する場合、すぐにエクスポートする場合を

除きこの手順は不要です。

例

次に、特定のテナント設定についてJSON形式のスナップショットファイルの定期的なエクスポー
トを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# snapshot export myExportPolicy
apic1(config-export)# format json
apic1(config-export)# target tenantExampleCorp
apic1(config-export)# schedule EveryEightHours

REST API を使用したエクスポートポリシーの設定
REST APIを使用してエクスポートポリシーを設定するには、次の手順に従います。

POST
https://<ip-of-apic>/api/mo/uni/fabric.xml
<fabricInst dn="uni/fabric">
<configExportP name="export" format="xml" adminSt="triggered">
<configRsExportDestination tnFileRemotePathName="backup" />
</configExportP>
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<fileRemotePath name="backup" host="10.10.10.1" protocol="scp"
remotePath="/home/user" userName="user" userPasswd="pass" />
</fabricInst>

GUI を使用したインポートポリシーの設定
この手順では、APIC GUIを使用してインポートポリシーを設定する方法について説明します。
バックアップデータをインポートするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [Import/Export]の順に選択します。
ステップ 2 ナビゲーションペインで、[Import Policies]を右クリックして [Create Configuration Import Policy]を

選択します。

[Create Configuration Import Policy]ダイアログが表示されます。

ステップ 3 [Create Configuration Import Policy]ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
フィールドの説明については、[i]アイコンをクリックするとヘルプファイルが表示さ
れます。[Replace]、[Merge]、[Best Effort]、[Atomic]などのインポートタイプやモード
の詳細については、『Cisco Application Centric Infrastructure Fundamentals Guide』を参照
してください。

（注）

ステップ 4 [Create Configuration Import Policy]ダイアログのフィールドに値を入力したら、[Submit]をクリッ
クします。

NX-OS スタイルの CLI を使用したインポートポリシーの設定
NX-OSスタイルのCLIを使用してインポートポリシーを設定するには、次のように入力します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

configure

例：
apic1# configure

ステッ

プ 1   

スナップショットをインポートする

ポリシーを作成します。

[no]snapshotimportpolicy-name

例：
apic1(config)# snapshot import myImportPolicy

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インポートするファイルの名前を指

定します。

filefilename

例：
apic1(config-import)# file
ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz

ステッ

プ 3   

インポートされた構成設定を現在の

設定とマージするかどうか、または

action {merge | replace}

例：
apic1(config-import)# action replace

ステッ

プ 4   
インポートされた設定で現在の設定

を完全に置き換えるかどうかを指定

します。

インポートされた設定を適用すると

きに設定エラーをインポートプロ

[no]mode {atomic | best-effort}

例：
apic1(config-import)# mode atomic

ステッ

プ 5   
セスでどのように処理するかを指定

します。ベストエフォート型のイン

ポートモードではアーカイブ内の

個々の設定エラーをスキップし、ア

トミックモードでは設定エラーが

あるとインポートをキャンセルしま

す。

（任意）

ファイルをインポートする設定済み

リモートパスの名名を指定します。

[no]remotepathremote-path-name

例：
apic1(config-import)# remote path
myBackupServer

ステッ

プ 6   

リモートパスを指定しない場合、

ファイルはコントローラ内のフォル

ダからローカルにインポートされま

す。デフォルトではリモートパス

はありません。

EXECモードに戻ります。end

例：
apic1(config-import)# end

ステッ

プ 7   

スナップショットインポートタス

クを実行します。

triggersnapshotimportpolicy-name

例：
apic1# trigger snapshot import myImportPolicy

ステッ

プ 8   
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例

次に、スナップショットファイルのインポートの設定および実行を行って現在の設定を置き換え

る例を示します。

apic1# show snapshot files
File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
Created : 2015-11-21T01:00:21.167+00:00
Root :
Size : 22926

apic1# configure
apic1(config)# snapshot import myImportPolicy
apic1(config-import)# file ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
apic1(config-import)# action replace
apic1(config-import)# mode atomic
apic1(config-import)# end
apic1# trigger snapshot import myImportPolicy

REST API を使用したインポートポリシーの設定
REST APIを使用してインポートポリシーを設定するには、次の手順に従います。

POST
https://<ip-of-apic>/api/mo/uni/fabric.xml
<fabricInst dn="uni/fabric">
<configImportP name="imp" fileName="aa.tar.gz" adminSt="triggered" importType="replace"
importMode="best-effort">
<configRsImportSource tnFileRemotePathName="backup" />
</configImportP>
<fileRemotePath name="backup" host="10.10.10.1" protocol="scp"
remotePath="/home/user" userName="user" userPasswd="pass" />
</fabricInst>

GUI を使用した設定ファイルの暗号化
AES-256暗号化はグローバル設定オプションです。有効にすると、すべてのセキュアプロパティ
は AESの構成設定に準拠します。特定の targetDnを持つ設定エクスポートを使用して、ACIファ
ブリック設定の一部をエクスポートできます。ただし、REST APIを使用して、セキュアプロパ
ティとAES暗号化を含むテナント設定などのACIファブリック部分のみをエクスポートすること
はできません。REST API要求時にはセキュアプロパティは含まれません。

この項では、AES-256暗号化を有効にする方法について説明します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [AAA]を選択します。
ステップ 2 ナビゲーションペインで、[AES Encryption Passphrase and Keys for Config Export (and Import)]をク

リックします。
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右側のペインに、[Global AES Encryption Settings for all Configurations Import and Export]ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 3 パスフレーズを作成します（16～ 32文字の長さ）。使用される文字のタイプに制限はありませ
ん。

ステップ 4 [Submit]をクリックします。
パスフレーズを作成して送信すると、バックエンドでキーが生成され、パスフレーズを

復元することはできません。したがって、パスフレーズは、キーを自動的に生成した後

で削除されるため、誰にも表示されません。バックアップは、パスフレーズを知ってい

る場合にのみ動作します（他のユーザは誰も開くことはできません）。

（注）

[Key Configured]フィールドには [yes]と表示されます。[Encrpyted Passphrase]フィールドには暗号
化されたハッシュ（実際のパスフレーズではなく、そのハッシュでしかありません）が表示され

ます。

ステップ 5 パスフレーズを設定および確認したら、[Enable Encryption]の横にあるチェックボックスをオンに
して AES暗号化機能を有効にします（オンにします）。
これで、エクスポートおよびインポートポリシーの [Global AES Encryption Settings]フィールドは
デフォルトで有効になります。
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（注） •インポートおよびエクスポートポリシーで [Fail Import if secure fields cannot be
decrypted]チェックボックスがオンになっていることを確認します（デフォルトで
はオンになっています）。設定をインポートするときにこのチェックボックスをオ

フにしないことを強くお勧めします。このチェックボックスをオフにすると、シス

テムがすべてのフィールドをインポートしようとしても、暗号化できないフィール

ドはブランクまたは欠落となります。その結果、管理者のパスワードがブランクま

たは欠落となると、システムからロックアウトされる可能性があります（システム

からロックアウトされた場合は、『Cisco APIC Troubleshooting Guide』を参照して
ください）。このチェックボックスをオフにすると、警告メッセージが表示されま

す。このボックスをオンにすると、ロックアウトを予防するためのセキュリティ

チェックが行われ、その設定はインポートされません。

• [Enable Encryption]チェックボックスが選択されていない（オフ）場合は、暗号化
が無効になり、エクスポートされるすべての設定（エクスポート）でセキュアフィー

ルド（パスワードや証明書など）が欠落します。このチェックボックスを選択する

（オン）と、暗号化が有効になり、すべてのエクスポートでセキュアフィールドが

表示されます。

•暗号化を有効にした後は、新しいインポートまたはエクスポートポリシーの作成時
にパスフレーズを設定することはできません。前に設定したパスフレーズは、この

ボックス内のすべての設定およびすべてのテナントにわたってグローバルになって

います。このタブから設定をエクスポートすると（パスフレーズが設定され、暗号

化は有効）、完全なバックアップファイルが得られます。暗号化が有効になってい

ない場合、セキュアプロパティが削除されたバックアップファイルが得られます。

これらのバックアップファイルは、TACサポートエンジニア向けにエクスポート
する場合に役立ちます（たとえば、すべてのセキュアフィールドが欠落しているた

め）。これは、設定内のすべてのセキュアプロパティに該当します。また、暗号化

キーをクリアするクリアオプションもあります。

次の表で、設定インポートの動作と関連する結果のリストに注意してください。

結果設定インポートの動作シナリオ

古いリリースの設定のインポート

は完全にサポートされ、古い設定

以前のリリースからの古い設定

に保存されているすべてのセキュ

アフィールドが正常にインポー

トされます。

セキュアフィールドがない設定

のインポートである場合は、前に

AES暗号化が設定されていないときの設定インポー
ト

説明した動作で正常に行われま

す。インポートされる設定にセ

キュアフィールドがある場合

は、拒否されます。

セキュアフィールドがない設定AESパスフレーズが一致しないときの設定インポー
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結果設定インポートの動作シナリオ

ト のインポートである場合は、前に

説明した動作で正常に行われま

す。インポートされる設定にセ

キュアフィールドがある場合

は、拒否されます。

正常にインポートされます。AESパスフレーズが一致するときの設定インポート

この特殊なケースは、別のパスフ

レーズを使用してエクスポートさ

れた他の設定からセキュア

フィールドをコピー/ペーストし
た場合に発生します。最初のパス

でインポートされるバックアップ

ファイルを解析しているときに、

正しく復号できないプロパティが

あった場合、インポートはどの

シャードもインポートせずに失敗

します。したがって、あるシャー

ドですべてのプロパティを復号す

ることができない場合、すべての

シャードが拒否されます。

コピー/ペーストされたフィールドでAESパスフレー
ズが一致しないときの設定インポート

NX-OS スタイルの CLI を使用したコンフィギュレーションファイルの
暗号化

NX-OSスタイルのCLIを使用してコンフィギュレーションファイルを暗号化するには、次の手順
を実行します。

apic1# configure
apic1(config)# crypto aes
<CR>
apic1(config)# crypto aes
apic1(config-aes)#
clear-encryption-key Clears AES encryption key
encryption Enable AES Encryption
no Negate a command or set its defaults
passphrase Configure passphrase for AES encryption

bash bash shell for unix commands
end Exit to the exec mode
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
show Show running system information
where show the current mode
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apic1(config-aes)# encryption
<CR>
apic1(config-aes)# encryption
apic1(config-aes)#
clear-encryption-key Clears AES encryption key
encryption Enable AES Encryption
no Negate a command or set its defaults
passphrase Configure passphrase for AES encryption

bash bash shell for unix commands
end Exit to the exec mode
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
show Show running system information
where show the current mode
apic1(config-aes)# passphrase
WORD Passphrase for AES encryption (Range of chars: 16-32) in quotes
apic1(config-aes)# passphrase "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
apic1(config-aes)#

REST API を使用した設定ファイルの暗号化

手順

REST APIを使用して設定ファイルを暗号化するには、次の例のような XMLを POST送信しま
す。

例：
https://apic-ip-address/api/mo/uni/fabric.xml
<pkiExportEncryptionKey passphrase="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
strongEncryptionEnabled="true"/>

コントローラコンフィギュレーションのバックアップ、

復元、およびロールバック
ここでは、コントローラコンフィギュレーションのバックアップ（スナップショットの作成）、

復元、およびロールバックのための一連の機能について説明します。

設定ファイルのバックアップ、復元、およびロールバックのワークフ

ロー

この項では、設定ファイルのバックアップ、復元、およびロールバックのワークフローについて

説明します。本書で説明されている機能はすべて同じワークフローパターンに従います。対応す

るポリシーを設定すると、ジョブをトリガーするために admintStを triggeredに設定する必要が
あります。

ジョブがトリガーされると、configJobContタイプのコンテナオブジェクトで configJobタイプの
オブジェクト（実行を表す）が作成されます（Namingプロパティの値はポリシーDNに設定され
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ます）。コンテナの lastJobNameフィールドを使用して、そのポリシーに対してトリガーされた
最後のジョブを確認することができます。

同時に最大 5つの configJobオブジェクトが単一ジョブコンテナに保持され、それぞれの新規
ジョブがトリガーされます。そのために、最も古いジョブは削除されます。

（注）

configJobオブジェクトには、次の情報が含まれています。

•実行時間

•処理または生成されるファイルの名前

•以下のステータス：

◦ Pending

◦ Running

◦ Failed

◦ Fail-no-data

◦ Success

◦ Success-with-warnings

•詳細の文字列（障害メッセージと警告）

•進捗率 = 100 * lastStepIndex/totalStepCount

•最後に行われた内容を示す lastStepDescrフィールド

fileRemotePath オブジェクトについて
fileRemotePathオブジェクトは、以下のリモートロケーションパスのパラメータを保持していま
す。

•ホスト名または IP

•ポート

•プロトコル：FTP、SCPなど

•リモートディレクトリ（ファイルパスではない）

•ユーザ名

•パスワード

パスワードは、変更するたびに再送信する必要があります。（注）
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設定例

以下に設定サンプルを示します。

fabricInst（uni/fabric）の下に、次のように入力します。

<fileRemotePath name="path-name" host="host name or ip" protocol="scp"
remotePath="path/to/some/folder" userName="user-name" userpasswd="password" />

コントローラへの設定のエクスポート

設定のエクスポートでは、クラスタ内の32個のシャードすべてからユーザ設定可能な管理対象オ
ブジェクト（MO）のツリーを抽出して別々のファイルに書き込み、targzipに圧縮します。次に、
tar gzipを、事前設定されているリモートロケーション（fileRemotePathオブジェクトを指す
configRsRemotePathを使用して設定）にアップロードするか、またはコントローラ上のスナップ
ショットとして保存します。

詳細については、「スナップショット」の項を参照してください。（注）

configExportPポリシーは次のように設定されます。

• name：ポリシー名

• format：エクスポートされたアーカイブ内にデータを保存する形式（xmlまたは json）

• targetDn：エクスポートする特定のオブジェクトのドメイン名（DN）（空はすべてを意味し
ます）

• snapshot：trueの場合、ファイルはコントローラ上に保存され、リモートロケーションの設
定は不要です。

• includeSecureFields：デフォルトで trueに設定され、暗号化されたフィールド（パスワード
など）をエクスポートのアーカイブに含めるかどうかを示します。

このスナップショットに関する情報を保持する configSnapshotオブジェクトが作成されます
（「スナップショット」の項を参照）。

（注）

エクスポートのスケジューリング

エクスポートポリシーは、事前設定されたスケジュールに基づいて自動的にエクスポートをトリ

ガーするスケジューラーにリンクできます。これは、ポリシーから trigSchedPオブジェクトへの
configRsExportScheduler関係によって行われます（後の「設定例」の項を参照）。

スケジューラーはオプションです。ポリシーは、adminStを triggeredに設定することにより、
いつでもトリガーできます。

（注）
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トラブルシューティング

生成されたアーカイブをリモートロケーションにアップロードできないことを示すエラーメッ

セージが表示された場合は、接続の問題に関する項を参照してください。

NX-OS スタイルの CLI を使用した設定例

以下に、NX-OSスタイルの CLIを使用した設定例を示します。
apic1(config)# snapshot
download Configuration snapshot download setup mode
export Configuration export setup mode
import Configuration import setup mode
rollback Configuration rollback setup mode
upload Configuration snapshot upload setup mode
apic1(config)# snapshot export policy-name
apic1(config-export)#
format Snapshot format: xml or json
no Negate a command or set its defaults
remote Set the remote path configuration will get exported to
schedule Schedule snapshot export
target Snapshot target

bash bash shell for unix commands
end Exit to the exec mode
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
show Show running system information
where show the current mode
apic1(config-export)# format xml
apic1(config-export)# no remote path [If no remote path is specified, the file
is exported locally to a folder in the controller]
apic1(config-export)# target [Assigns the target of the export, which
can be fabric, infra, a specific tenant, or none. If no target is specified, all configuration
information is exported.]
WORD infra, fabric or tenant-x
apic1(config-export)#
apic1# trigger snapshot export policy-name [Executes the snapshot export task]
apic1# ls /data2 [If no remote path is specified, the
configuration export file is saved locally to the controller under the folder data2]
ce_Dailybackup.tgz

GUI を使用した設定例

以下に、GUIを使用した設定例を示します。

1 メニューバーで、[ADMIN]タブをクリックします。
2 [IMPORT/EXPORT]を選択します。
3 [Export Policies]の下で、[Configuration]を選択します。
4 [Configuration]の下で、ロールバック先の設定をクリックします。たとえば、デフォルトであ
る [defaultOneTime]をクリックできます。

5 [Format]の横で、JSON形式または XML形式のいずれかに対するボタンを選択します。
6 [Start Now]の横で、[No]または [Yes]のボタンを選択し、今すぐトリガーするかスケジュール
に基づいてトリガーするかを示します（最も簡単な方法は、ただちにトリガーすることを選択

することです）。

7 [Target DN]フィールドに、エクスポートするテナント設定の名前を入力します。
8 設定をコントローラ自体に保存する場合は、[Snapshot]オプションをオンにします。リモート
ロケーションを設定する場合は、このオプションをオフにします。
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9 [Scheduler]フィールドでは、オプションで、設定をエクスポートする時間と方法を指示するス
ケジューラを作成できます。

10 [Encryption]フィールドでは、オプションで、設定ファイルの暗号化を

有効または無効にすることができます。

11 設定が完了したら、[Start Now]をクリックします。
12 [SUBMIT]をクリックして、設定のエクスポートをトリガーします。

REST API を使用した設定例

以下に、REST APIを使用した設定例を示します。
<configExportP name="policy-name" format="xml" targetDn="/some/dn or empty which means
everything"
snapshot="false" adminSt="triggered">
<configRsRemotePath tnFileRemotePathName="some remote path name" />
<configRsExportScheduler tnTrigSchedPName="some scheduler name" />
</configExportP>

リモートロケーションを指定するときに、スナップショットをTrueに設定すると、バックアッ
プはリモートパスを無視し、ファイルをコントローラに保存します。

（注）

コントローラへの設定のインポート

設定のインポートでは、指定されている以前にエクスポートされたアーカイブのダウンロード、

抽出、解析、分析、および適用を、一度に1つのシャードずつ行います（infra、fabric、tn-common、
その他すべて、の順）。fileRemotePath設定は、エクスポートの場合と同様に実行されます
（configRsRemotePathを使用）。スナップショットのインポートもサポートされます。

configImportPポリシーは次のように設定されます。

• name：ポリシー名

• fileName：インポートするアーカイブファイルの名前（パスファイルではない）

• importMode

◦ベストエフォートモード：各MOは個々に適用され、エラーがあっても無効なMOが
スキップされるだけです。

オブジェクトがコントローラに存在しない場合、そのオブジェクトの子は設

定されません。ベストエフォートモードでは、オブジェクトの子を設定しよ

うとします。

（注）

◦アトミックモード：設定はシャード全体で適用されます。1つのエラーがあると、シャー
ド全体が元の状態にロールバックされます。

• importType
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◦ replace：現在のシステム設定は、インポートされる内容またはアーカイブで置換されま
す（アトミックモードのみをサポート）

◦ merge：何も削除されず、アーカイブの内容が既存のシステム設定上に適用されます。

• snapshot：trueの場合、ファイルはコントローラから取得され、リモートロケーションの設
定は不要です。

• failOnDecryptErrors：（デフォルトで true）現在システムに設定されているキーとは異なる
キーでアーカイブが暗号化されている場合、ファイルはインポートされません。

トラブルシューティング

以下のシナリオでは、トラブルシューティングが必要な可能性があります。

•生成されたアーカイブをリモートロケーションからダウンロードできなかった場合は、接続
の問題に関する項を参照してください。

•インポートは正常に終了したが警告が表示された場合は、詳細を確認してください。

•ファイルを解析できなかった場合は、以下のシナリオを参照してください。

◦ファイルが有効な XMLまたは JSONファイルでない場合は、エクスポートされたアー
カイブから取得したファイルが手動で変更されたかどうかを確認してください。

◦オブジェクトプロパティに未知のプロパティまたはプロパティ値がある場合は、以下の
原因が考えられます。

◦プロパティが削除されたか、または未知のプロパティ値が手動で入力された

◦モデルタイプの範囲が変更された（後方互換性がないモデル変更）

◦名前付けプロパティリストが変更された

• MOを設定できなかった場合は、以下に注意してください。

◦ベストエフォートモードでは、エラーをログに記録し、そのMOをスキップします

◦アトミックモードでは、エラーをログに記録し、シャードをスキップします

NX-OS スタイルの CLI を使用した設定例

以下に、NX-OSスタイルの CLIを使用した設定例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# snapshot
download Configuration snapshot download setup mode
export Configuration export setup mode
import Configuration import setup mode
rollback Configuration rollback setup mode
upload Configuration snapshot upload setup mode
apic1(config)# snapshot import
WORD Import configuration name
default
rest-user
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apic1(config)# snapshot import policy-name
apic1(config-import)#
action Snapshot import action merge|replace
file Snapshot file name
mode Snapshot import mode atomic|best-effort
no Negate a command or set its defaults
remote Set the remote path configuration will get imported from

bash bash shell for unix commands
end Exit to the exec mode
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
show Show running system information
where show the current mode
apic1(config-import)# file < from "show snapshot files" >
apic1(config-import)# no remote path
apic1(config-import)#
apic1# trigger snapshot import policy-name [Executes the snapshot import task]

GUI を使用した設定例

以下に、GUIを使用した設定例を示します。

1 メニューバーで、[ADMIN]タブをクリックします。

2 [IMPORT/EXPORT]を選択します。

3 [Import Policies]の下で、[Configuration]を選択します。

4 [Configuration]の下で、[Create Configuration Import Policy]を選択します。[CREATE
CONFIGURATION IMPORT POLICY]ウィンドウが表示されます。

5 [Name]フィールドでは、ファイル名は、バックアップされたファイル名と一致する必要があ
り、かなり固有の形式です。ファイル名は、バックアップを行った担当者が知っています。

6 次の2つのオプションは、設定の状態の回復に関連しています（「ロールバック」とも呼ばれ
る）。これらのオプションは、[Input Type]と [InputMode]です。設定の状態を回復する場合、
以前良好であった既知の状態にロールバックします。そのためのオプションは [AtomicReplace]
です。

7 設定をコントローラ自体に保存する場合は、[Snapshot]オプションをオンにします。リモート
ロケーションを設定する場合は、このオプションをオフにします。

8 [Import Source]フィールドで、作成済みのリモートロケーションと同じ値を指定します。

9 [Encryption]フィールドでは、オプションで、設定ファイルの暗号化を

有効または無効にすることができます。

10 [SUBMIT]をクリックして、設定のインポートをトリガーします。

REST API を使用した設定例

以下に、REST APIを使用した設定例を示します。
<configImportP name="policy-name" fileName="someexportfile.tgz" importMode="atomic"
importType="replace" snapshot="false" adminSt="triggered">
<configRsRemotePath tnFileRemotePathName="some remote path name" />
</configImportP>
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スナップショット

スナップショットは設定のバックアップのアーカイブであり、コントローラで管理されているフォ

ルダに保存（および複製）されます。スナップショットを作成するには、snapshotプロパティを
trueに設定してエクスポートを実行します。この場合、リモートパスの設定は不要です。スナッ
プショットをユーザに公開するために、configSnapshotタイプのオブジェクトが作成されます。

configSnapshotオブジェクトは以下を提供します。

•ファイル名

•ファイルサイズ

•作成日

•何のスナップショットであるかを示すルート DN（ファブリック、インフラ、特定のテナン
トなど）

•スナップショットを削除する機能（retireフィールドを trueに設定）

スナップショットをインポートするには、インポートポリシーの snapshotプロパティを trueに設
定し、スナップショットファイルの名前を指定します（configSnapshotから）。

スナップショットマネージャポリシー

configSnapshotManagerPポリシーを使用すると、リモートで保存したエクスポートアーカイブの
スナップショットを作成することができます。ポリシーにリモートパスを付加し、ファイル名

（configImportPと同じ）を指定し、モードをダウンロードに設定し、トリガーすることができま
す。マネージャは、ファイルをダウンロードし、そのファイルを分析してアーカイブが有効であ

ることを確認し、そのファイルをコントローラに保存し、対応する configSnapshotオブジェクト
を作成します。スナップショットマネージャを使用すると、リモートロケーションにスナップ

ショットアーカイブをアップロードすることもできます。この場合、モードをアップロードに設

定する必要があります。

トラブルシューティング

トラブルシューティングについては、接続の問題に関する項を参照してください。

NX-OS CLI を使用した、コントローラからリモートパスへのスナップショットのアップロード
apic1(config)# snapshot upload policy-name
apic1(config-upload)#
file Snapshot file name
no Negate a command or set its defaults
remote Set the remote path configuration will get uploaded to

bash bash shell for unix commands
end Exit to the exec mode
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
show Show running system information
where show the current mode
apic1(config-upload)# file <file name from "show snapshot files">
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apic1(config-upload)# remote path remote-path-name
apic1# trigger snapshot upload policy-name [Executes the snapshot upload task]

NX-OS CLI を使用した、コントローラからリモートパスへのスナップショットのダウンロード
apic1(config)# snapshot download policy-name
apic1(config-download)#
file Snapshot file name
no Negate a command or set its defaults
remote Set the remote path configuration will get downloaded from

bash bash shell for unix commands
end Exit to the exec mode
exit Exit from current mode
fabric show fabric related information
show Show running system information
where show the current mode
apic1(config-download)# file < file from remote path>
apic1(config-download)# remote path remote-path-name
apic1# trigger snapshot download policy-name [Executes the snapshot download task]

GUI を使用したスナップショットのアップロードとダウンロード

スナップショットファイルをリモートロケーションにアップロードするには、次の手順に従いま

す。

1 [Config Rollbacks]ペインにリストされているスナップショットを右クリックし、[Upload to
Remote Location option]を選択します。[Upload snapshot to remote location]ボックスが表示され
ます。

2 [Submit]をクリックします。

リモートロケーションからスナップショットファイルをダウンロードするには、次の手順に従い

ます。

1 画面の右上にあるインポートアイコンをクリックします。[Import remotely stored export archive
to snapshot]ボックスが表示されます。

2 [File Name]フィールドにファイル名を入力します。
3 [Import Source]プルダウンからリモートロケーションを選択するか、または [Or create a new

one]の横にあるボックスをオンにして新しいリモートロケーションを作成します。
4 [Submit]をクリックします。

REST API を使用したスナップショットのアップロードとダウンロード
<configSnapshotManagerP name="policy-name" fileName="someexportfile.tgz"
mode="upload|download" adminSt="triggered">
<configRsRemotePath tnFileRemotePathName="some remote path name" />
</configSnapshotManagerP>

ロールバック

configRollbackPポリシーは、2つのスナップショット間で行われた変更を元に戻すために使用さ
れます。オブジェクトは、次のように処理されます。

•削除されたMOを再作成します
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•作成されたMOを削除します

•変更されたMOを元に戻します

ロールバック機能はスナップショットに対してのみ動作します。リモートアーカイブはサポー

トされません。リモートアーカイブを使用するには、スナップショットマネージャを使用し

てそこからロールバック用のスナップショットを作成することができます。ポリシーでは、リ

モートパス設定は不要です。指定されていても、無視されます。

（注）

ロールバックのワークフロー

ポリシーの snapshotOneDNフィールドと snapshotTwoDnフィールドを設定する必要があり、最初
のスナップショット（S1）がスナップショット 2（S2）より前である必要があります。トリガー
されると、スナップショットが抽出および分析され、それらの間の違いが計算され、適用されま

す。

MOの場所：

• S1に存在するが、S2には存在しない：これらのMOは削除され、ロールバックにより再作
成されます

• S1には存在しないが、S2には存在する：これらのMOは S1後に作成されており、以下に該
当する場合はロールバックにより削除されます。

◦これらのMOは S2取得後に変更されていない

◦ S2取得後に作成または変更されたMOの子孫がない

• S1と S2の両方に存在するが、プロパティ値は異なる：S2取得後にプロパティが別の値に変
更されていない限り、これらのMOプロパティは S1に戻されます。この場合、現状どおり
になります。

ロールバック機能では、これらの計算の結果として生成された設定が含まれている diffファ
イルも生成されます。この設定の適用は、ロールバックプロセスの最後のステップです。こ

のファイルの内容は、readiffと呼ばれる特殊な REST APIを使用して取得できます。
apichost/mqapi2/snapshots.readiff.xml?jobdn=SNAPSHOT_JOB_DN

ロールバック（予測は困難）にはプレビューモード（previewを trueに設定）もあり、ロー
ルバックにより実際の変更が行われないようにします。diffファイルを計算して生成し、ロー
ルバックを実際に実行したときに何が発生するかを正確にプレビューできます。

Diff ツール

2つのスナップショット間の diff機能を提供する別の特殊な REST APIを使用できます。
apichost/mqapi2/snapshots.diff.xml?s1dn=SNAPSHOT_ONE_DN&s2dn=SNAPSHOT_TWO_DN
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NX-OS スタイルの CLI を使用した設定例

この例では、NX-OSスタイルのCLIを使用してロールバックを設定および実行する方法を示しま
す。

apic1# show snapshot files
File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
Created : 2015-11-21T01:00:21.167+00:00
Root :
Size : 22926

File : ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T09-00-21.tar.gz
Created : 2015-11-21T09:00:24.025+00:00
Root :
Size : 23588

apic1# configure
apic1(config)# snapshot rollback myRollbackPolicy
apic1(config-rollback)# first-file ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T01-00-17.tar.gz
apic1(config-rollback)# second-file ce2_DailyAutoBackup-2015-11-21T09-00-21.tar.gz
apic1(config-rollback)# preview
apic1(config-rollback)# end
apic1# trigger snapshot rollback myRollbackPolicy

GUI を使用した設定例

この例では、GUIを使用してロールバックを設定および実行する方法を示します。

1 メニューバーで、[Admin]タブをクリックします。
2 [Admin]タブにある [Config Rollbacks]をクリックします。

3 [Config Rollbacks]リスト（左側のペイン）で最初の設定ファイルを選択します。

4 [Configuration for selected snapshot]ペイン（右側のペイン）で 2番目の設定ファイルを選択しま
す。

5 [Compare with previous snapshot]ドロップダウンメニュー（右側のペインの下部）をクリック
し、リストから 2番目の設定ファイルを選択します。その後、2つのスナップショット間の違
いを比較できるように diffファイルが生成されます。

ファイルが生成された後、これらの変更を元に戻すことができます。（注）

REST API を使用した設定例

この例では、REST APIを使用してロールバックを設定および実行する方法を示します。
<configRollbackP name="policy-name" snapshotOneDn="dn/of/snapshot/one"
snapshotOneDn="dn/of/snapshot/two" preview="false" adminSt="triggered" />
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Syslog の使用

Syslog について
稼働中、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）システムでの障害
またはイベントは、コンソール、ローカルファイル、および別のシステム上のロギングサーバへ

のシステムログ（syslog）の送信をトリガーできます。システムログメッセージには、通常、障
害またはイベントに関する情報のサブセットが含まれます。システムログメッセージには、監査

ログとセッションログのエントリを含めることもできます。

APICおよびファブリックノードが生成できる syslogメッセージのリストについては、http://
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/1-x/syslog/guide/aci_syslog/ACI_
SysMsg.htmlを参照してください。

（注）

多くのシステムログメッセージは、ユーザが実行している処理、あるいはユーザが設定または管

理しているオブジェクトに固有のものです。これらのメッセージには次のようなものがあります。

•情報メッセージ。実行している処理のヘルプおよびヒントを提供します。

•警告メッセージ。ユーザが設定または管理しているオブジェクト（ユーザアカウントやサー
ビスプロファイルなど）に関連するシステムエラーの情報を提供します。

システムログメッセージを受信してモニタするためには、syslog宛先（コンソール、ローカル
ファイル、または syslogサーバを実行している 1つ以上のリモートホスト）を指定する必要があ
ります。また、コンソールに表示されるか、ファイルまたはホストによってキャプチャされるメッ

セージの重大度の最小値を指定できます。syslogメッセージを受信するローカルファイルは
/var/log/external/messagesです。

Syslog送信元は、オブジェクトモニタリングポリシーを適用できる任意のオブジェクトにするこ
とができます。送信されるメッセージの重大度の最小値、syslogメッセージに含める項目、およ
び syslogの宛先を指定できます。

Syslogの表示形式を NX-OSスタイル形式に変更できます。

これらのシステムメッセージを生成する障害またはイベントの詳細については、『Cisco APIC
Faults, Events, and SystemMessages Management Guide』で説明されており、システムログメッセー
ジは『Cisco ACI System Messages Reference Guide』にリストされています。

システムログメッセージは、必ずしもシステムに問題があることを示しているとは限りませ

ん。単に情報を通知するだけのメッセージもありますし、通信回線、内部ハードウェア、また

はシステムソフトウェアに関する問題点の診断に役立つメッセージもあります。

（注）
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Syslog の宛先および宛先グループの作成
この手順では、ロギングおよび評価用の syslogデータの宛先を設定します。syslogデータは、コ
ンソール、ローカルファイル、または宛先グループ内の 1つまたは複数の syslogサーバにエクス
ポートできます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin]をクリックします。
ステップ 2 サブメニューバーで、[External Data Collectors]をクリックします。
ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Monitoring Destinations]を展開します。

ステップ 4 [Syslog]を右クリックし、[Create Syslog Monitoring Destination Group]を選択します。
ステップ 5 [Create Syslog Monitoring Destination Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) グループおよびプロファイルの [Name]フィールドに、モニタリングの宛先グループおよびプ
ロファイルの名前を入力します。

b) グループおよびプロファイルの [Admin State]ドロップダウンリストで、[enabled]を選択しま
す。

c) ローカルファイルへの syslogメッセージの送信を有効にするには、[Local File Destination]の
[Admin State]ドロップダウンリストから [enabled]を選択し、[Local FileDestination]の [Severity]
ドロップダウンリストから重大度の最小値を選択します。

syslogメッセージを受信するローカルファイルは /var/log/external/messagesです。

d) コンソールへの syslogメッセージの送信を有効にするには、[Console Destination]の [Admin
State]ドロップダウンリストから [enabled]を選択し、[Console Destination]の [Severity]ドロッ
プダウンリストから重大度の最小値を選択します。

e) [Next]をクリックします。
f) [Create Remote Destinations]領域で、[+]をクリックしてリモート宛先を追加します。

使用する DNSサーバがインバンド接続を介して到達できるように設定されていると、リ
モート syslog宛先のホスト名解決が失敗する可能性があります。この問題を回避するに
は、IPアドレスを使用して syslogサーバを設定するか、ホスト名を使用する場合は、DNS
サーバがアウトオブバンドインターフェイスを介して到達可能であることを確認してく

ださい。

注意

ステップ 6 [Create Syslog Remote Destination]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Host]フィールドに、送信先ホストの IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。
b) （任意） [Name]フィールドに、宛先ホストの名前を入力します。
c) [Admin State]フィールドで、[enabled]オプションボタンをクリックします。
d) （任意） 重大度の最小値 [Severity]、[Port]番号、および syslogの [Forwarding Facility]を選択
します。

e) [Management EPG]ドロップダウンリストから管理エンドポイントグループを選択します。
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f) [OK]をクリックします。

ステップ 7 （任意） リモート宛先グループにリモート宛先を追加するには、もう一度 [+]をクリックし、
[Create Syslog Remote Destination]ダイアログボックスの手順を繰り返します。

ステップ 8 [Finish]をクリックします。

Syslog 送信元の作成
Syslog送信元は、オブジェクトモニタリングポリシーを適用できる任意のオブジェクトにするこ
とができます。

はじめる前に

syslogモニタリング宛先グループを作成します。

手順

ステップ 1 メニューバーおよびナビゲーションフレームから、関心領域の [Monitoring Policies]メニューに移
動します。

テナント、ファブリック、およびアクセスのモニタリングポリシーを設定できます。

ステップ 2 [Monitoring Policies]を展開し、モニタリングポリシーを選択して展開します。
[Fabric] > [Fabric Policies] > [Monitoring Policies] > [Common Policy]の下に、基本モニタリングポリ
シーがあります。このポリシーは、すべての障害とイベントに適用され、ファブリック内のすべ

てのノードとコントローラに自動的に導入されます。または、スコープが限定された既存のポリ

シーを指定することもできます。

ステップ 3 モニタリングポリシーの下で、[Callhome/SNMP/Syslog]をクリックします。
ステップ 4 [Work]ペインで、[Source Type]ドロップダウンリストから [Syslog]を選択します。

ステップ 5 [Monitoring Object]リストから、モニタ対象の管理対象オブジェクトを選択します。
目的のオブジェクトがリストに表示されない場合は、次の手順に従います。

a) [Monitoring Object]ドロップダウンリストの右側にある [Edit]アイコンをクリックします。
b) [Select Monitoring Package]ドロップダウンリストから、オブジェクトクラスパッケージを選
択します。

c) モニタ対象の各オブジェクトのチェックボックスをオンにします。
d) [Submit]をクリックします。

ステップ 6 テナントモニタリングポリシーでは、[All]ではなく特定のオブジェクトを選択すると、[Scope]
選択が表示されます。

[Scope]フィールドで、オプションボタンを選択して、このオブジェクトに関して送信するシステ
ムログメッセージを指定します。

• [all]：このオブジェクトに関連するすべてのイベントと障害を送信します。
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• [specific event]：このオブジェクトに関連する指定されたイベントのみを送信します。[Event]
ドロップダウンリストからイベントポリシーを選択します。

• [specific fault]：このオブジェクトに関連する指定された障害のみを送信します。[Fault]ドロッ
プダウンリストから障害ポリシーを選択します。

ステップ 7 [+]をクリックして syslog送信元を作成します。
ステップ 8 [Create Syslog Source]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、syslog送信元の名前を入力します。
b) [Min Severity]ドロップダウンリストから、送信するシステムログメッセージの重大度の最小
値を選択します。

c) [Include]フィールドで、送信するメッセージタイプのチェックボックスをオンにします。
d) [Dest Group]ドロップダウンリストから、システムログメッセージの送信先の syslog宛先グ
ループを選択します。

e) [Submit]をクリックします。

ステップ 9 （任意） syslog送信元を追加するには、もう一度 [+]をクリックし、[Create Syslog Source]ダイア
ログボックスの手順を繰り返します。

REST API を使用した NX-OS CLI 形式での Syslog 表示の有効化
デフォルトで Syslog形式は RFC 5424に準拠しています。次の例のように、Syslogのデフォルト
表示を NX-OSタイプ形式に変更できます。
apic1# moquery -c "syslogRemoteDest"
Total Objects shown: 1

# syslog.RemoteDest
host : 172.23.49.77
adminState : enabled
childAction :
descr :
dn : uni/fabric/slgroup-syslog-mpod/rdst-172.23.49.77
epgDn :
format : nxos
forwardingFacility : local7
ip :
lcOwn : local
modTs : 2016-05-17T16:51:57.231-07:00
monPolDn : uni/fabric/monfab-default
name : syslog-dest
operState : unknown
port : 514
rn : rdst-172.23.49.77
severity : information
status :
uid : 15374
vrfId : 0
vrfName :
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NX-OSタイプ形式で Syslogを表示できるようにするには、REST APIを使用して次の手順を実行
します。

手順

ステップ 1 次の例に示すように、NX-OSタイプ形式での Syslogの表示を有効にします。
POST https://192.168.20.123/api/node/mo/uni/fabric.xml
<syslogGroup name="DestGrp77" format="nxos">
<syslogRemoteDest name="slRmtDest77" host="172.31.138.20" severity="debugging"/>
</syslogGroup>

syslogGroupは Syslogモニタリングの宛先グループ、sysLogRemoteDestは事前に設定した Syslog
サーバの名前、hostは事前に設定した Syslogサーバの IPアドレスです。

ステップ 2 次の例に示すように、Syslog形式をデフォルトの RFC 5424形式に戻します。
POST https://192.168.20.123/api/node/mo/uni/fabric.xml
<syslogGroup name="DestGrp77" format="aci">
<syslogRemoteDest name="slRmtDest77" host="172.31.138.20" severity="debugging"/>
</syslogGroup>

アトミックカウンタの使用

アトミックカウンタについて

アトミックカウンタは、フロー間のトラフィックに関する統計情報を収集できます。アトミック

カウンタを使用すると、ファブリック内のドロップとルーティングミスを検出し、アプリケーショ

ン接続に関する問題の迅速なデバッグと分離が可能になります。たとえば、管理者はすべてのリー

フスイッチでアトミックカウンタを有効にして、エンドポイント 1からエンドポイント 2のパ
ケットをトレースすることができます。送信元と宛先のリーフスイッチ以外のリーフスイッチに

ゼロ以外のカウンタがある場合、管理者はそれらのリーフにドリルダウンできます。

従来の設定では、ベアメタル NICから特定の IPアドレス（エンドポイント）または任意の IPア
ドレスへのトラフィックの量をモニタすることはほぼ不可能です。アトミックカウンタでは、

データパスに干渉することなく、管理者がベアメタルエンドポイントから受信されたパケット

の数を数えることができます。さらに、アトミックカウンタはエンドポイントまたはアプリケー

ショングループで送受信されるプロトコルごとのトラフィックをモニタリングできます。

リーフ間（TEP間）のアトミックカウンタは次を提供できます。

•送信パケット、受信パケット、ドロップパケット、および超過パケットのカウント

◦送信パケット：送信数は、送信元 TEP（トンネルエンドポイント）から宛先 TEPに送
信されたパケット数を表します。

◦受信パケット：受信数は、宛先TEPが送信元TEPから受信したパケット数を表します。
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◦ドロップパケット：ドロップ数は、伝送中にドロップされたパケット数を表します。こ
の数値は、送信パケット量と受信パケット量の差です。

◦超過パケット：超過数は、伝送中に受信された超過パケット数を表します。この数値
は、転送の不一致または間違った場所へのルーティングミスによって予期せず受信され

たパケット量です。

•最後の 30秒などの短期間のデータ収集、5分、15分、またはそれ以上の長期間のデータ収
集

•スパイントラフィックごとの詳細（TEP、リーフ、または VPCの数が 64未満の場合に使用
可能）

•継続的なモニタリング

リーフ間（TEP間）アトミックカウンタは累積であり、クリアできません。 ただし、30秒の
アトミックカウンタは 30秒間隔でリセットされるため、断続的な問題や、再発する問題の分
離に使用できます。アトミックカウンタには、アクティブなファブリックネットワークタイ

ムプロトコル（NTP）ポリシーが必要です。

（注）

テナントのアトミックカウンタは次を提供できます。

•送信、受信、ドロップ、および超過パケットを含む、ファブリック全体のトラフィックのア
プリケーション固有カウンタ

•モードは次を含みます。

◦ EPtoEP（エンドポイント間）

◦ EPGtoEPG（エンドポイントグループ間）

EPGtoEPGの場合、オプションには ipv4のみ、ipv6のみ、ipv4、ipv6が含まれ
ます。ipv6オプションがある場合は必ず TCAMエントリを 2回使用します。
これは、スケール数が、純粋な ipv4ポリシーの場合に予期される数より小さ
い可能性があることを意味します。

（注）

◦ EPGtoEP（エンドポイントグループ/エンドポイント間）

◦ EPtoAny（エンドポイントツーエニー）

◦ AnytoEP（エニーツーエンドポイント）

◦ EPGtoIP（エンドポイントグループ/IP間、外部 IPアドレスの場合にのみ使用）

◦ EPtoExternalIP（エンドポイント/外部 IPアドレス間）
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アトミックカウンタに関する注意事項および制約事項

•アトミックカウンタの使用は、エンドポイントが異なるテナントまたは同じテナント内の異
なるコンテキスト（VRF）にある場合はサポートされません。

• IPアドレスが学習されない純粋なレイヤ 2設定（IPアドレスは 0.0.0.0）では、エンドポイン
ト/EPG間およびEPG/エンドポイント間のアトミックカウンタポリシーはサポートされませ
ん。この場合、エンドポイント間および EPG間のポリシーはサポートされます。外部ポリ
シーは学習された IPアドレスが必要なVirtual Routing and Forwarding（VRF）ベースであり、
サポートされます。

•アトミックカウンタの送信元または宛先がエンドポイントである場合、そのエンドポイント
はスタティックではなくダイナミックである必要があります。ダイナミックエンドポイント

（fv:CEp）とは異なり、スタティックエンドポイント（fv:StCEp）にはアトミックカウンタ
に必要な子オブジェクト（fv:RsCEpToPathEp）がありません。

•中継トポロジでは、リーフスイッチはすべてのスパインスイッチを使用したフルメッシュ
にはなく、リーフ間（TEP間）のカウンタは予期どおりに動作しません。

•リーフ間（TEP間）アトミックカウンタの場合、トンネル数がハードウェア制限を上回る
と、システムはモードをトレールモードからパスモードに変更し、ユーザにはスパインご

とのトラフィックは表示されなくなります。

•アトミックカウンタはスパインプロキシトラフィックはカウントしません。

•ファブリックに入る前、またはリーフポートに転送される前にドロップされたパケット、ア
トミックカウンタによって無視されます。

•ハイパーバイザで切り替えられるパケット（同じポートグループとホスト）はカウントされ
ません。

•アトミックカウンタには、アクティブなファブリックネットワークタイムプロトコル（NTP）
ポリシーが必要です。

•アトミックカウンタは IPv6の送信元と宛先で動作しますが、IPv4アドレスと IPv6アドレス
を混在させて送信元 IPアドレスと宛先 IPアドレスを設定することはできません。

•送信元または宛先として fvCEpを使用して設定されたアトミックカウンタポリシーでは、
fvCEp管理対象オブジェクト（MO）に存在するMACアドレスおよび IPアドレスからの、
または両者へのトラフィックのみがカウントされます。 fvCEp MOの IPアドレスフィール
ドが空である場合、そのMACアドレスへの/からのすべてのトラフィックが IPアドレスに関
係なくカウントされます。APICが fvCEpについて複数の IPアドレスを学習している場合、
前述のように、fvCEpMO自体にある 1つの IPアドレスのみがカウントされます。特定の IP
アドレスへの/からのアトミックカウンタポリシーを設定するには、送信元または宛先とし
て fvIp MOを使用します。

• fvCEpの背後に fvIpが存在する場合は、fvCEpベースのポリシーではなく fvIPベースのポリ
シーを追加する必要があります。
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アトミックカウンタの構成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants]をクリックします。
ステップ 2 サブメニューバーで、必要なテナントをクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ペインでテナントを拡張し、[Troubleshoot Policies]を拡張します。

ステップ 4 [Troubleshoot Policies]の下で [Atomic Counter Policy]を展開し、トラフィックトポロジを選択しま
す。

エンドポイントの組み合わせ、エンドポイントグループ、外部インターフェイスおよび IPアドレ
ス間のトラフィックを測定できます。

ステップ 5 必要なトポロジを右クリックして、[AddtopologyPolicy]を選択し、[Add Policy]ダイアログボック
スを開きます。

ステップ 6 [Add Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドにポリシーの名前を入力します。
b) トラフィックの送信元の識別情報を選択するか、入力します。
必要な識別情報のソース（エンドポイント、エンドポイントのグループ、外部インターフェイ

ス、または IPアドレス）によって異なります。
c) トラフィックの宛先の識別情報を選択するか、入力します。
d) （任意） （任意）[Filters]テーブルで +アイコンをクリックし、カウントするトラフィックの
フィルタリングを指定します。

表示される [Create Atomic Counter Filter]ダイアログボックスで、IPプロトコル番号（たとえば
TCP=6）によるフィルタリング、および送信元と宛先の IPポート番号によるフィルタリング
を指定できます。

e) [Submit]をクリックし、アトミックカウンタポリシーを保存します。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、選択したトポロジの下の新しいアトミックカウンタポリシーを選択しま
す。

ポリシー設定が [Work]ペインに表示されます。

ステップ 8 [Work]ペインで [Operational]タブをクリックし、[Traffic]サブタブをクリックして、アトミック
カウンタの統計情報を表示します。
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SNMP の使用

SNMP の概要
Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）は、管理情報ベース（MIB）と通知（トラップ）を
含む広範な SNMPv1、v2、および v3のサポートを提供します。SNMP標準では、ACIファブリッ
クを管理しモニタするさまざまなMIBをサポートするサードパーティ製アプリケーションを使用
できます。

SNMPv3はさらに広範なセキュリティ機能を提供します。各 SNMPv3デバイスで SNMPサービス
を有効または無効にするように選択できます。また、各デバイスで SNMP v1および v2要求の処
理方法を設定できます。

SNMPの使用方法の詳細については、『Cisco ACI MIB Quick Reference』を参照してください。

ACI での SNMP アクセスのサポート
ACIでの SNMPのサポートは次のとおりです。

• SNMP読み取りクエリー（Get、Next、Bulk、Walk）は、リーフおよびスパインスイッチと
APICによってサポートされます。

• SNMP書き込みコマンド（Set）は、リーフおよびスパインスイッチまたはAPICによってサ
ポートされません。

• SNMPトラップ（v1、v2c、および v3）は、リーフおよびスパインスイッチと APICによっ
てサポートされます。

ACIは最大 10個のトラップレシーバをサポートします。（注）

• SNMPv3は、リーフおよびスパインスイッチと APICによってサポートされます。

表 7：Cisco APIC リリースでの SNMP サポートの変更

説明リリース

SNMPトラップの宛先として IPv6サポートを追加。1.2(2)

APICコントローラの SNMPサポートを追加。以前のリリースでは、リーフ
およびスパインスイッチについてのみ SNMPがサポートされています。

1.2(1)

ACIでサポートされるMIBの完全なリストについては、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/
datacenter/aci/apic/sw/1-x/mib/list/mib-support.htmlを参照してください。
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SNMP の設定

GUI による SNMP ポリシーの設定
この手順では、ACIスイッチの SNMPポリシーを設定し、有効にします。

はじめる前に

SNMP通信を有効にするには、以下の設定が必要です。

•アウトオブバンドコントラクトを設定して SNMPトラフィックを許可します。SNMPトラ
フィックは、通常、SNMP要求に UDPポート 161を使用します。

• 'mgmt'テナントでAPICアウトオブバンド IPアドレスを設定します。アウトオブバンドアド
レスは APICセットアップ時に設定されますが、アウトオブバンドコントラクトを有効にす
るには 'mgmt'テナントでアドレスを明示的に設定する必要があります。

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、[Fabric Policies]をクリックします。
ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Pod Policies]を展開します。

ステップ 4 [Pod Policies]の下で [Policies]を展開します。
ステップ 5 [SNMP]を右クリックし、[Create SNMP Policy]を選択します。

新しい SNMPポリシーを作成する代わりに、次の手順で示されるものと同じ方法で [default]ポリ
シーフィールドを編集できます。

ステップ 6 SNMPポリシーの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、SNMPポリシーの名前を入力します。
b) [Admin State]フィールドで、[Enabled]を選択します。
c) [Community Policies]テーブルで [+]アイコンをクリックし、[Name]（@記号を除く）を入力し
て [Update]をクリックします。

d) （任意） [SNMP v3 Users]テーブルで +アイコンをクリックし、名前を入力して、ユーザの認
証データを入力し、[Update]をクリックします。
この手順は SNMPv3アクセスが必要な場合のみ実行します。

ステップ 7 許可された SNMP管理ステーションを設定するには、SNMPポリシーのダイアログボックスで、
次の操作を実行します。

a) [Client Group Policies]テーブルで +アイコンをクリックし、[Create SNMP Client Group Profile]
ダイアログボックスを開きます。

b) [Name]フィールドに、SNMPクライアントグループのプロファイル名を入力します。
c) [Associated Management EPG]ドロップダウンリストから管理 EPGを選択します。
d) [Client Entries]テーブルで +アイコンをクリックします。
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e) [Name]フィールドにクライアントの名前を入力し、[Address]のフィールドにクライアントの
IPアドレスを入力して、[Update]をクリックします。

SNMP管理ステーションがSNMPv3を使用してAPICと接続する場合、APICはSNMP
クライアントグループのプロファイルに指定されたクライアント IPアドレスを強制
しません。SNMPv3の場合、管理ステーションが [Client Entries]リストに含まれてい
る必要がありますが、SNMPv3クレデンシャルのみでアクセス可能なため、IPアド
レスが一致している必要はありません。

（注）

ステップ 8 [OK]をクリックします。
ステップ 9 [Submit]をクリックします。
ステップ 10 [Pod Policies]の下で [Policy Groups]を展開して、ポリシーグループを選択するか、または [Policy

Groups]を右クリックし、[Create POD Policy Group]を選択します。
新しいポッドポリシーグループを作成することも、既存のグループを使用することもできます。

ポッドポリシーグループには、SNMPポリシーに加えて他のポッドポリシーを含めることがで
きます。

ステップ 11 ポッドポリシーグループの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、ポッドポリシーグループの名前を入力します。
b) [SNMP Policy]ドロップダウンリストから、設定した SNMPポリシーを選択して、[Submit]を
クリックします。

ステップ 12 [Pod Policies]の下で [Profiles]を展開し、[default]をクリックします。
ステップ 13 [Work]ペインで、[Fabric Policy Group]ドロップダウンリストから、作成したポッドポリシーグ

ループを選択します。

ステップ 14 [Submit]をクリックします。
ステップ 15 [OK]をクリックします。

GUI による SNMP トラップ通知先の設定
この手順では、SNMPトラップ通知を受信する SNMPマネージャのホスト情報を設定します。

ACIは最大 10個のトラップレシーバをサポートします。10個より多く設定すると、一部では
通知が受信されません。

（注）
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin]をクリックします。
ステップ 2 サブメニューバーで、[External Data Collectors]をクリックします。
ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Monitoring Destinations]を展開します。

ステップ 4 [SNMP]を右クリックし、[Create SNMP Monitoring Destination Group]を選択します。
ステップ 5 [Create SNMP Monitoring Destination Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、SNMP通知先の名前を入力し、[Next]をクリックします。
b) [Create Destinations]テーブルで +アイコンをクリックし、[Create SNMP Trap Destination]ダイ
アログボックスを開きます。

c) [Host Name/IP]フィールドに、送信先ホストの IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力し
ます。

Cisco APIC Release 1.2(2)以降のリリースは、IPv6 SNMPトラップ宛先をサポートし
ます。

（注）

d) 通知先のポート番号と SNMPバージョンを選択します。
e) SNMP v1または v2c通知先の場合、[Security Name]として設定したコミュニティ名の 1つを入
力し、[v3 Security Level]として [noauth]を選択します。
SNMPコミュニティ名に@記号を含めることはできません。

f) SNMP v3通知先の場合、[Security Name]として設定したユーザ名の 1つを入力し、必要な [v3
Security Level]を選択します。

g) [Management EPG]ドロップダウンリストから管理 EPGを選択します。
h) [OK]をクリックします。
i) [Finish]をクリックします。

GUI による SNMP トラップソースの設定
この手順では、ファブリック内のソースオブジェクトを選択して有効にし、SNMPトラップ通知
を生成します。

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、[Fabric Policies]をクリックします。
ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Monitoring Policies]を展開します。

共通ポリシー、デフォルトポリシーでSNMPソースを作成することも、または新しいモニタリン
グポリシーを作成することもできます。

ステップ 4 必要なモニタリングポリシーを展開し、[Callhome/SNMP/Syslog]を選択します。
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[Common Policy]を選択する場合は、[Common Policy]を右クリックして、[Create SNMP Source]を
選択し、そのダイアログボックスで次の手順に従ってください。

ステップ 5 [Work]ペインで、[Monitoring Object]ドロップダウンリストから [ALL]を選択します。

ステップ 6 [Source Type]ドロップダウンリストから、[SNMP]を選択します。
ステップ 7 テーブルで +アイコンをクリックし、[Create SNMP Source]ダイアログボックスを開きます。
ステップ 8 [Create SNMP Source]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、SNMPポリシーの名前を入力します。
b) [Dest Group]ドロップダウンリストから、通知を送信する既存の宛先を選択するか、または

[Create SNMP Monitoring Destination Group]を選択して、新しい宛先を作成します。
SNMPの通知先グループを作成する手順は、別項で説明します。

c) [Submit]をクリックします。

SNMP を使用したシステムのモニタリング
個々のホスト（APICまたはその他のホスト）をリモートでモニタし、特定のノードの状態を確認
できます。

SNMPを使用してシステムのCPUとメモリの使用状況をチェックし、CPUのスパイクが発生して
いるかどうかを確認できます。SNMP（ネットワーク管理システム）は、SNMPクライアントを使
用して APICの情報にアクセスし、情報を取得します。

リモートでシステムにアクセスして、情報がネットワーク管理システムのコンテキストに属する

ものかどうかを確認し、CPUまたはメモリの使用量が多すぎないか、またはシステムやパフォー
マンスの問題が発生しているかどうかを調べることができます。問題の原因がわかると、システ

ムの正常性をチェックし、メモリまたは CPUの使用量が多すぎないかどうかを確認できます。

詳細については、『Cisco ACI MIB Quick Reference Manual』を参照してください。

SPAN の使用

SPAN の概要
スイッチドポートアナライザ（SPAN）ユーティリティを使って、詳細なトラブルシューティン
グの実行または特定のアプリケーションホストからトラフィックのサンプルを取得し、プロアク

ティブなモニタリングと分析を行うことができます。

SPANは 1つ以上のポート、VLAN、またはエンドポイントグループ（EPG）からのトラフィッ
クをコピーし、ネットワークアナライザによる分析のためにコピーしたトラフィックを 1つ以上
の送信先に送信します。このプロセスはどの接続デバイスも中断せず、ハードウェア内で実施さ

れるので不要な CPU負荷を防ぎます。
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SPANセッションはソースが受信したトラフィック（入力トラフィック）、ソースから送信したト
ラフィック（出力トラフィック）、またはその両方をモニタリングするように設定できます。デ

フォルトでは、SPANはすべてのトラフィックをモニタリングしますが、選択したトラフィック
だけをモニタリングするようにフィルタを設定できます。

マルチノード SPAN

APICトラフィックのモニタリングポリシーは、各アプリケーショングループのメンバーとそれ
が接続する場所を追跡するために、適切な場所でポリシーを SPANすることが可能です。いずれ
かのメンバーが移動した場合、APICは新しいリーフスイッチに自動的にポリシーをプッシュし
ます。たとえば、エンドポイントが新しいリーフスイッチに VMotionすると、SPAN設定が自動
的に調整されます。

SPAN の注意事項と制約事項
• SPANはトラブルシューティングのために使用します。SPANトラフィックはスイッチリソー
スのユーザトラフィックと競合します。負荷を最小限にするには、分析対象の特定のトラ

フィックだけをコピーするように SPANを設定します。

• SPAN送信元として l3extLIfPのレイヤ 3サブインターフェイスを指定することはできませ
ん。外部ソースからのトラフィックをモニタリングするためにはポート全体を使用します。

•テナントおよびアクセス SPANはカプセル化リモート拡張 SPAN（ERSPAN）タイプ Iを使
用し、ファブリック SPANは ERSPANタイプ IIを使用します。ERSPANヘッダーについて
は、IETFの Internet Draft（https://tools.ietf.org/html/draft-foschiano-erspan-00）を参照してくだ
さい。

•ファブリックでは ERSPANの宛先 IPをエンドポイントとして学習する必要があります。

• SPANは IPv6トラフィックをサポートしますが、ERSPANの宛先 IPを IPv6アドレスにする
ことはできません。

•アクティブな SPANセッションの最大数など、SPAN関連の制限については、『『Verified
Scalability Guide for Cisco ACI』』という資料を参照してください。

SPAN セッションの設定
この手順では、リモートトラフィックアナライザにレプリケートされたソースパケットを転送

するようにポリシーを設定する方法を示します。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants]をクリックします。
ステップ 2 サブメニューバーで、送信元エンドポイントを含むテナントをクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ペインでテナントを拡張し、[Troubleshooting Policies]を拡張して、[SPAN]を拡張し
ます。

ステップ 4 [SPAN]の下で [SPAN Destination Groups]を右クリックし、[Create SPAN Destination Group]を選択
します。

[Create SPAN Destination Group]ダイアログが表示されます。
ステップ 5 [Create SPANDestinationGroup]ダイアログボックスの必須フィールドに適切な値を入力し、[OK]、

[Submit]の順にクリックします。
フィールドの説明については、ダイアログボックスの右上隅にある情報アイコン（i）
をクリックするとヘルプファイルが表示されます。

（注）

ステップ 6 [SPAN]の下で [SPAN Source Groups]を右クリックし、[Create SPAN Source Group]を選択します。
[Create SPAN Source Group]ダイアログが表示されます。

ステップ 7 [Create SPAN Source Group]ダイアログボックスの必須フィールドに適切な値を入力し、[OK]、
[Submit]の順にクリックします。

フィールドの説明については、ダイアログボックスの右上隅にある情報アイコン（i）
をクリックするとヘルプファイルが表示されます。

（注）

次の作業

SPAN送信先のトラフィックアナライザを使用して、SPAN送信元 EPGからのデータパケットを
観察し、パケット形式、アドレス、プロトコルおよびその他の情報を確認できます。

トレースルートの使用

トレースルートの概要

tracerouteツールは、パケットが送信先に移動するときに実際に通るルートを検出するために使用
されます。tracerouteでは、ホップごとに使用されるパスが識別され、双方向で各ホップにタイム
スタンプが付けられます。tracerouteを使用すると、発信元のデバイスと送信先に最も近いデバイ
スの間のパスに沿ってポート接続をテストできます。送信先に到達できない場合は、パス検出に

よってパスが障害ポイントまで追跡されます。

テナントのエンドポイントから開始されたトレースルートは、入力リーフのスイッチに表示され

る中間ホップとしてデフォルトゲートウェイを示します。

トレースルートは、エンドポイント間やリーフ間（トンネルエンドポイント、またはTEP間）な
ど、さまざまなモードをサポートしています。トレースルートはファブリック全体のすべてのパ
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スを検出し、外部エンドポイントの出口を検出します。パスが妨げられているかどうかを発見す

るのに役立ちます。

トレースルートの注意事項および制約事項

•トレースルートの送信元または宛先がエンドポイントである場合、そのエンドポイントはス
タティックではなくダイナミックである必要があります。ダイナミックエンドポイント

（fv:CEp）とは異なり、スタティックエンドポイント（fv:StCEp）にはトレースルートに必
要な子オブジェクト（fv:RsCEpToPathEp）がありません。

•トレースルートは IPv6の送信元と宛先で動作しますが、IPv4アドレスと IPv6アドレスを混
在させて送信元 IPアドレスと宛先 IPアドレスを設定することはできません。

•トレースルート関連の制限については、『Verified Scalability Guide for Cisco ACI』というマ
ニュアルを参照してください。

エンドポイント間でのトレースルートの実行

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants]をクリックします。
ステップ 2 サブメニューバーで、送信元エンドポイントを含むテナントをクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ペインでテナントを拡張し、[Troubleshoot Policies]を拡張します。
ステップ 4 [Troubleshoot Policies]の下で、[Endpoint-to-Endpoint Traceroute Policies]を右クリックし、[Create

Endpoint-to-Endpoint Traceroute Policy]を選択します。
ステップ 5 [Create Endpoint-to-Endpoint Traceroute Policy]ダイアログボックスのフィールドに適切な値を入力

し、[Submit]をクリックします。
フィールドの説明については、[Create Endpoint-to-Endpoint Traceroute Policy]ダイアログ
ボックスの右上隅にある情報アイコン（i）をクリックします。

（注）

ステップ 6 [Navigation]ペインまたは [Traceroute Policies]テーブルで、tracerouteポリシーをクリックします。
トレースルートポリシーが [Work]ペインに表示されます。

ステップ 7 [Work]ペインで [Operational]タブをクリックし、[Source End Points]タブをクリックして、[Results]
タブをクリックします。

ステップ 8 [Traceroute Results]テーブルで、追跡に使用された単数または複数のパスを確認します。
（注） •複数のパスが、送信元ノードから宛先ノードへの移動に使用されている場合があり

ます。

• [Name]列など、1つまたは複数の列の幅を広げると確認しやすくなります。
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第 5 章

コア ACI ファブリックサービスのプロビジョ
ニング

この章の内容は、次のとおりです。

• 時刻同期と NTP, 101 ページ

• DHCPリレーポリシーの設定, 108 ページ

• DNSサービスポリシーの設定, 112 ページ

• カスタム証明書の設定のガイドライン, 120 ページ

• GUIを使用した Cisco ACI HTTPSアクセス用カスタム証明書の設定, 120 ページ

時刻同期と NTP
シスコアプリケーションセントリックインフラストラクチャ（ACI）ファブリックにおいて、時
刻の同期は、モニタリング、運用、トラブルシューティングなどの多数のタスクが依存している

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

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

す。

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

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

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

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

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

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

インバンドおよびアウトオブバンドの管理 NTP

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

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

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

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

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

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

リックが NTPサーバに接続できるようにする方法です。

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

はじめる前に

手順

ステップ 1 メニューバーで、[System] > [System Settings]の順に選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[NTP]をクリックします。

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

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

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

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

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

拡張 GUI を使用した NTP の設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies]の順に選択します。

ステップ 3 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Date and Time Policy]の順に選択します。

ステップ 4 [Create Date and Time Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) 環境内のさまざまなNTP設定を区別するポリシーの名前を入力します。[Next]をクリックしま
す。

b) [+]記号をクリックし、使用する NTPサーバ情報（プロバイダー）を指定します。
c) [Create Providers]ダイアログボックスで、次のフィールドを含めて、すべての関連情報を入力
します。[Name]、[Description]、[Minimum Polling Intervals]、[Maximum Polling Intervals]。

•複数のプロバイダーを作成する場合は、最も信頼できる NTP時刻源の [Preferred]チェッ
クボックスをオンにします。
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•ファブリックのすべてのノードがアウトオブバンド管理によって NTPサーバに到達でき
る場合は、[Management EPG]ドロップダウンリストで、[Out-of-Band]を選択します。イ
ンバンド管理を導入した場合は、インバンド管理 NTPの詳細を参照してください。[OK]
をクリックします。

作成するプロバイダーごとに、この手順を繰り返します。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policy Groups]の順に選択します。

ステップ 6 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Pod Policy Group]の順に選択します。

ステップ 7 [Create Pod Policy Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) ポリシーグループの名前を入力します。
b) [Date Time Policy]フィールドのドロップダウンリストから、前に作成した NTPポリシーを選
択します。[Submit]をクリックします。
ポッドポリシーグループが作成されます。または、デフォルトのポッドポリシーグループを

使用することもできます。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Profiles]の順に選択します。

ステップ 9 [Work]ペインで、目的のポッドセレクタ名をダブルクリックします。

ステップ 10 [Properties]領域の [Fabric Policy Group]ドロップダウンリストから、作成したポッドポリシーグ
ループを選択します。[Submit]をクリックします。

NX-OS スタイルの CLI を使用した NTP の設定
ACIファブリックをアウトオブバンド管理で展開する場合、ファブリックの各ノードは ACIファ
ブリックの外部から管理されます。アウトオブバンド管理のNTPサーバを設定すると、各ノード
は一貫したクロックソースとして同じ NTPサーバに個々に照会することができます。

手順

ステップ 1 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 templatentp-fabricntp-fabric-template-name
ファブリックの NTPテンプレート（ポリシー）を指定します。

例：
apic1(config)# template ntp-fabric pol1

ステップ 3 [no]serverdns-name-or-ipaddress[prefer] [use-vrf {inband-mgmt | oob-default}] [keykey-value]
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アクティブ NTPポリシーの NTPサーバを設定します。このサーバをアクティブ NTPポリシーの
優先サーバにするには、preferキーワードを含めます。NTP認証が有効になっている場合は、参
照キー IDを指定します。インバンドまたはアウトオブバンド管理アクセスVRFを指定するには、
inb-defaultまたは oob-defaultキーワードを指定した use-vrfキーワードを含めます。

例：
apic1(config-template-ntp-fabric)# server 192.0.20.123 prefer use-vrf oob-mgmt

ステップ 4 [no]authenticate
NTP認証を有効または無効にします。

例：
apic1(config-template-ntp-fabric)# no authenticate

ステップ 5 [no]authentication-keykey-value
認証 NTP認証を設定します。指定できる範囲は 1～ 65535です。

例：
apic1(config-template-ntp-fabric)# authentication-key 12345

ステップ 6 [no]trusted-keykey-value
信頼 NTP認証を設定します。指定できる範囲は 1～ 65535です。

例：
apic1(config-template-ntp-fabric)# trusted-key 54321

ステップ 7 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-template-ntp-fabric)# exit

ステップ 8 templatepod-grouppod-group-template-name
ポッドグループテンプレート（ポリシー）を設定します。

例：
apic1(config)# template pod-group allPods

ステップ 9 inherit ntp-fabricntp-fabric-template-name
事前に設定した NTPファブリックテンプレート（ポリシー）を使用するように NTPファブリッ
クのポッドグループを設定します。

例：
apic1(config-pod-group)# inherit ntp-fabric pol1

ステップ 10 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。
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例：
apic1(config-template-pod-group)# exit

ステップ 11 pod-profilepod-profile-name
ポッドプロファイルを設定します。

例：
apic1(config)# pod-profile all

ステップ 12 pods {pod-range-1-255 | all}
一連のポッドを設定します。

例：
apic1(config-pod-profile)# pods all

ステップ 13 inheritpod-grouppod-group-name
事前に設定したポッドグループにポッドプロファイルを関連付けます。

例：
apic1(config-pod-profile-pods)# inherit pod-group allPods

ステップ 14 end
EXECモードに戻ります。

例：
apic1(config-pod-profile-pods)# end

例

次に、優先アウトオブバンド NTPサーバを設定し、その設定および展開を確認する例を示しま
す。

apic1# configure t
apic1(config)# template ntp-fabric pol1
apic1(config-template-ntp-fabric)# server 192.0.20.123 use-vrf oob-default
apic1(config-template-ntp-fabric)# no authenticate
apic1(config-template-ntp-fabric)# authentication-key 12345
apic1(config-template-ntp-fabric)# trusted-key 12345
apic1(config-template-ntp-fabric)# exit
apic1(config)# template pod-group allPods
apic1(config-pod-group)# inherit ntp-fabric pol1
apic1(config-pod-group)# exit
apic1(config)# pod-profile all
apic1(config-pod-profile)# pods all
apic1(config-pod-profile-pods)# inherit pod-group allPods
apic1(config-pod-profile-pods)# end
apic1#

apic1# show ntpq
nodeid remote refid st t when poll reach delay offset jitter

------ - ------------ ------ ---- -- ----- ----- ----- ------ ------ ------
1 * 192.0.20.123 .GPS. u 27 64 377 76.427 0.087 0.067

2 * 192.0.20.123 .GPS. u 3 64 377 75.932 0.001 0.021
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3 * 192.0.20.123 .GPS. u 3 64 377 75.932 0.001 0.021

REST API を使用した NTP の設定

手順

ステップ 1 NTPを設定します。

例：
POST url: https://APIC-IP/api/node/mo/uni/fabric/time-test.xml

<imdata totalCount="1">
<datetimePol adminSt="enabled" authSt="disabled" descr="" dn="uni/fabric/time-CiscoNTPPol"

name="CiscoNTPPol" ownerKey="" ownerTag="">
<datetimeNtpProv descr="" keyId="0" maxPoll="6" minPoll="4" name="10.10.10.11"

preferred="yes">
<datetimeRsNtpProvToEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-default"/>

</datetimeNtpProv>
</datetimePol>

</imdata>

ステップ 2 デフォルトの日付と時刻のポリシーをポッドポリシーグループに追加します。

例：

POST url: https://APIC-IP/api/node/mo/uni/fabric/funcprof/podpgrp-calo1/rsTimePol.xml

POST payload: <imdata totalCount="1">
<fabricRsTimePol tnDatetimePolName=“CiscoNTPPol”>
</fabricRsTimePol>
</imdata>

ステップ 3 ポッドポリシーグループをデフォルトのポッドプロファイルに追加します。

例：
POST url:
https://APIC-IP/api/node/mo/uni/fabric/podprof-default/pods-default-typ-ALL/rspodPGrp.xml

payload: <imdata totalCount="1">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-calo1" status="created">
</fabricRsPodPGrp>
</imdata>
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GUI を使用した NTP の動作の確認

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [Date and Time] > [ntp_policy] > [server_name]の

順に選択します。

ntp_policyは前に作成したポリシーです。[Host Name]フィールドまたは [IP address]フィールドで
は IPv6アドレスがサポートされます。入力したホスト名に IPv6アドレスが設定されている場合、
IPv6アドレスが IPv4アドレスより優先されるように実装する必要があります。

ステップ 3 [Work]ペインで、サーバの詳細を確認します。

NX-OS スタイルの CLI を使用した、各ノードに導入された NTP ポリシー
の確認

手順

ステップ 1 SSHプロトコルを使用して、ファブリック内の APICコントローラにログオンします。
ステップ 2 次に示すように、ノードに接続して NTPピアのステータスを確認します。

apic1# fabric node_name show ntp peer-status

ステップ 3 ファブリック内のさまざまなノードに対して、ステップ 2を繰り返します。

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

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

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

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

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

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

エンドポイントグループの DHCPリレーポリシーの導入

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

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

ステップ 2 [Relay Policies]を右クリックし、[Create DHCP Relay Policy]をクリックします。
ステップ 3 [Create DHCP Relay Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

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

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

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

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

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

（注）

g) [Submit]をクリックします。

DHCPリレーポリシーが作成されます。
ステップ 4 [Navigation]ペインで、[Networking] > [Bridge Domains] > [default] > [DHCP Relay Labels]を展開し

ます。

ステップ 5 [DHCP Relay Labels]を右クリックし、[Create DHCP Relay Label]をクリックします。
ステップ 6 [Create DHCP Relay Label]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Scope]フィールドで、テナントのオプションボタンをクリックします。
このアクションにより、[Name]フィールドのドロップダウンリストに、以前に作成したDHCP
リレーポリシーが表示されます。

b) [Name]フィールドのドロップダウンリストから、作成済みの DHCPポリシーの名前
（DhcpRelayP）を選択するか、[Create DHCPRelay Policy]を選択して新しいリレーポリシーを
作成します。

c) [DHCPOption Policy]で、既存のオプションポリシーを選択するか、[CreateDHCPOption Policy]
を選択して新しいオプションポリシーを作成します。

d) [Submit]をクリックします。

DHCPサーバがブリッジドメインに関連付けられます。
ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Networking] > [Bridge Domains] > [default] > [DHCP Relay Labels]を展開し、

作成された DHCPサーバを表示します。

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

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

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

はじめる前に

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

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

例：

エンドポイントグループの DHCPリレーポリシー
apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# template dhcp relay policy DhcpRelayP
apic1(config-tenant-template-dhcp-relay)# ip address 10.0.0.1 tenant infra application access epg
default
apic1(config-tenant-template-dhcp-relay)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain default
apic1(config-tenant-interface)# dhcp relay policy tenant DhcpRelayP
apic1(config-tenant-interface)# exit

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

•このタスクは、vShieldドメインプロファイルを作成するユーザの前提条件です。

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

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

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

インフラストラクチャテナントの DHCPサーバポリシーとして APICを設定します。
このリレーポリシーは、接続エンティティプロファイルの設定を使用した接続された

ハイパーバイザであるすべてのリーフポートにプッシュされます。接続エンティティ

プロファイルによる設定の詳細については、VMMドメインプロファイルの作成に関連
する例を参照してください。

（注）

例：

EPGの DHCPリレーポリシー
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

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

<dhcpRelayP name="DhcpRelayP" owner="tenant">
<dhcpRsProv tDn="uni/tn-infra/ap-access/epg-default" addr="10.0.0.1" />

</dhcpRelayP>

<fvBD name="default">
<dhcpLbl name="DhcpRelayP" owner="tenant"/>

</fvBD>

</fvTenant>
</polUni>

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

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

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

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

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

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

外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

IPアドレスまたは完全
修飾ドメイン名

（FQDN）

APIC
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外部サーバの場所アウトオブバンド管理インバンド管理ソース

AnywhereIPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレスリーフスイッチ

リーフスイッチに直接

接続されます

IPアドレスまたは
FQDN

DNSポリ
シーは、DNS
サーバの到達

可能性に対す

るアウトオブ

バンド管理

EPGを指定す
る必要があり

ます。

（注）

IPアドレススパインスイッチ

次に示すのは、外部サーバのリストです。

• Call Home SMTPサーバ

• Syslogサーバ

• SNMPトラップの宛先

•統計情報のエクスポートの宛先

•エクスポートの設定の宛先

• Techsupportのエクスポートの宛先

•コアエクスポートの宛先

推奨されるガイドラインは次のとおりです。

•外部サーバは、リーフアクセスポートに接続する必要があります。

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

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

•外部サーバには IPアドレスを使用します。

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

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

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

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

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

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

ただし、特定の条件下では IPv4アドレスが IPv6アドレスよりも推奨されることがあります。Linux
IPv6スタックには、IPv6にマッピングされた IPv4アドレス（::ffff/96）を使用して、IPv6アドレ
スとしてマッピングされた IPv4アドレスを有効にする機能があります。これは、IPv6対応アプリ
ケーションが IPv4と IPv6両方を受け入れまたは接続するためにシングルソケットのみ使用でき
るようにします。これは /etc/gai.confの getaddrinfo()の glibc IPv6選択項目によって制御されます。
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/etc/hostsを使用する場合は glibcが複数のアドレスを返すようにするために、/etc/hostsファイルに
「multi on」を追加する必要があります。追加しないと、最初に一致したものだけを返す場合があ
ります。

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

ケーションでは、フォールバックの実装が必要な場合があります。

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

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

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

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

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

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。
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手順

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

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

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

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

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

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

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

ステップ 6 メニューバーで、[Tenants] > [mgmt]をクリックします。
ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Networking] > [VRFs] > [oob]の順に展開します。

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

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

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。[Navigation]ペインで、[Global Policies]
> [DNS Profiles]を展開し、デフォルトの DNSプロファイルをクリックします。

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

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

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

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

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

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

ステップ 6 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]をクリックします。
ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Networking] > [VRF] > [oob]の順に展開し、[oob]をクリックします。

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

NX-OS スタイル CLI を使用した DNS プロバイダーと接続するための
DNS サービスポリシーの設定

手順

ステップ 1 NX-OS CLIで、次に示すようにしてコンフィギュレーションモードに入ります。
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例：
apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 2 DNSサーバポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# dns
apic1(config-dns)# address 172.21.157.5 preferred
apic1(config-dns)# address 172.21.157.6
apic1(config-dns)# domain company.local default
apic1(config-dns)# use-vrf oob-default

ステップ 3 DNSプロファイルを使用する任意の VRF上で DNSプロファイルのラベルを設定します。

例：

apic1(config)# tenant mgmt
apic1(config-tenant)# vrf context oob
apic1(config-tenant-vrf)# dns label default

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

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3管理接続が設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 DNSサービスポリシーを設定します。

例：
POST URL :
https://apic-IP-address/api/node/mo/uni/fabric.xml

<dnsProfile name="default">

<dnsProv addr="172.21.157.5" preferred="yes"/>
<dnsProv addr="172.21.157.6"/>

<dnsDomain name="cisco.com" isDefault="yes"/>

<dnsRsProfileToEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default"/>

</dnsProfile>

ステップ 2 アウトオブバンド管理テナント下で DNSラベルを設定します。
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例：
POST URL: https://apic-IP-address/api/node/mo/uni/tn-mgmt/ctx-oob.xml
<dnsLbl name="default" tag="yellow-green"/>

NX-OS スタイル CLI を使用した DNS プロファイルがファブリックコン
トローラスイッチに設定および適用されていることの確認

手順

ステップ 1 デフォルトの DNSプロファイルの設定を確認します。

例：

apic1# show running-config dns

# Command: show running-config dns
# Time: Sat Oct 3 00:23:52 2015
dns
address 172.21.157.5 preferred
address 172.21.157.6
domain company.local default
use-vrf oob-default
exit

ステップ 2 DNSラベルの設定を確認します。

例：

apic1# show running-config tenant mgmt vrf context oob

# Command: show running-config tenant mgmt vrf context oob
# Time: Sat Oct 3 00:24:36 2015
tenant mgmt
vrf context oob
dns label default
exit

exit

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

例：

apic1# cat /etc/resolv.conf
# Generated by IFC

nameserver 172.21.157.5
nameserver 172.21.157.6
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カスタム証明書の設定のガイドライン
•ワイルドカード証明書（*.cisco.comなど。複数のデバイス間で使用）およびそれに関連する
他の場所で生成される秘密キーは、APICではサポートされません。これは、APICに秘密
キーまたはパスワードを入力するためのサポートがないためです。また、ワイルドカード証

明書などのいかなる証明書の秘密キーもエクスポートできません。

•証明書署名要求（CSR）を生成する前に、公開中間証明書とルート CA証明書をダウンロー
ドしてインストールする必要があります。ルートCA証明書は技術的にはCSRを生成するた
めに必要ではありませんが、シスコでは、対象とするCA機関とCSRへの署名に使用される
実物の間の不一致を防ぐために、CSRを生成する前にルート CA証明書が必要です。APIC
は、送信された証明書が設定されている CAによって署名されていることを確認します。

•更新された証明書の生成に同じ公開キーと秘密キーを使用するには、次のガイドラインを満
たす必要があります。

◦元の CSRにはキーリング内の秘密キーとペアになる公開キーが含まれているため、元
の CSRを維持する必要があります。

◦ APICで公開キーと秘密キーを再利用する場合は、元の証明書に使用されたものと同じ
CSRを、更新された証明書に関して再送信する必要があります。

◦更新された証明書に同じ公開キーと秘密キーを使用する場合は、元のキーリングを削除
しないでください。キーリングを削除すると、CSRで使用されている関連秘密キーが
自動的に削除されます。

GUI を使用した Cisco ACI HTTPS アクセス用カスタム証明
書の設定

注意：ダウンタイムの可能性があるため、メンテナンス時間中にのみこのタスクを実行してくだ

さい。ダウンタイムは外部ユーザまたはシステムからの APICクラスタおよびスイッチへのアク
セスには影響しますが、APICとスイッチの接続には影響しません。スイッチ上の NGINXプロセ
スも影響を受けますが、外部接続のみでファブリックのデータプレーンには影響ありません。

APIC、設定、管理、トラブルシューティングなどへのアクセスは影響を受けることになります。
この操作中にファブリック内のすべてのWebサーバの再起動が予期されます。

はじめる前に

適切な認証局を作成できるように、信頼できる証明書を取得する機関を決定します。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin] > [AAA]の順に選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Public Key Management] > [Certificate Authorities]の順に選択します。

ステップ 3 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Certificate Authority]の順に選択します。

ステップ 4 [CreateCertificateAuthority]ダイアログボックスの [Name]フィールドに、認証局の名前を入力しま
す。

ステップ 5 [Certificate Chain]フィールドに、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の証明書署名要
求（CSR）に署名する認証局の中間証明書およびルート証明書をコピーします。
証明書は、Base64エンコードX.509（CER）形式である必要があります。中間証明書はルートCA
証明書の前に配置されます。次の例のようになります。
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<Intermediate Certificate>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<Root CA Certificate>
-----END CERTIFICATE-----

ステップ 6 [Submit]をクリックします。
ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Public Key Management] > [Key Rings]の順に選択します。

ステップ 8 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Key Ring]の順に選択します。

ステップ 9 [Create Key Ring]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに、名前を入力します。

ステップ 10 [Certificate]フィールドには、コンテンツを追加しないでください。
ステップ 11 [Modulus]フィールドで、目的のキー強度のラジオボタンをクリックします。
ステップ 12 [Certificate Authority]フィールドのドロップダウンリストから、前に作成した認証局を選択しま

す。[Submit]をクリックします。
キーリングは削除しないでください。キーリングを削除すると、CSRで使用されてい
る関連秘密キーが自動的に削除されます。

（注）

[Work]ペインの [Key Rings]領域では、作成したキーリングに対する [Admin State]に [Started]と
表示されます。

ステップ 13 [Navigation]ペインで、[Public KeyManagement] > [KeyRings] > [key_ring_name]の順に選択します。

ステップ 14 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Certificate Request]の順に選択します。

ステップ 15 [Subject]フィールドに、APICの完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。
ステップ 16 必要に応じて、残りのフィールドに入力します。

使用可能なパラメータの説明については、[Create Certificate Request]ダイアログボック
スでオンラインヘルプ情報を確認してください。

（注）

ステップ 17 [Submit]をクリックします。
[Navigation]ペインでは、前に作成したキーリングの下にオブジェクトが作成され、表示されま
す。[Navigation]ペインでそのオブジェクトをクリックすると、[Work]ペインの [Properties]領域
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の [Request]フィールドにその CSRが表示されます。認証局に送信するコンテンツをフィールド
からコピーします。

ステップ 18 [Navigation]ペインで、[Public KeyManagement] > [KeyRings] > [key_ring_name]の順に選択します。

ステップ 19 [Work]ペインの [Certificate]フィールドに、認証局から受信した署名付き証明書を貼り付けます。

ステップ 20 [Submit]をクリックします。
CSRがキーリングで示されている認証局によって署名されていない場合、または証明
書にMS-DOS形式の行末が含まれている場合は、エラーメッセージが表示され、証明
書は承認されません。MS-DOS形式の行末を削除します。

（注）

キーが確認されて [Work]ペインの [Admin State]が [Completed]に変わり、HTTPポリシーを使用
できるようになります。

ステップ 21 メニューバーで、[Fabric] > [Fabric Policies]の順に選択します。
ステップ 22 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [Management Access] > [default]の順に選択しま

す。

ステップ 23 [Work]ペインの [Admin Key Ring]ドロップダウンリストで目的のキーリングを選択します。

ステップ 24 [Submit]をクリックします。
すべてのWebサーバが再起動されます。証明書がアクティブになり、デフォルト以外のキーリン
グが HTTPSアクセスに関連付けられています。

次の作業

証明書の失効日には注意しておき、期限切れになる前に対応する必要があります。更新された証

明書に対して同じキーペアを維持するには、CSRを維持する必要があります。これは、CSRには
キーリング内の秘密キーとペアになる公開キーが含まれているためです。証明書が期限切れにな

る前に、同じ CSRを再送信する必要があります。キーリングを削除すると、APICに内部的に保
存されている秘密キーも削除されるため、新しいキーリングの削除または作成は行わないでくだ

さい。
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第 6 章

基本ユーザテナント設定

この章の内容は、次のとおりです。

• テナント, 123 ページ

• テナント内のルーティング, 124 ページ

• テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成, 138 ページ

• アプリケーションポリシーの展開, 140 ページ

• 特定のポートへの EPGの静的な導入, 150 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, 153 ページ

• 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, 157 ページ

• ベアメタルでのネットワークベースの属性によるマイクロセグメンテーションの使用, 161
ページ

• 共有リソースとしての IPアドレスベースのマイクロセグメント EPG, 167 ページ

テナント
テナント（fvTenant）は、アプリケーションポリシーの論理コンテナで、管理者はドメインベー

スのアクセスコントロールを実行できます。テナントはポリシーの観点から分離の単位を表しま

すが、プライベートネットワークは表しません。テナントは、サービスプロバイダーの環境では
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お客様を、企業の環境では組織またはドメインを、または単にポリシーの便利なグループ化を表

すことができます。次の図は、管理情報ツリー（MIT）のテナント部分の概要を示します。

図 1：テナント

テナントは相互に分離することも、リソースを共有することもできます。テナントに含まれる主

要な要素は、フィルタ、コントラクト、外部ネットワーク、ブリッジドメイン、仮想ルーティン

グおよび転送（VRF）インスタンス、エンドポイントグループ（EPG）を含むアプリケーション
プロファイルです。テナントのエンティティはそのポリシーを継承します。VRFはコンテキスト
とも呼ばれ、それぞれを複数のブリッジドメインに関連付けることができます。

APIC GUIのテナントナビゲーションパスでは、VRF（コンテキスト）はプライベートネッ
トワークと呼ばれます。

（注）

テナントはアプリケーションポリシーの論理コンテナです。ファブリックには複数のテナントを

含めることができます。レイヤ 4～ 7のサービスを展開する前に、テナントを設定する必要があ
ります。ACIファブリックは、テナントネットワークに対して IPv4、IPv6、およびデュアルス
タック構成をサポートします。

テナント内のルーティング
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）のファブリックでは、テナントの
デフォルトゲートウェイ機能が提供され、ファブリックのVirtual ExtensibleLocalArea（VXLAN）
ネットワーク間のルーティングが行えます。各テナントについて、APICでサブネットが作成され
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るたびに、ファブリックは仮想デフォルトゲートウェイまたはスイッチ仮想インターフェイス

（SVI）を提供します。これは、そのテナントサブネットの接続エンドポイントがあるすべての
スイッチにわたります。各入力インターフェイスはデフォルトのゲートウェイインターフェイス

をサポートし、ファブリック全体のすべての入力インターフェイスは任意のテナントサブネット

に対する同一のルータの IPアドレスとMACアドレスを共有します。

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 2：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

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
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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MACAddress-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 3：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。

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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ルータピアリングおよびルート配布

次の図に示すように、ルーティングピアモデルを使用すると、リーフスイッチインターフェイ

スが外部ルータのルーティングプロトコルとピアリングするように静的に設定されます。

図 4：ルータのピアリング

ピアリングによって学習されるルートは、スパインスイッチに送信されます。スパインスイッチ

はルートリフレクタとして動作し、外部ルートを同じテナントに属するインターフェイスを持つ

すべてのリーフスイッチに配布します。これらのルートは、最長プレフィクス照合（LPM）によ
り集約されたアドレスで、外部ルータが接続されているリモートのリーフスイッチのVTEP IPア
ドレスが含まれるリーフスイッチの転送テーブルに配置されます。WANルートには転送プロキ
シはありません。WANルートがリーフスイッチの転送テーブルに適合しない場合、トラフィッ
クはドロップされます。外部ルータがデフォルトゲートウェイではないため、テナントのエンド

ポイント（EP）からのパケットはACIファブリックのデフォルトゲートウェイに送信されます。
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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 5：ブリッジド外部ルータ

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。

ルートリフレクタの設定

ACIファブリックのルートリフレクタは、マルチプロトコル BGP（MP-BGP）を使用してファブ
リック内に外部ルートを配布します。ACIファブリックでルートリフレクタをイネーブルにする
には、ファブリックの管理者がルートリフレクタになるスパインスイッチを選択して、自律シス

テム（AS）番号を提供する必要があります。ルートリフレクタが ACIファブリックでイネーブ
ルになると、管理者は次の項で説明するように、外部ネットワークへの接続を設定できます。

ACIファブリックに外部ルータを接続するには、ファブリックインフラストラクチャの管理者が
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）のルートリフレクタとしてスパインノードを設定し
ます。冗長性のために、複数のスパインがルータリフレクタノードとして設定されます（1台の
プライマリリフレクタと 1台のセカンダリリフレクタ）。

テナントがACIファブリックにWANルータを接続する必要がある場合は、インフラストラクチャ
の管理者がWANルータがWANのトップオブラック（ToR）として接続されるリーフノードを
（以下の通りに）設定し、このWAN ToRを BGPピアとしてルートリフレクタノードの 1つと
組み合わせます。ルートリフレクタがWAN ToRに設定されていると、ファブリックにテナント
ルートをアドバタイズできます。

各リーフノードには最大 4000のルートを保存できます。WANルータが 4000を超えるルートを
アドバタイズしなければならない場合、複数のリーフノードとピアリングする必要があります。
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インフラストラクチャの管理者は、ペアになったリーフノードそれぞれをアドバタイズできる

ルート（またはルートプレフィクス）で設定します。

インフラストラクチャの管理者は、次のようにファブリックに接続されている外部WANルータ
を設定する必要があります。

1 ルートリフレクタとして最大 2つのスパインノードを設定します。冗長性のために、プライ
マリおよびセカンダリルートリフレクタを設定します。

2 WAN ToRで、プライマリおよびセカンダリルートリフレクタのノードを設定します。

3 WAN ToRで、ToRがアドバタイズを担当するルートを設定します。これは任意で、テナント
ルータが 4000を超えるルートをアドバタイズすることがわかっている場合にのみ行う必要が
あります。

テナントの外部接続の設定

スタティックルートをアプリケーションセントリックインフラストラクチャ（ACI）ファブリッ
ク上の他のリーフスイッチに配布する前に、マルチプロトコル BGP（MP-BGP）プロセスが最初
に動作していて、スパインスイッチが BGPルートリフレクタとして設定されている必要があり
ます。

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

基本 GUI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[System] > [System Settings]の順に選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[System Settings] > [BGPRoute Reflector]の順に展開し、[BGPRoute Reflector]

を右クリックして、[Create Route Reflector Node Policy EP]をクリックします。
ステップ 3 [Create Route Reflector Node Policy EP]ダイアログボックスで、[Spine Node]ドロップダウンリスト

から、適切なスパインノードを選択します。[Submit]をクリックします。
必要に応じてスパインノードを追加するには、上記の手順を繰り返してくださ

い。

（注）

スパインスイッチがルートリフレクタノードとしてマークされます。

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

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

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

（注）
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拡張 GUI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]を選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [BGPRoute Reflector default]を展開し、[BGPRoute

Reflector default]を右クリックし、[Create Route Reflector Node Policy EP]をクリックします。
ステップ 3 [Create Route Reflector Node Policy EP]ダイアログボックスで、[Spine Node]ドロップダウンリスト

から、適切なスパインノードを選択します。[Submit]をクリックします。
必要に応じてスパインノードを追加するには、上記の手順を繰り返してくださ

い。

（注）

スパインスイッチがルートリフレクタノードとしてマークされます。

ステップ 4 [BGP Route Reflector default]プロパティ領域で、[Autonomous System Number]フィールドで、適切
な番号を選択します。[Submit]をクリックします。

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

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

（注）

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Policy Groups]を展開して右クリックし、[Create POD Policy Group]をク
リックします。

ステップ 6 [Create POD Policy Group]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに、ポッドポリシーグルー
プの名前を入力します。

ステップ 7 [BGPRoute Reflector Policy]ドロップダウンリストで、適切なポリシー（デフォルト）を選択しま
す。[Submit]をクリックします。
BGPルートリフレクタのポリシーは、ルートリフレクタのポッドポリシーグループに関連付け
られ、BGPプロセスはリーフスイッチでイネーブルになります。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Profiles] > [default]の順に選択します。[Work]ペインで、
[Fabric PolicyGroup]ドロップダウンリストから、前に作成されたポッドポリシーを選択します。
[Submit]をクリックします。
ポッドポリシーグループが、ファブリックポリシーグループに適用されました。

ACI ファブリックの MP-BGP ルートリフレクタの設定

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

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

（注）

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

REST API を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

手順

ステップ 1 スパインスイッチをルートリフレクタとしてマークします。

例：
POST https://apic-ip-address/api/policymgr/mo/uni/fabric.xml

<bgpInstPol name="default">
<bgpAsP asn="1" />
<bgpRRP>

<bgpRRNodePEp id=“<spine_id1>”/>
<bgpRRNodePEp id=“<spine_id2>”/>

</bgpRRP>
</bgpInstPol>

ステップ 2 次のポストを使用してポッドセレクタをセットアップします。

例：

FuncPセットアップの場合：
POST https://apic-ip-address/api/policymgr/mo/uni.xml

<fabricFuncP>
<fabricPodPGrp name="bgpRRPodGrp”>
<fabricRsPodPGrpBGPRRP tnBgpInstPolName="default" />

</fabricPodPGrp>
</fabricFuncP>

例：

PodPセットアップの場合：
POST https://apic-ip-address/api/policymgr/mo/uni.xml

<fabricPodP name="default">
<fabricPodS name="default" type="ALL">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-bgpRRPodGrp"/>

</fabricPodS>
</fabricPodP>
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MP-BGP ルートリフレクタ設定の確認

手順

ステップ 1 次の操作を実行して、設定を確認します。

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

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

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

す。

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

例：
cd /mit/sys/bgp/inst

例：
grep asn summary

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

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

はじめる前に

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

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

•詳細については、『Cisco APIC and Transit Routing』を参照してください。
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手順

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

ステップ 2 [Configure VRF]を右クリックしてクリックします。
ステップ 3 [Configure VRF]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Tenant]フィールドのドロップダウンリストから、テナントを選択します。
この場合は mgmtテナントです。

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

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

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

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

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

VRFの下の[Navigation]ペインに、VRFが導入されます。

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

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

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

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

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

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

（注）

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

管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークが作成されます。

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

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

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

•詳細については、『Cisco APIC and Transit Routing』を参照してください。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS] > [mgmt]を選択します。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Networking] > [External Routed Networks]を展開します。

ステップ 3 [External Routed Networks]を右クリックし、[Create Routed Outside]をクリックします。
ステップ 4 [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、名前（RtdOut）を入力します。
b) [OSPF]チェックボックスをオンにします。
c) [OSPF Area ID]フィールドに、エリア IDを入力します。
d) [OSPF Area Control]フィールドで、適切なチェックボックスをオンにします。
e) [OSPF Area Type]フィールドで、適切なエリアタイプを選択します。
f) [OSPF Area Cost]フィールドで、適切な値を選択します。
g) [VRF]フィールドのドロップダウンリストから、VRF（inb）を選択します。

このステップでは、ルーテッド Outsideをインバンド VRFに関連付けま
す。

（注）

h) [External Routed Domain]ドロップダウンリストから、適切なドメインを選択します。
i) [Nodes and Interfaces Protocol Profiles]領域の [+]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [Create Node Profile]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
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a) [Name]フィールドに、ノードプロファイルの名前を入力します（borderLeaf）。
b) [Nodes]フィールドで、[+]アイコンをクリックして [Select Node]ダイアログボックスを表示し
ます。

c) [Node ID]フィールドで、ドロップダウンリストから、最初のノードを選択します（leaf1）。
d) [Router ID]フィールドに、一意のルータ IDを入力します。
e) [Use Router ID as Loopback Address]フィールドをオフにします。

デフォルトでは、ルータ IDがループバックアドレスとして使用されます。これらが
異なるようにする場合は、[Use Router ID as Loopback Address]チェックボックスをオ
フにします。

（注）

f) [LoopbackAddresses]を展開し、[IP]フィールドに IPアドレスを入力します。[Update]をクリッ
クし、[OK]をクリックします。
希望する IPv4または IPv6の IPアドレスを入力します。

g) [Nodes]フィールドで、[+]アイコンを展開して [Select Node]ダイアログボックスを表示しま
す。

2つ目のノード IDを追加しま
す。

（注）

h) [Node ID]フィールドで、ドロップダウンリストから、次のノードを選択します（leaf2）。
i) [Router ID]フィールドに、一意のルータ IDを入力します。
j) [Use Router ID as Loopback Address]フィールドをオフにします。

デフォルトでは、ルータ IDがループバックアドレスとして使用されます。これらが
異なるようにする場合は、[Use Router ID as Loopback Address]チェックボックスをオ
フにします。

（注）

k) [LoopbackAddresses]を展開し、[IP]フィールドに IPアドレスを入力します。[Update]をクリッ
クし、[OK]をクリックします。[OK]をクリックします。
希望する IPv4または IPv6の IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [Create Node Profile]ダイアログボックスで、[OSPF Interface Profiles]領域の [+]アイコンをクリッ
クします。

ステップ 7 [Create Interface Profile]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、プロファイルの名前（portProf）を入力します。
b) [Interfaces]領域で、[Routed Interfaces]タブをクリックし、[+]アイコンをクリックします。
c) [Select Routed Interfaces]ダイアログボックスの [Path]フィールドで、ドロップダウンリストか
ら、最初のポート（leaf1、ポート 1/40）を選択します。

d) [IP Address]フィールドに、IPアドレスとマスクを入力します。[OK]をクリックします。
e) [Interfaces]領域で、[Routed Interfaces]タブをクリックし、[+]アイコンをクリックします。
f) [Select Routed Interfaces]ダイアログボックスの [Path]フィールドで、ドロップダウンリストか
ら、2つ目のポート（leaf2、ポート 1/40）を選択します。

g) [IP Address]フィールドに、IPアドレスとマスクを入力します。[OK]をクリックします。
この IPアドレスは、前に leaf1に入力した IPアドレスと異なっている必要がありま
す。

（注）

h) [Create Interface Profile]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
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インターフェイスが OSPFインターフェイスとともに設定されます。
ステップ 8 [Create Node Profile]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 9 [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、[Next]をクリックします。
[Step 2 External EPG Networks]領域が表示されます。

ステップ 10 [External EPG Networks]領域で、[+]アイコンをクリックします。
ステップ 11 [Create External Network]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、外部ネットワークの名前（extMgmt）を入力します。
b) [Subnet]を展開し、[Create Subnet]ダイアログボックスの [IP address]フィールドに、サブネッ
トの IPアドレスとマスクを入力します。

c) [Scope]フィールドで、目的のチェックボックスをオンにします。[OK]をクリックします。
d) [Create External Network]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
e) [Create Routed Outside]ダイアログボックスで、[Finish]をクリックします。

[Work]ペインで、[External Routed Networks]領域に、外部ルーテッドネットワーク
のアイコン（RtdOut）が表示されるようになりました。

（注）

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

外部ルーテッドネットワーク接続の設定には、次のステップがあります。

1 テナントの下に VRFを作成します。

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

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

設定は、2つのモードで実現されます。

•テナントモード：VRFの作成および外部 L3 EPG設定

•リーフモード：L3ネットワーキング構成と外部 L3 EPGの導入

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

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

（注）
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手順

ステップ 1 VLANドメインを設定します。

例：

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

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

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

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

例：

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

ステップ 4 リーフの VRFを設定します。

例：

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

ステップ 5 OSPFエリアを設定し、ルートマップを追加します。

例：

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

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

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

（注）

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

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

例：

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

ステップ 8 リーフスイッチの外部 L3 EPGを導入します。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t100 vrf v100
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg l3epg100

テナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

テナントの概要

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

どの権限にアクセスできます。

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

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

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

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

およびアプリケーションプロファイルなどのプライマリ要素が含まれます。

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

IPv6ネイバー探索を有効にする方法については、『Cisco APICLayer 3NetworkingGuide』の「IPv6
and Neighbor Discovery」を参照してください。

拡張 GUI を使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成
外部ルーテッドを設定するときにパブリックサブネットがある場合は、ブリッジドメインを外部

設定と関連付ける必要があります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANT] > [Add Tenant]の順にクリックします。
ステップ 2 [Create Tenant]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。

a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Security Domains +]アイコンをクリックして [Create Security Domain]ダイアログボックスを開
きます。

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

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

ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Tenant-name] > [Networking]の順に展開し、[Work]ペインで、[VRF]アイ
コンをキャンバスにドラッグして [Create VRF]ダイアログボックスを開き、次のタスクを実行し
ます。

a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
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。
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d) [Submit]をクリックしてブリッジドメインの設定を完了します。

ステップ 5 [Networks]ペインで、[L3]アイコンを [VRF]アイコンにつなげながらキャンバスにドラッグしま
す。[Create Routed Outside]ダイアログボックスが表示されたら、次のタスクを実行します。
a) [Name]フィールドに、名前を入力します。
b) [Nodes And Interfaces Protocol Profiles]を展開して [Create Node Profile]ダイアログボックスを開
きます。

c) [Name]フィールドに、名前を入力します。
d) [Nodes]を展開して [Select Node]ダイアログボックスを開きます。
e) [Node ID]フィールドで、ドロップダウンリストからノードを選択します。
f) [Router ID]フィールドに、ルータ IDを入力します。
g) [Static Routes]を展開して [Create Static Route]ダイアログボックスを開きます。
h) [Prefix]フィールドに、IPv4アドレスまたは IPv6アドレスを入力します。
i) [Next Hop Addresses]を展開し、[Next Hop IP]フィールドに IPv4アドレスまたは IPv6アドレス
を入力します。

j) [Preference]フィールドに数値を入力し、[UPDATE]をクリックしてから [OK]をクリックしま
す。

k) [Select Node]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
l) [Create Node Profile]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
m) 必要に応じてチェックボックス [BGP]、[OSPF]、または [EIGRP]をオンにし、[NEXT]をクリッ
クします。[OK]をクリックしてレイヤ 3の設定を完了します。

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

アプリケーションポリシーの展開

セキュリティポリシーの適用

トラフィックは前面パネルのインターフェイスからリーフスイッチに入り、パケットは送信元

EPGの EPGでマーキングされます。リーフスイッチはその後、テナントエリア内のパケットの
宛先 IPアドレスでフォワーディングルックアップを実行します。ヒットすると、次のシナリオの
いずれかが発生する可能性があります。

1 ユニキャスト（/32）ヒットでは、宛先エンドポイントの EPGと宛先エンドポイントが存在す
るローカルインターフェイスまたはリモートリーフスイッチの VTEP IPアドレスが提供され
ます。

2 サブネットプレフィクス（/32以外）のユニキャストヒットでは、宛先サブネットプレフィク
スの EPGと宛先サブネットプレフィクスが存在するローカルインターフェイスまたはリモー
トリーフスイッチの VTEP IPアドレスが提供されます。
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3 マルチキャストヒットでは、ファブリック全体のVXLANカプセル化とマルチキャストグルー
プのEPGで使用するローカルレシーバのローカルインターフェイスと外側の宛先 IPアドレス
が提供されます。

マルチキャストと外部ルータのサブネットは、入力リーフスイッチでのヒットを常にもたら

します。セキュリティポリシーの適用は、宛先 EPGが入力リーフスイッチによって認識され
るとすぐに発生します。

（注）

転送テーブルの誤りにより、パケットがスパインスイッチの転送プロキシに送信されます。転送

プロキシはその後、転送テーブル検索を実行します。これが誤りである場合、パケットはドロッ

プされます。これがヒットの場合、パケットは宛先エンドポイントを含む出力リーフスイッチに

送信されます。出力リーフスイッチが宛先の EPGを認識するため、セキュリティポリシーの適
用が実行されます。出力リーフスイッチは、パケット送信元のEPGを認識する必要があります。
ファブリックヘッダーは、入力リーフスイッチから出力リーフスイッチにEPGを伝送するため、
このプロセスをイネーブルにします。スパインスイッチは、転送プロキシ機能を実行するとき

に、パケット内の元の EPGを保存します。

出力リーフスイッチでは、送信元 IPアドレス、送信元 VTEP、および送信元 EPG情報は、学習
によってローカルの転送テーブルに保存されます。ほとんどのフローが双方向であるため、応答

パケットがフローの両側で転送テーブルに入力し、トラフィックが両方向で入力フィルタリング

されます。

セキュリティポリシー仕様を含むコントラクト

ACIセキュリティモデルでは、コントラクトにEPG間の通信を管理するポリシーが含まれます。
コントラクトは通信内容を指定し、EPGは通信の送信元と宛先を指定します。コントラクトは次
のように EPGをリンクします。

EPG 1 ---------------コントラクト --------------- EPG 2

コントラクトで許可されていれば、EPG 1のエンドポイントは EPG 2のエンドポイントと通信で
き、またその逆も可能です。このポリシーの構造には非常に柔軟性があります。たとえば、EPG
1と EPG 2間には多くのコントラクトが存在でき、1つのコントラクトを使用する EPGが 3つ以
上存在でき、コントラクトは複数の EPGのセットで再利用できます。

またEPGとコントラクトの関係には方向性があります。EPGはコントラクトを提供または消費で
きます。コントラクトを提供するEPGは通常、一連のクライアントデバイスにサービスを提供す
る一連のエンドポイントです。そのサービスによって使用されるプロトコルはコントラクトで定

義されます。コントラクトを消費するEPGは通常、そのサービスのクライアントである一連のエ
ンドポイントです。クライアントエンドポイント（コンシューマ）がサーバエンドポイント（プ

ロバイダー）に接続しようとすると、コントラクトはその接続が許可されるかどうかを確認しま

す。特に指定のない限り、そのコントラクトは、サーバがクライアントへの接続を開始すること

を許可しません。ただし、EPG間の別のコントラクトが、その方向の接続を簡単に許可する場合
があります。
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この提供/消費の関係は通常、EPGとコントラクト間を矢印を使って図で表されます。次に示す矢
印の方向に注目してください。

EPG 1 <-------消費 --------コントラクト <-------提供 -------- EPG 2

コントラクトは階層的に構築されます。1つ以上のサブジェクトで構成され、各サブジェクトに
は 1つ以上のフィルタが含まれ、各フィルタは 1つ以上のプロトコルを定義できます。

図 6：コントラクトフィルタ
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次の図は、コントラクトが EPGの通信をどのように管理するかを示します。

図 7： EPG/EPG 通信を決定するコントラクト

たとえば、TCPポート 80とポート 8080を指定するHTTPと呼ばれるフィルタと、TCPポート 443
を指定するHTTPSと呼ばれる別のフィルタを定義できます。その後、2セットのサブジェクトを
持つ webCtrctと呼ばれるコントラクトを作成できます。openProvと openCons areは HTTPフィル
タが含まれるサブジェクトです。secureProvと secureConsは HTTPSフィルタが含まれるサブジェ
クトです。このwebCtrctコントラクトは、Webサービスを提供するEPGとそのサービスを消費す
るエンドポイントを含む EPG間のセキュアなWebトラフィックと非セキュアなWebトラフィッ
クの両方を可能にするために使用できます。

これらの同じ構造は、仮想マシンのハイパーバイザを管理するポリシーにも適用されます。EPG
が Virtual Machine Manager（VMM）のドメイン内に配置されると、APICは EPGに関連付けられ
たすべてのポリシーを VMMドメインに接続するインターフェイスを持つリーフスイッチにダウ
ンロードします。VMMドメインの完全な説明については、『Application Centric Infrastructure
Fundamentals』の「Virtual Machine Manager Domains」の章を参照してください。このポリシーが
作成されると、APICは EPGのエンドポイントへの接続を可能にするスイッチを指定する VMM
ドメインにそれをプッシュ（あらかじめ入力）します。VMMドメインは、EPG内のエンドポイ
ントが接続できるスイッチとポートのセットを定義します。エンドポイントがオンラインになる

と、適切な EPGに関連付けられます。パケットが送信されると、送信元 EPGおよび宛先 EPGが
パケットから取得され、対応するコントラクトで定義されたポリシーでパケットが許可されたか

どうかが確認されます。許可された場合は、パケットが転送されます。許可されない場合は、パ

ケットはドロップされます。

コントラクトは 1つ以上のサブジェクトで構成されます。各サブジェクトには 1つ以上のフィル
タが含まれます。各フィルタには 1つ以上のエントリが含まれます。各エントリは、アクセスコ
ントロールリスト（ACL）の 1行に相当し、エンドポイントグループ内のエンドポイントが接続
されているリーフスイッチで適用されます。
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詳細には、コントラクトは次の項目で構成されます。

•名前：テナントによって消費されるすべてのコントラクト（commonテナントまたはテナン
ト自体で作成されたコントラクトを含む）にそれぞれ異なる名前が必要です。

•サブジェクト：特定のアプリケーションまたはサービス用のフィルタのグループ。

•フィルタ：レイヤ 2～レイヤ 4の属性（イーサネットタイプ、プロトコルタイプ、TCPフ
ラグ、ポートなど）に基づいてトラフィックを分類するために使用します。

•アクション：フィルタリングされたトラフィックで実行されるアクション。次のアクション
がサポートされます。

◦トラフィックの許可（通常のコントラクトのみ）

◦トラフィックのマーク（DSCP/CoS）（通常のコントラクトのみ）

◦トラフィックのリダイレクト（サービスグラフによる通常のコントラクトのみ）

◦トラフィックのコピー（サービスグラフまたはSPANによる通常のコントラクトのみ）

◦トラフィックのブロック（タブーコントラクトのみ）

◦トラフィックのロギング（タブーコントラクトのみ）

•エイリアス：（任意）変更可能なオブジェクト名。オブジェクト名は作成後に変更できませ
んが、エイリアスは変更できるプロパティです。

このように、コントラクトによって許可や拒否よりも複雑なアクションが可能になります。コン

トラクトは、所定のサブジェクトに一致するトラフィックをサービスにリダイレクトしたり、コ

ピーしたり、そのQoSレベルを変更したりできることを指定可能です。具象モデルでアクセスポ
リシーをあらかじめ入力すると、APICがオフラインまたはアクセスできない場合でも、エンドポ
イントは移動でき、新しいエンドポイントをオンラインにでき、通信を行うことができます。APIC
は、ネットワークの単一の障害発生時点から除外されます。ACIファブリックにパケットが入力
されると同時に、セキュリティポリシーがスイッチで実行している具象モデルによって適用され

ます。

Three-Tier アプリケーションの展開
フィルタは、フィルタを含むコントラクトにより許可または拒否されるデータプロトコルを指定

します。コントラクトには、複数のサブジェクトを含めることができます。サブジェクトは、単

方向または双方向のフィルタを実現するために使用できます。単方向フィルタは、コンシューマ

からプロバイダー（IN）のフィルタまたはプロバイダーからコンシューマ（OUT）のフィルタの
どちらか一方向に使用されるフィルタです。双方向フィルタは、両方の方向で使用される同一フィ

ルタです。これは、再帰的ではありません。

コントラクトは、エンドポイントグループ間（EPG間）の通信をイネーブルにするポリシーで
す。これらのポリシーは、アプリケーション層間の通信を指定するルールです。コントラクトが

EPGに付属していない場合、EPG間の通信はデフォルトでディセーブルになります。EPG内の通
信は常に許可されているので、EPG内の通信にはコントラクトは必要ありません。
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アプリケーションプロファイルでは、APICがその後ネットワークおよびデータセンターのイン
フラストラクチャで自動的にレンダリングするアプリケーション要件をモデル化することができ

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

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

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

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

および契約を作成する必要があります。通常、APICファブリックは、テナントネットワーク内
の Three-Tierアプリケーションをホストします。この例では、アプリケーションは 3台のサーバ
（Webサーバ、アプリケーションサーバ、およびデータベースサーバ）を使用して実行されま
す。Three-Tierアプリケーションの例については、次の図を参照してください。

Webサーバには HTTPフィルタがあり、アプリケーションサーバには Remote Method Invocation
（RMI）フィルタがあり、データベースサーバには Structured Query Language（SQL）フィルタが
あります。アプリケーションサーバは、SQLコントラクトを消費してデータベースサーバと通信
します。Webサーバは、RMIコントラクトを消費して、アプリケーションサーバと通信します。
トラフィックはWebサーバから入り、アプリケーションサーバと通信します。アプリケーション
サーバはその後、データベースサーバと通信し、トラフィックは外部に通信することもできま

す。

図 8：Three-Tier アプリケーションの図

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

http のフィルタパラメータ名

http名前

2エントリの数
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http のフィルタパラメータ名

Dport-80

Dport-443
エントリ名

IPEthertype

tcp

tcp
プロトコル

http

https
宛先ポート

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

sql のフィルタrmi のフィルタパラメータ名

sqlrmi名前

11エントリの数

Dport-1521Dport-1099エントリ名

IPIPEthertype

tcptcpプロトコル

15211099宛先ポート

アプリケーションプロファイルデータベースの例

この例のアプリケーションプロファイルデータベースは次のとおりです。

消費される契約提供される契約EPG

rmiwebweb

sqlrmiapp

--sqldb
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GUI を使用したアプリケーションプロファイルの導入

GUI を使用したフィルタの作成
3つの個別のフィルタを作成します。この例では、HTTP、RMI、SQLです。このタスクでは、
HTTPフィルタを作成する方法を示します。このタスクは、他のフィルタを作成するタスクと同
じです。

はじめる前に

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

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS]を選択します。[Navigation]ペインで、[tenant] > [Security Policies]
を展開し、[Filters]を右クリックして、[Create Filter]をクリックします。

[Navigation]ペインで、フィルタを追加するテナントを展開しま
す。

（注）

ステップ 2 [Create Filter]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name]フィールドに、フィルタ名（http）を入力します。
b) [Entries]を展開し、[Name]フィールドに、名前（Dport-80）を入力します。
c) [EtherType]ドロップダウンリストから、EtherType（IP）を選択します。
d) [IP Protocol]ドロップダウンリストから、プロトコル（tcp）を選択します。
e) [Destination Port/Range]ドロップダウンリストから、[From]フィールドと [To]フィールドで、

[http]を選択します。（http）
f) [Update]をクリックし、[Submit]をクリックします。
新しく追加されたフィルタが、[Navigation]ペインと [Work]ペインに表示されます。

ステップ 3 [Name]フィールドの [Entries]を展開します。同じプロセスを実行して、別のエントリを宛先ポー
トとして HTTPSで追加し、[Update]をクリックします。
この新しいフィルタルールが追加されます。

ステップ 4 さらに 2つのフィルタ（rmiおよび sql）を作成し、rmiおよび sql用のフィルタを作成するパラ
メータ, （146ページ）に示すパラメータを使用するには、上記手順の同じプロセスを実行しま
す。
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GUI を使用した契約の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS]と実行するテナント名を選択します。[Navigation]ペインで、[tenant]
> [Security Policies]を展開します。

ステップ 2 [Contracts] > [Create Contract]を右クリックします。
ステップ 3 [Create Contract]ダイアログボックスで、次のタスクを実行します。

a) [Name]フィールドに、契約名（web）を入力します。
b) [Subjects]の横の [+]記号をクリックし、新しいサブジェクトを追加します。
c) [Create Contract Subject]ダイアログボックスで、[Name]フィールドにサブジェクト名を入力し
ます。（web）

d) この手順では、契約のサブジェクトで前に作成されたフィルタを関連付けま

す。

（注）

[Filter Chain]領域で、[Filters]の横の [+]記号をクリックします。
e) ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューから、フィルタ名（http）を選択し、[Update]
をクリックします。

ステップ 4 [Create Contract Subject]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 5 この手順と同じステップに従って、rmiと sql用の契約をさらに 2つ作成します。rmi契約の場合
は rmiサブジェクトを選択し、sqlの場合は sqlサブジェクトを選択します。

GUI を使用したアプリケーションプロファイルの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS]を選択します。[Navigation]ペインで、テナントを展開し、[Application
Profiles]を右クリックし、[Create Application Profile]をクリックします。

ステップ 2 [Create Application Profile]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに、アプリケーションプロ
ファイル名（OnlineStore）を追加します。

GUI を使用した EPG の作成
EPGが使用するポートは、VMマネージャ（VMM）ドメインまたは EPGに関連付けられた物理
ドメインのいずれか 1つに属している必要があります。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants]、EPGを作成するテナントの順に選択します。
ステップ 2 ナビゲーションペインで、テナントのフォルダ、[Application Profiles]フォルダ、アプリケーショ

ンプロファイルのフォルダの順に展開します。

ステップ 3 [Application EPG]フォルダを右クリックし、[Create Application EPG]ダイアログボックスで次の操
作を実行します。

a) [Name]フィールドに、EPGの名前（db）を追加します。
b) [BridgeDomain]フィールドで、ドロップダウンリストからブリッジドメイン（bd1）を選択し
ます。

c) [Associate toVMDomainProfiles]チェックボックスをオンにします。[Next]をクリックします。
d) [Step 2 for Specify the VM Domains]領域で、[Associate VM Domain Profiles]を展開し、ドロップ
ダウンリストから目的の VMMドメインを選択します。

e) （オプション）[Delimiter]フィールドに記号（|、~、!、@、^、+、=）のいずれか 1つを入力
します。

記号を入力しなかった場合、システムはVMwareポートグループ名にデフォルトのデリミタで
ある |を使用します。

f) Cisco AVSを使用している場合は、[Encap Mode]ドロップダウンリストからカプセル化モード
を選択します。

次のいずれかのカプセル化モードを選択できます。

• [VXLAN]：これはドメインの VLAN設定より優先され、EPGは VXLANのカプセル化を
使用することになります。ただし、ドメインでマルチキャストプールが設定されていな

い場合は、EPGに対してエラーがトリガーされます。

• [VLAN]：これはドメインのVXLAN設定より優先され、EPGはVLANのカプセル化を使
用することになります。ただし、ドメインで VLANプールが設定されていない場合は、
EPGに対してエラーがトリガーされます。

• [Auto]：EPGはVMMドメインと同じカプセル化モードを使用します。これはデフォルト
の設定です。

g) [Update]をクリックし、[FINISH]をクリックします。

ステップ 4 [Create Application Profile]ダイアログボックスで、EPGをさらに 2つ作成します。3つの EPGは、
同じブリッジドメインおよびデータセンター内の db、app、および webである必要があります。

GUI を使用した契約の消費と提供
EPG間のポリシー関係を作成するために、前に作成した契約を関連付けることができます。

提供するコントラクトと使用するコントラクトに名前を付けるときは、提供するコントラクトと

使用するコントラクトの両方に同じ名前を付けてください。

Cisco APIC リリース 2.x 基本設定ガイド
149

基本ユーザテナント設定

GUI を使用したアプリケーションプロファイルの導入



手順

ステップ 1 db、app、および web EPGは、アイコンで表示されま
す。

（注）

APIC GUIウィンドウをクリックして db EPGから app EPGにドラッグします。
[Add Consumed Contract]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、sql契約を選択します。[OK]をクリックしま
す。

この手順により、db EPGは sql契約を提供でき、app EPGは sql契約を消費することができます。
ステップ 3 APIC GUI画面をクリックして、app ePGから web EPGにドラッグします。

[Add Consumed Contract]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、rmi契約を選択します。[OK]をクリックしま
す。

この手順により、app EPGは rmi契約を提供でき、web EPGは rmi契約を消費することができま
す。

ステップ 5 web EPGのアイコンをクリックし、[Provided Contracts]領域の [+]記号をクリックします。
[Add Provided Contract]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [Name]フィールドで、ドロップダウンリストから、web契約を選択します。[OK]をクリックし
ます。[Submit]をクリックします。
OnlineStoreと呼ばれる 3層アプリケーションプロファイルが作成されました。

ステップ 7 確認するには、[Navigation]ペインで、[Application Profiles]下の [OnlineStore]に移動してクリック
します。

[Work]ペインで、3つの EPG app、dbおよび webが表示されていることを確認できます。

ステップ 8 [Work]ペインで、[Operational] > [Contracts]を選択します。
消費/提供される順番で表示された EPGと契約を確認できます。

特定のポートへの EPG の静的な導入
このトピックでは、Cisco APICを使用しているときに特定のポートに EPGを静的に導入する方法
の典型的な例を示します。

GUI を使用した APIC の特定のポートへの EPG の導入

はじめる前に

EPGを導入するテナントがすでに作成されていること。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[TENANTS]をクリックします。

ステップ 2 [with APIC]ペインで、[Tenant_name] > [Application Profiles]の順に適切に展開します。

ステップ 3 [Application Profiles]を右クリックし、[Create Application Profile]をクリックします。
ステップ 4 [Create Application Profile]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、アプリケーションプロファイルの名前を入力します。
b) [EPGs]を展開します。
c) [Create Application EPG]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに、EPG名を入力します。
d) [Statically Linkwith Leaves/Paths]フィールドで、[Statically Linkwith Leaves/Paths]のチェックボッ
クスをオンにします（これは、EPGを導入する必要があるポートを指定するために選択しま
す）。[Next]をクリックします。

e) [Leaves/Paths]領域で、[Paths]を展開します。
この例では、EPGをノードのポートに導入します。または、EPGをノードに導入することもで
きます。

f) [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。
g) [Deployment Immediacy]フィールドのドロップダウンリストで、希望する導入時間を選択しま
す。

h) [Mode]フィールドで、適切なモードを選択します。
i) [Port Encap]フィールドに、導入するセカンダリ VLANを入力します。
j) [Primary Encap]フィールドに、導入するプライマリ VLANを入力します。
k) [Update]をクリックし、[Finish]をクリックします。

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[ApplicationProfiles]を展開して、新しいアプリケーションプロファイルを
表示します。

ステップ 6 [Application EPGs]を展開して、新しい EPGを表示します。
ステップ 7 EPGを展開して [StaticBindings (Paths)]をクリックし、[Properties]ペインで、確立されたスタティッ

クバインディング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
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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
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

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。

（注）

REST API を使用した APIC の特定のポートへの EPG の導入

はじめる前に

EPGを導入するテナントが作成されていること。
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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

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。

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。

（注）

•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。
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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

はじめる前に

• 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] > [Access Policies]をクリックします。
ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Quick Start]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで、[Configure an interface, PC, and vPC]をクリックします。

ステップ 4 [Configure 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。

任意で、変更した名前を入力することができま

す。

（注）

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。

任意で、変更した名前を入力することができま

す。

（注）

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。

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。

（注）

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、[TENANTS]をクリックします。[Navigation]ペインで、[Tenant_name] >
[Application Profiles] > [Domains (VMs and Bare-Metals)] > [EPG_name]の順に適切に展開し、次の操
作を実行します。
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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) [Deploy Immediacy]フィールドで、目的のオプションボタンをクリックします。
d) [Resolution Immediacy]フィールドで、目的のオプションボタンをクリックします。[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。

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

はじめる前に

• 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。
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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
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

はじめる前に

• 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>
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</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。

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>

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。
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APIC の拡張 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。

はじめる前に

•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] > [Access
Policies] > [Global Policies] > [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 [ApplicationEPGs]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。

アクションフィールド

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。
Application EPG

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。

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。

Primary Encap
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アクションフィールド

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VLANIDがタグ付けされている
場合に選択します。

• [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。

• [AccessUntagged]：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。

Mode

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。

はじめる前に

•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。
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例：
apic1# configure terminal
apic1(config)# template policy-group pg3
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。

はじめる前に

•ターゲットアプリケーション EPG（AEPg）を作成する。
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•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。

•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>

ベアメタルでのネットワークベースの属性によるマイク

ロセグメンテーションの使用
Cisco APICを使用して Cisco ACIでのマイクロセグメンテーションを設定し、ネットワークベー
スの属性、MACアドレス、または 1つ以上の IPアドレスを使用した新しい属性ベースの EPGを
作成できます。ネットワークベースの属性を使用して Cisco ACIでのマイクロセグメンテーショ
ンを設定し、単一のベース EPGまたは複数の EPG内で VMまたは物理エンドポイントを分離で
きます。

IP ベースの属性の使用

IPベースのフィルタを使用して、単一のマイクロセグメントで単一 IPアドレス、サブネット、ま
たは多様な非連続 IPアドレスを分離できます。ファイアウォールの使用と同様に、セキュリティ
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ゾーンを作成するための迅速かつ簡単な方法として、IPアドレスに基づいて物理エンドポイント
を分離できます。

MAC ベースの属性の使用

MACベースのフィルタを使用して、単一MACアドレスまたは複数のMACアドレスを分離でき
ます。不適切なトラフィックをネットワークに送信するサーバがある場合はこの方法を推奨しま

す。MACベースのフィルタを使用してマイクロセグメントを作成することで、このサーバを分離
できます。

GUI を使用したベアメタル環境でのネットワークベースのマイクロセ
グメント EPG の設定

Cisco APICを使用してマイクロセグメンテーションを設定し、異なる複数のベース EPGまたは同
一の EPGに属する物理エンドポイントデバイスを新しい属性ベースの EPGに配置できます。

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

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

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

Cisco ACIでのマイクロセグメンテーションを設定する手順は、拡張モードとベーシックモー
ドで同じです。

（注）

手順

ステップ 1 Cisco APICにログインし、[Advanced]モードまたは [Basic]モードを選択します。
ステップ 2 [TENANTS]を選択し、マイクロセグメントを作成するテナントを選択します。
ステップ 3 テナントのナビゲーションウィンドウで、テナントフォルダ、[Application Profiles]フォルダ、

[Profile]フォルダ、および [Application EPGs]フォルダを展開します。
ステップ 4 次のいずれかを実行します。

•同じベース EPGの物理エンドポイントデバイスを新しい属性ベースの EPGに配置するに
は、物理エンドポイントデバイスを含むベース EPGをクリックします。

•異なる複数のベース EPGの物理エンドポイントデバイスを新しい属性ベースの EPGに配置
するには、物理エンドポイントデバイスを含むベース EPGの 1つをクリックします。

ベース EPGのプロパティが作業ウィンドウに表示されます。
ステップ 5 作業ウィンドウで、画面の右上にある [OPERATIONAL]タブをクリックします。
ステップ 6 [OPERATIONAL]タブの下の [Client End-Points]タブがアクティブになっていることを確認しま

す。
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作業ウィンドウに、ベース EPGに属するすべての物理エンドポイントが表示されます。
ステップ 7 新しいマイクロセグメントに配置するエンドポイントデバイス（複数可）の IPアドレスまたは

MACアドレスを書き留めます。
ステップ 8 異なる複数のベース EPGのエンドポイントデバイスを新しい属性ベースの EPGに配置する場合

は、各ベース EPGに対してステップ 4～ 7を繰り返します。
ステップ 9 テナントのナビゲーションウィンドウで、[uSeg EPGs]フォルダを右クリックし、[Create uSeg

EPG]を選択します。
ステップ 10 以下の一連の手順を実行し、エンドポイントデバイスグループの 1つに対して属性ベースのEPG

の作成を開始します。

a) [Create uSeg EPG]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに名前を入力します。
新しい属性ベースの EPGはマイクロセグメントであることを示す名前を選択することを推奨
します。

b) [intra-EPG isolation]フィールドで [enforced]または [unenforced]を選択します。
[enforced]を選択した場合は、ACIによってこの uSeg EPG内のエンドポイントデバイス間のす
べての通信が防止されます。

c) [Bridge Domain]エリアで、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) [uSeg Attributes]領域で、ダイアログボックスの右側にある [+]ドロップダウンリストから [IP

Address Filter]または [MAC Address Filter]を選択します。

ステップ 11 フィルタを設定するには、次のいずれかの一連の手順を実行します。

結果項目

1 [Create IPAttribute]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに名前を入力
します。

名前については、フィルタ機能を反映したものを選択するよう推奨します。

2 [IPAddress]フィールドに、適切なサブネットマスクの IPアドレスまたはサ
ブネットを入力します。

3 [OK]をクリックします。
4 （オプション）ステップ 10 c～ 11 cを繰り返して、2番目の IPアドレス
フィルタを作成します。

この手順で、マイクロセグメントに不連続の IPアドレスを含めることがで
きます。

5 [Create uSeg EPG]ダイアログボックスで、[SUBMIT]をクリックします。

IPベースの属性
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結果項目

1 [Create MAC Attribute]ダイアログボックスで、[Name]フィールドに名前を
入力します。

名前については、フィルタ機能を反映したものを選択するよう推奨します。

2 [MAC Address]フィールドに、MACアドレスを入力します。
3 [OK]をクリックします。
4 [Create uSeg EPG]ダイアログボックスで、[SUBMIT]をクリックします。

MACベースの
属性

ステップ 12 次の手順を実行して uSeg EPGを物理ドメインに関連付けます。
a) [Navigation]ペインで、uSeg EPGフォルダが開いていることを確認し、作成したマイクロセグ
メントのコンテナを開きます。

b) [Domains (VMs and Bare-Metals)]フォルダをクリックします。
c) 作業ウィンドウの右側で、[ACTIONS]をクリックし、ドロップダウンリストから [AddPhysical

Domain Association]を選択します。
d) [Add Physical Domain Association]ダイアログボックスで、[Physical Domain Profile]ドロップダ
ウンリストからプロファイルを選択します。

e) [Deploy Immediacy]エリアで、デフォルトの [On Demand]を受け入れます。
f) [Resolution Immediacy]領域で、デフォルトの [On Demand]を受け入れます。
g) [Submit]をクリックします。

ステップ 13 uSeg EPGを適切なリーフスイッチに関連付けます。
a) ナビゲーションウィンドウで、uSeg EPGフォルダが開いていることを確認して [Static Leafs]
をクリックします。

b) [Static Leafs]ウィンドウで、[Actions] > [Statically Link with Node]をクリックします
c) [Statically Link With Node]ダイアログで、リーフノードとモードを選択します。
d) [Submit]をクリックします。

ステップ 14 作成するその他のネットワーク属性ベースの EPGすべてに対してステップ 9～ 13を繰り返しま
す。

次の作業

属性ベースの EPGが正しく作成されたことを確認します。

IPベースまたはMACベースの属性を設定する場合は、新しいマイクロセグメントに配置したエ
ンドポイントデバイスでトラフィックが動作していることを確認します。
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NX-OS スタイルの CLI を使用したベアメタル環境でのネットワークベー
スのマイクロセグメント EPG の設定

ここでは、ベアメタル環境のベース EPG内で、ネットワークベースの属性（IPアドレスまたは
MACアドレス）を使用して Cisco ACIでマイクロセグメンテーションを設定する方法について説
明します。

手順

目

的

コマンドまたはアクション

CLIで、コンフィギュレーションモードに入ります。ステップ 1   

例：
apic1# configure
apic1(config)#

マイクロセグメントを作成します。ステップ 2   

例：

この例では、IPアドレスに基づいてフィルタを使用します。
apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)# attribute cli-upg-att match ip <X.X.X.X>
#Schemes to express the ip
A.B.C.D IP Address
A.B.C.D/LEN IP Address and mask

例：

この例では、MACアドレスに基づいてフィルタを使用します。
apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)# attribute cli-upg-att match mac
<FF-FF-FF-FF-FF-FF>
#Schemes to express the mac
E.E.E MAC address (Option 1)
EE-EE-EE-EE-EE-EE MAC address (Option 2)
EE:EE:EE:EE:EE:EE MAC address (Option 3)
EEEE.EEEE.EEEE MAC address (Option 4)

例：

この例では、MACアドレスに基づいてフィルタを使用し、この uSeg EPGのす
べてのメンバー間に EPG間分離を適用します。
apic1(config)# tenant cli-ten1
apic1(config-tenant)# application cli-a1
apic1(config-tenant-app)# epg cli-uepg1 type micro-segmented
apic1(config-tenant-app-uepg)# isolation enforced
apic1(config-tenant-app-uepg)# bridge-domain member cli-bd1
apic1(config-tenant-app-uepg)# attribute cli-upg-att match mac
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目

的

コマンドまたはアクション

<FF-FF-FF-FF-FF-FF>
#Schemes to express the mac
E.E.E MAC address (Option 1)
EE-EE-EE-EE-EE-EE MAC address (Option 2)
EE:EE:EE:EE:EE:EE MAC address (Option 3)
EEEE.EEEE.EEEE MAC address (Option 4)

EPGを導入します。ステップ 3   

例：

この例では、EPGを導入してリーフを指定します。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# deploy-epg tenant cli-ten1 application cli-a1 epg
cli-uepg1 type micro-segmented

マイクロセグメントの作成を確認します。ステップ 4   

例：
apic1(config-tenant-app-uepg)# show running-config
# Command: show running-config tenant cli-ten1 application cli-app1 epg
cli-uepg1 type micro-segmented
# Time: Thu Oct 8 11:54:32 2015
tenant cli-ten1
application cli-app1
epg cli-esx1bu type micro-segmented
bridge-domain cli-bd1
attribute cli-uepg-att match mac 00:11:22:33:44:55
exit

exit
exit

REST API を使用したベアメタル環境でのネットワークベースのマイク
ロセグメント EPG の設定

ここでは、REST APIを使用してベアメタル環境の Cisco ACIでネットワーク属性のマイクロセグ
メンテーションを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 Cisco APICにログインします。
ステップ 2 https://apic-ip-address/api/node/mo/.xmlにポリシーをポストします。

例：

A：次の例では、IPベースの属性を使用して 41-subnetという名前のマイクロセグメントを設定し
ます。

<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-User-T1" name="User-T1">
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<fvAp dn="uni/tn-User-T1/ap-Base-EPG" name="Base-EPG">
<fvAEPg dn="uni/tn-User-T1/ap-Base-EPG/epg-41-subnet" name="41-subnet"

pcEnfPref="enforced” isAttrBasedEPg="yes" >
<fvRsBd tnFvBDName="BD1" />
<fvCrtrn name="Security1">

<fvIpAttr name="41-filter" ip="12.41.0.0/16"/>
</fvCrtrn>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

例：

次の例は、例 Aのベース EPGです。
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-User-T1" name="User-T1">

<fvAp dn="uni/tn-User-T1/ap-Base-EPG" name="Base-EPG">
<fvAEPg dn="uni/tn-User-T1/ap-Base-EPG/baseEPG” name=“baseEPG” pcEnfPref="enforced”

>
<fvRsBd tnFvBDName="BD1" />

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

例：

B：次の例では、MACベースの属性を使用して useg-epgという名前のマイクロセグメントを設定
します。
<polUni>
<fvTenant name="User-T1">

<fvAp name="customer">
<fvAEPg name="useg-epg" isAttrBasedEPg="true">
<fvRsBd tnFvBDName="BD1"/>

<fvRsDomAtt instrImedcy="immediate" resImedcy="immediate" tDn="uni/phys-phys"
/>

<fvRsNodeAtt tDn="topology/pod-1/node-101" instrImedcy="immediate" />
<fvCrtrn name="default">

<fvMacAttr name="mac" mac="00:11:22:33:44:55" />
</fvCrtrn>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

共有リソースとしての IP アドレスベースのマイクロセグ
メント EPG

IPアドレスベースのマイクロセグメント EPGを VRF（この EPGが配置されている）の内外から
アクセスできるリソースとして設定できます。この場合は、既存の IPアドレスベースのマイクロ
セグメント EPGにサブネット（ユニキャスト IPアドレスが割り当てられている）を設定し、そ
のサブネットをこの EPGが属する VRF以外の VRFにあるデバイスでアドバタイズおよび共有で
きるようにします。次に、EPGを共有サブネットの IPアドレスに関連付けるオプションを有効に
した状態で IP属性を定義します。
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GUI を使用した共有リソースとしての IP ベースのマイクロセグメント
EPG の設定

VRFおよび現在のファブリック外のクライアントがアクセス可能な共有サービスとして、32ビッ
トマスクの IPアドレスを持つマイクロセグメント EPGを設定できます。

はじめる前に

設定に関する次のGUIの説明では、サブネットマスクが /32に設定された IPアドレスベースのマ
イクロセグメント EPGが事前設定されていることを前提としています。

（注） •物理環境で IPアドレスベースの EPGを設定する手順については、次を参照してくださ
い。ベアメタルでのネットワークベースの属性によるマイクロセグメンテーションの使

用, （161ページ）

•仮想環境で IPアドレスベースのEPGを設定する手順については、『CiscoACIVirtualization
Guide』の「Configuring Microsegmentation with Cisco ACI」を参照してください。

手順

ステップ 1 ターゲットとなる IPアドレスベースの EPGに移動します。
a) APIC GUIで、[Tenant] > [tenant_name] > [uSeg EPGs] > [uSeg_epg_name]をクリックして EPGの

[Properties]ダイアログを表示します。

ステップ 2 ターゲット EPGでは、EPGのサブネットアドレスに一致するように IP属性を設定します。
a) [Properties]ダイアログで、[uSeg Attributes]テーブルを見つけて [+]をクリックします。プロン
プトが表示されたら、[IP Address Filter]を選択して [Create IP Attribute]ダイアログを表示しま
す。

b) [Name]フィールドに名前を入力します。
c) [Use FV Subnet]のチェックボックスをオンにします。
このオプションを有効にすることで、IP属性値が共有サブネットの IPアドレスに一致するこ
とを示します。

d) [Submit]をクリックします。

ステップ 3 ターゲット EPGの共有サブネットを作成します。
a) ターゲットとなる IPアドレスベースの uSeg EPGのフォルダをAPICのナビゲーションウィン
ドウで開いたまま、[Subnets]フォルダを右クリックして [Create EPG Subnets]を選択します。

b) [Default Gateway]フィールドに、IPアドレスベースのマイクロセグメント EPGの IPアドレス
またはマスクを入力します。
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（注） •いずれの場合もサブネットマスクは /32である必要があります。

• IPアドレスベースの EPGに関しては、実際にゲートウェイのデフォルトアド
レスを入力するのではなく、共有EPGサブネットの IPアドレスを入力します。

c) [Treat as a virtual IP address]を選択します。
d) [Scope]で [Advertised Externally]と [Shared between VRFs]を選択します。
e) [Submit]をクリックします。

NX-OS CLI を使用した共有リソースとしての IP ベースのマイクロセグ
メント EPG の設定

はじめる前に

設定に関する次のGUIの説明では、サブネットマスクが /32に設定された IPアドレスベースのマ
イクロセグメント EPGが事前設定されていることを前提としています。

手順

目的コマンドまたはアクション

この例では、マイクロセグメント EPG（cli
epg）に ip-use-epg-subnetオプション

EPGをサブネットの IPアドレスに関連付
けることで、共有サービスに対して IPア

ステッ

プ 1   
（useFvSubnet）が設定され、その結果、EPGドレスのマイクロセグメント EPGを有効

にします。 はサブネットの IPアドレスに関連付けられ

例：
apic-1(config)# tenant t0
apic-1(config-tenant-app)# epg cli-epg

ます。次にAPICがそのサブネットアドレス
をアドバタイズし、EPGが属する VRF以外
にあるデバイスがサービスとして EPGにア
クセスできるようになります。type micro-segmented

apic-1(config-tenant-app-uepg)#
bridge-domain member b0
apic-1(config-tenant-app-uepg)# attribute
ip match ip-use-epg-subnet

apic-1(config-tenant-app-uepg)# show run
# Command: show running-config tenant t0
application a0 epg cli-epg type
micro-segmented
# Time: Thu Sep 22 00:17:07 2016
tenant t0
application a0
epg cli-epg type micro-segmented
bridge-domain member b0
attribute ip match

ip-use-epg-subnet
exit

exit
Exit
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目的コマンドまたはアクション

この例では、マイクロセグメント EPG（cli
epg）をリーフ 102に導入します。

EPGをリーフに導入します。ステッ

プ 2   
apic-1(config)# leaf 102
apic-1(config-leaf)# deploy-epg tenant t0
application a0 epg cli-epg type
micro-segmented

apic-1(config-leaf)# show run
# Command: show running-config leaf 102
# Time: Thu Sep 22 00:18:46 2016
leaf 102
deploy-epg tenant t0 application a0

epg cli-epg type micro-segmented

REST API を使用した共有リソースとしての IP ベースのマイクロセグメ
ント EPG の設定

VRFおよび現在のファブリック外のクライアントがアクセス可能な共有サービスとして、32ビッ
トマスクの IPアドレスを持つマイクロセグメント EPGを設定できます。

手順

共有サブネットを持つ IPアドレス属性のマイクロセグメントEPG（epg3）を設定するには、IPア
ドレスと 32ビットマスクを使用して、次の例のような XMLを POST送信します。IP属性の
usefvSubnetは「yes」に設定します。

例：
<fvAEPg descr="" dn="uni/tn-t0/ap-a0/epg-epg3" fwdCtrl=""

isAttrBasedEPg="yes" matchT="AtleastOne" name="epg3" pcEnfPref="unenforced"
prefGrMemb="exclude"prio="unspecified">

<fvRsCons prio="unspecified" tnVzBrCPName="ip-epg"/>
<fvRsNodeAtt descr="" encap="unknown" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-2/node-106"/>
<fvSubnet ctrl="" descr="" ip="56.4.0.2/32" name="" preferred="no"

scope="public,shared" virtual="no"/>
<fvRsDomAtt classPref="encap" delimiter="" encap="unknown" encapMode="auto"

instrImedcy="immediate"
primaryEncap="unknown" resImedcy="immediate" tDn="uni/phys-vpc"/>

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<fvRsBd tnFvBDName="b2"/>
<fvCrtrn descr="" match="any" name="default" ownerKey="" ownerTag="" prec="0">

<fvIpAttr descr="" ip="1.1.1.3" name="ipv4" ownerKey="" ownerTag=""
usefvSubnet="yes”/>

</fvCrtrn>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" prio="unspecified" tnVzBrCPName="ip-epg"/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" prio="unspecified" tnVzBrCPName="shared-svc"/>

</fvAEPg>
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GUI を使用した共有リソースとしての IP ベースのマイクロセグメント
EPG の設定解除

共有サービスとして設定された IPアドレスベースのマイクロセグメント EPGを設定解除するに
は、共有サブネットを削除し、さらにそのサブネットを共有リソースとして使用するオプション

を無効にする必要があります。

はじめる前に

共有サービスとして設定された IPアドレスベースのマイクロセグメント EPGを設定解除するに
は、次の情報を確認しておく必要があります。

• IPアドレスベースのマイクロセグメント EPGの共有サービスアドレスとして設定されてい
るサブネット。

• Use FV Subnetオプションが有効な状態で設定されている IP属性。

手順

ステップ 1 IPアドレスベースのマイクロセグメント EPGからサブネットを削除します。
a) APIC GUIで、[Tenant] > [tenant_name] > [Application Profiles] > [epg_name] > [uSeg EPGs] > [uSeg

EPGs] > [uSeg_epg_name]をクリックします。
b) ターゲットとなる IPアドレスベースの uSeg EPGのフォルダをAPICのナビゲーションウィン
ドウで開いたまま、[Subnets]フォルダをクリックします。

c) [Subnets]ウィンドウで、アドバタイズされて他の VRFと共有されるサブネットを選択し、
[Actions] > [Delete]をクリックします。

d) [Yes]をクリックして削除を確定します。

ステップ 2 [Use FV Subnet]オプションを無効にします。
a) ターゲットとなる IPアドレスベースの uSeg EPGのフォルダをAPICのナビゲーションウィン
ドウで開いたまま、マイクロセグメント EPGの名前をクリックして EPGの [Properties]ダイア
ログを表示します。

b) [Properties]ダイアログで、[uSeg Attributes]テーブルから [Use FV Subnet]オプションが有効に
なっている IP属性の項目を見つけます。

c) その項目をダブルクリックして [Edit IP Attribute]ダイアログを表示します。
d) [Edit IP Attribute]ダイアログで、[Use FV Subnet]オプションを選択解除します。
e) [IP Address]フィールドに別の IPアドレス属性を指定します。

このアドレスは、32ビットマスクのユニキャストアドレスである必要があります
（例：124.124.124.123/32）。

（注）

f) [Submit]をクリックします。
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NX-OS スタイルの CLI を使用した共有リソースとしての IP ベースのマ
イクロセグメント EPG の設定解除

共有サービスとして設定された IPアドレスベースのマイクロセグメント EPGを設定解除するに
は、その EPGの ip-use-epg-subnetオプションを無効にします。

はじめる前に

手順

目的コマンドまたはアクション

このコード例では、マイクロセグ

メント EPG「cli epg」の
ip-use-epg-subnetオプションを無効にします。

例：
apic-1(config)# tenant t0
apic-1(config-tenant-app)# epg cli-epg type

ステッ

プ 1   
ip-use-epg-subnetオプションを無効
にします。

micro-segmented
apic-1(config-tenant-app-uepg)# no attribute ip
match ip-use-epg-subnet
apic-1(config-tenant-app-uepg)# exit
apic-1(config-tenant-app)# exit

REST API を使用した共有リソースとしての IP ベースのマイクロセグメ
ント EPG の設定解除

usefvSubnetプロパティを「no」に設定することで、IPアドレスベースのマイクロセグメントEPG
を無効にすることができます。

手順

共有サービスとして現在設定されているマイクロセグメントEPGのAPI構造で、usefvSubnetプロ
パティの値を「yes」から「no」に変更します。
この例では、IPアドレスベースのマイクロセグメント EPG「epg3」が共有サービスとして無効に
なります。

例：
<fvAEPg descr="" dn="uni/tn-t0/ap-a0/epg-epg3" fwdCtrl="" isAttrBasedEPg="yes"
matchT="AtleastOne" name="epg3" pcEnfPref="unenforced" prefGrMemb="exclude"prio="unspecified">

<fvRsCons prio="unspecified" tnVzBrCPName="ip-epg"/>
<fvRsNodeAtt descr="" encap="unknown" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-2/node-106"/>
<fvSubnet ctrl="" descr="" ip="56.4.0.2/32" name="" preferred="no" scope="public,shared"

virtual="no"/>
<fvRsDomAtt classPref="encap" delimiter="" encap="unknown" encapMode="auto"
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instrImedcy="immediate" primaryEncap="unknown" resImedcy="immediate" tDn="uni/phys-vpc"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<fvRsBd tnFvBDName="b2"/>
<fvCrtrn descr="" match="any" name="default" ownerKey="" ownerTag="" prec="0">

<fvIpAttr descr="" ip="1.1.1.3" name="ipv4" ownerKey="" ownerTag="" usefvSubnet="no”/>

</fvCrtrn>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" prio="unspecified" tnVzBrCPName="ip-epg"/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" prio="unspecified" tnVzBrCPName="shared-svc"/>

</fvAEPg>
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